
事業所（店舗）名 電話番号 定休日・休業日 業種

① あしがくぼフルーツガーデン 25-0991 木曜日 芦ヶ久保 241-7 飲食店

② あじ岬 22-7369 不定休 横瀬 5312-3 飲食店
③ かわ伸 25-0999 木曜日 横瀬 5094-1 飲食店
④ カフェ マダムポット 24-2880 平日・土・祝日（日・月営業・要予約） 横瀬 7220-32 飲食店
⑤ めんや　木の子茶屋 090-9016-1577 不定休 芦ヶ久保 129-1 飲食店
⑥ 割烹 武秀 22-8666 水曜日 横瀬 1103-2 飲食店
⑦ 三代目 山ちゃん 26-7100 火曜日 横瀬 4358-2 飲食店
⑧ 食亭 悦楽苑 24-4023 木曜日 横瀬 4324-2 飲食店
⑨ しんべい 23-5002 不定休（前日までに予約） 横瀬 6278 飲食店
⑩ スナックデート 23-0956 無休 横瀬 1587 飲食店
⑪ そば屋 醤 22-0894 水・木曜日（不定休有） 横瀬 5932 飲食店
⑫ そば処 紡 24-7757 月曜日（祝日の場合翌日） 横瀬 4248-1 飲食店
⑬ 田端食堂 24-6432 木曜日 横瀬 6346-3 飲食店
⑭ 珍達そば　横瀬店 24-7746 月曜日(祝日の場合翌日） 横瀬 5271-2 飲食店
⑮ 手打ちそば　まちだ 24-2668 月曜日（祝日の場合翌日）　 横瀬 560-1 飲食店
⑯ 手打蕎麦お料理の店 花いかだ 24-2330 木・金曜日（不定休有） 横瀬 1247-6 飲食店
⑰ 天狗坂 23-8846 月・火曜日 横瀬 1595 飲食店
⑱ ふらわー*えっぐ 090-1652-9789 月・第2・4日曜日 横瀬 1669 飲食店
⑲ へじま 090-2204-8334 日曜日 横瀬 5954-3 飲食店
⑳ ホルモン　きくや 22-8529 月曜日 横瀬 6476-5 飲食店
㉑ 焼肉デート 24-0147 水曜日 横瀬 1587 飲食店
㉒ 横瀬そばの会（そば処しんべい内） 23-5002 不定休（前日までに予約） 横瀬 6278 飲食店
㉓ Freaks Garage(フリークスガレージ） 090-5446-1538 月・火曜日 横瀬 2014-6 飲食店
㉔ Liｔｔle India ケバブカレー 88-9150 月曜日（祝日の場合は翌日） 横瀬 5159-7 飲食店
㉕ LOGMOG　cafe＆shop 050-5241-9833 不定休 横瀬 8593 飲食店
㉖ えほんカフェ　タテノイト 40-1021 平日（土日のみ営業） 横瀬 1263-4 飲食店
㉗ 花味亭 23-4757 水・木曜日 横瀬 1431-7 飲食店
㉘ café 茶min 23-5058 日・月曜日 横瀬 2018-5 飲食店
㉙ 和み処　のぶちゃん家 24-1050 火曜日・毎月23日 横瀬 1275-1 飲食店
① あしがくぼ渓谷国際釣場 24-3812 木曜日（12月～2月休業） 芦ヶ久保 1028 レジャー施設関連・宿泊施設
② あざみぶどう園 22-0347 不定休 横瀬 5951-4 レジャー施設関連・宿泊施設
③ 上の原農園 24-0410 不定休 横瀬 3460-1 レジャー施設関連・宿泊施設
④ おきうね農園 23-2712 不定休（要電話確認） 横瀬 3126 レジャー施設関連・宿泊施設
⑤ 琴平農園 24-1497 不定休 芦ケ久保 361-2 レジャー施設関連・宿泊施設
⑥ 小松沢レジャー農園 24-0412 不定休 横瀬 1408 レジャー施設関連・宿泊施設
⑦ 自然郷 東沢　 24-0800（090-4601-6427） 要電話問合せ 芦ヶ久保 1317-1 レジャー施設関連・宿泊施設
⑧ せせらぎの宿　ごかばし 23-0200 要電話確認 横瀬 6131-2 レジャー施設関連・宿泊施設
⑨ ちしまぶどう園 23-4100 木曜日 横瀬 1278 レジャー施設関連・宿泊施設
⑩ まるとみ農園 24-2191 不定休 芦ケ久保 494 レジャー施設関連・宿泊施設
⑪ 秩父ガラス工房 24-0800（090-4601-6427） 要電話問合せ 芦ヶ久保 1317-1 レジャー施設関連・宿泊施設
⑫ 秩父湯元 武甲温泉 25-5151 無休 横瀬 4628-3 レジャー施設関連・宿泊施設
⑬ ハート観光 27-7305 不定休 横瀬 6045-6 レジャー施設関連・宿泊施設
⑭ 武甲キャンプ場 23-8229 不定休 横瀬 4606-3 レジャー施設関連・宿泊施設
⑮ みかど農園 23-1478 不定休 横瀬 4909 レジャー施設関連・宿泊施設
⑯ 八木原農園 22-4193 不定休 横瀬 3338-2 レジャー施設関連・宿泊施設
⑰ 芦ケ久保キャンプ場 080-1181-1087 不定休（要予約） 芦ケ久保 1950-1 レジャー施設関連・宿泊施設
⑱ クリーンビュー丸山オートキャンプ場 0494-22-8461 不定休 横瀬 字高篠7154-29 レジャー施設関連・宿泊施設
① 石坂農園 23-2455 ７～９月休み 横瀬 3410 食料品・日用雑貨・小売店

② さやかワークセンター　ぽっぽ 26-6613 土・日・祝日 横瀬 4299-1 食料品・日用雑貨・小売店

③ 秩父山水 25-0141 土・日・祝日 芦ケ久保 1369-1 食料品・日用雑貨・小売店

④ 島田醤油店 22-0894 日曜日（不定休有・そば屋 醤営業時は購入可能） 横瀬 5932 食料品・日用雑貨・小売店
⑤ ストーンズ横田 23-4524 火曜日 横瀬 4255-1 食料品・日用雑貨・小売店
⑥ 大ちゃん弁当 25-0919 日曜日（予約営業可） 横瀬 4356 食料品・日用雑貨・小売店
⑦ 辻うどん　 23-4055 不定休（要予約） 横瀬 6553-2 食料品・日用雑貨・小売店
⑧ 富田商店 22-1166 月曜日 横瀬 849 食料品・日用雑貨・小売店
⑨ 平沼商店 22-0895 月曜日 横瀬 2014-1 食料品・日用雑貨・小売店
⑩ 藤田屋 22-1498 予約販売 横瀬 2026-1 食料品・日用雑貨・小売店
⑪ 道の駅果樹公園あしがくぼ 21-0299 年末年始 芦ヶ久保 1915-6 食料品・日用雑貨・小売店
⑫ JAちちぶ 農産物直売所アグリマルシェよこぜ 22-0831 年末年始（12/31・1/1～1/3） 横瀬 4294‐3 食料品・日用雑貨・小売店
① ヤオヨシ 横瀬店 24-8044 年始 横瀬 5821-2 スーパー・ドラッグストア
② ウエルシア薬局 秩父横瀬店 27-7100 無休 横瀬 4273-1 スーパー・ドラッグストア
③ コメリ　横瀬店 21-2160 棚卸時 横瀬 5288-2 スーパー・ドラッグストア
④ セブンイレブン 秩父横瀬店 22-0984 無休 横瀬 1210-6 スーパー・ドラッグストア
⑤ ドラッグストアセイムス　秩父横瀬店 21-3251 無休（不定休有） 横瀬 5789-5 スーパー・ドラッグストア
① あざみカバン店 23-4165 水曜日 横瀬 373-2 衣料品店
② 大沢商店 22-2096 月・第３火曜日 横瀬 4352 衣料品店
③ 宮下商店 22-2425 不定休 横瀬 5982 衣料品店
① しまだ美容室 22-5436 火曜・第３月曜 横瀬 4350 理美容店
② 理容 オオハタ 22-2045 月曜・第２・３火曜 横瀬 2052-5 理美容店
③ ヘアーサロン アトランティス 24-7770 日・祝日 横瀬 5122-2 理美容店
④ ヘア-サロンアライ 090-3217-7715 月・第2・3火曜日 横瀬 4302-12 理美容店
⑤ ヘアメイク ボンバー 22-1900 火曜・第３水曜(予約制） 横瀬 4132-14 理美容店
⑥ ヤマダイ理容所 23-1170 月曜・第２・３火曜 横瀬 4354-3 理美容店
① 赤岩輪店 22-3729 月曜日（不定休） 横瀬 4354-2 自動車・二輪車販売等
② オートデプト 24-5050 日・祝日 横瀬 5266 自動車・二輪車販売等
③ 木志オート 22-6310 毎月5日10日15日 横瀬 4338-1 自動車・二輪車販売等
④ 三恵モーター 23-3020 日・祝日 横瀬 5260-1 自動車・二輪車販売等
⑤ 昭通 25-0330 祝日・年末年始 横瀬 4146 自動車・二輪車販売等
① アザミ板金工業 23-4501 日曜日 横瀬 2930 建築・建設関連
② 大場建設 22-4538 日・祝・隔週土曜日 横瀬 6565 建築・建設関連
③ 大場鉄工所 23-0760 土・日・祝 横瀬 2339-1 建築・建設関連
④ キシオカ 22-4703 日・祝・土曜日（月1回） 横瀬 765 建築・建設関連
⑤ 小石川塗装 23-4172 不定休 横瀬 1634 建築・建設関連
⑥ サクラ住研 22-7500 不定休 横瀬 5314-1 建築・建設関連
⑦ シマダ土木 24-0971 日・祝日 横瀬 6553-1 建築・建設関連
⑧ 平沼建設 23-2464 日・祝日 横瀬 1669 建築・建設関連
⑨ 辺見電気 22-5439 日・祝日 横瀬 4212 建築・建設関連
⑩ 向井建築 22-3275 日・祝日 横瀬 1212-1 建築・建設関連
⑪ 山口森建築 24-4300 日曜日 横瀬 1520-13 建築・建設関連
⑫ 四方田電気工事 22-5133 日・祝日 横瀬 6065-2 建築・建設関連
⑬ 若林工業 23-0086 土・日・祝日 横瀬 5257 建築・建設関連
⑭ ＩＤＣインテリア新井 090-3538-9924 無休 横瀬 3381-2 建築・建設関連
⑮ 富田製畳所 22-3761 日曜日 横瀬 2051 その他（製畳業）
① 泉商会 23-0610 無休 横瀬 6128-1 その他（葬祭業）
② 生川クリーニング 24-3449 日・祝日 横瀬 6554-3 その他（クリーニング）
③ ケアセンターえるぷえんて 25-0809 日・祝日 横瀬 4549-1 その他（介護用品）
④ 甲菱石油 22-6137 日・第2土曜日 横瀬 4328-1 その他（ガソリンスタンド）
⑤ 双葉印刷所 22-0666 土・日・祝日 横瀬 4291-1 その他（印刷業）
⑥ マルトミ 22-4006 日・祝日 横瀬 850-4 その他（燃料販売）
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