←お店の情報はこちらのサイトからも確認できます。
営業時間等変更になっていることもございますので
ご来店の際は、店舗へ確認の上、おでかけ下さい。

R3.8

よっていこうぜ よこぜ キャンペーン
商品券はこちらの加盟店でお使いいただけます
店

名

電話番号
飲食店
割烹 武秀
0494-22-8666
天狗坂
0494-23-8846
手打蕎麦 お料理の店 花いかだ※完全予約制 0494-24-2330

営業時間（受付時間）

定休日

17:00～(終了時間応相談)

水曜定休
月・火曜定休
木・金曜定休（不定休有）

ふらわー＊えっぐ

090-1652-9789

平日11:00～19:00(L.O)
日・祝11:00～17:00(L.O)
食事はℋ11:30～ ※状況により変更有

月曜定休(第2・4日曜日）

焼肉デート

0494-24-0147

17:00～21:00(L.O20:30)
※状況により変更有

水・木曜定休

0494-22-0894

11:30〜13:30※そばが売り切れ次第
終了

水・木曜（不定休有）

そば処 紡（つむぎ）

0494-24-7757

11:00～14:30(平日・土曜)
17:00～20:00(平日・土曜)
11:00～20:00(日曜・祝日)

月曜定休（祝の場合は火曜）

食亭 悦楽苑
三代目 山ちゃん
ホルモンきくや
しんべい
たばた食堂
粋心亭あじ岬
かわ伸

0494-24-4023
0494-26-7100
0494-22-8529
0494-23-5002
0494-24-6432
0494-22-7369
0494-25-0999

そば屋 醤（ひしお）

Little Indiaケバブカレー

0494-88-9150

11:00～14:00

16:00～22:00

11:00～13:00

13:00～15:00

11:00～20:00

木曜定休

17:00～24:00(L.O23:00)
※状況により変更有

火曜定休

16:00～22:00
前日までに要予約
11：00～20：00

月曜定休
不定休（前日まで要予約）
木曜定休
不定休（事前要予約）
木曜定休（不定休有）

11：00～14：00 17：00～21：00
11：30～13：30 17：30～20：30

（お持ち帰り・テクアウト）定休日以
外毎日 ②（ランチ）11：00～15：
00 ③（ディナー）17：00～21：
00

月曜日（祝日の場合は営業）

めんや 木の子茶屋
あしがくぼフルーツガーデン

090-9016-1577
0494-25-0991

cucina salve （クチーナ

0494-22-6227

ディナー17:00～22:00（LO21：
00）
ランチ（土・日・祝日のみ営業）11：
00～14：00（LO13：30）

Y's Dining 寛齋

0494-21-6070

18:00～22:00

BAR Te. Airigh(バー チェ アリー)

0494-24-8833

17時～2３時

水曜定休

0494-53-8200

（昼の部）11:00～14:30、(夜の
部）17:30～20:30

火曜定休

らぁ麺

サルヴェ）

大金星

11：00～（麺が無くなり次第終了）
9：00～13：30（売切れ次第終了）

辻うどん
ヤオヨシ横瀬店

飲食料品・日用雑貨
0494-22-4006
8:30～18:00
0494-22-1166
8:30～18:30
0494-22-0984
24時間営業
0494-22-0895
9:00～18:00
0494-22-1498
予約販売
10:30～16:00
0494-26-6613
0494-23-4055
9:00～17:00
0494-24-8044
9：00～20：00

島田醤油店

0494-22-0894

9：00～18：00

秩父山水

0494-25-0141

9:00～17:00

ヤマダイ理容所

美容室・理容室
8:00～18:00受付まで
0494-23-1170

マルトミ
富田商店
セブンイレブン横瀬店
平沼商店
秩父藤田屋
のぞみ工房ぽっぽ

横瀬店（さやかワークセンター）

しまだ美容室
ヘアーサロン

アライ

不定休
土日祝日のみ営業
水曜・木曜定休

日（事前要予約）

日曜祝日・正月３日間

月曜定休
年中無休
月曜日
事前予約制
土日祝定休
不定休
1/1～3休
日曜定休（不定休有）※そば
屋営業中は購入可
土日祝定休

月曜・第2・第3火曜定休

0494-22-5436

9:00～17:00
（状況により変更有）

火・第3月曜定休

090-3217-7715

平日8:00～19:00
土日8:00～18:30

月曜・第2・3火曜定休

店

名

小松沢レジャー農園
ちしまぶどう園

電話番号
営業時間（受付時間）
農園・直売所・釣場
10:00～16:00（最終受付15：00）
0494-24-0412
0494-23-4100
9:00～16:30

アグリマルシェ（JAちちぶ横瀬農産物直売所）

0494-22-0831

8:30～16:30

あざみぶどう園

0494-22-0347

8:00～17:00

不定休

みかど農園

0494-23-1478

9：00～15：00

不定休

おきうね農園

0494-23-2712

10：00～15：00

上の原農園

0494-23-8975

10：00～15：00

八木原農園

0494-22-4193

10：00～15：00

道の駅果樹公園あしがくぼ

0494-21-0299

琴平農園

0494-24-1497

9:00～15:00
10：00～15：00

まるとみ農園

0494-24-2191

10：00～15：00

あしがくぼ渓谷国際釣場

0494-24-3812

7:00～17:00

（いちごがなくなり次第、終了）
（いちごがなくなり次第、終了）
（いちごがなくなり次第、終了）
（いちごがなくなり次第、終了）

（いちごがなくなり次第、終了）
（いちごがなくなり次第、終了）

定休日
不定休
木曜定休（他は不定休）
年末年始
（12/31・1/1～1/3）

土日祝日のみ営業
（不定休有・要電話確認）

不定休
不定休
元日休業
不定休
不定休
木曜 (祭日の場合は営業)
12月～2月は冬季休業

宿・日帰り入浴
丸山鉱泉旅館

【宿】

秩父湯元 武甲温泉

【日帰り入浴】

せせらぎの宿 ごかばし
自然郷 東沢 【宿】

【宿】

芦ヶ久保明治建物古民家再生住宅展示場【宿】

おおさわ
ストーンズ横田
宮下商店
雑貨ＳＨＯＰファームハウス
秩父ガラス工房ＴＯＲＲＥＭＯＬＩＮＯＳ

0494-23-3439

8：30～21：00

要問合せ

0494-25-5151

10：00～21：00

年中無休

0494-23-0200
0494-24-0800
03-5848-3526

（最終入館 20：30）

電話受付：9:00～21:00
送迎は、バス時刻表に基づいて可能（ＨＰに記載あり）

9：00～17：30

ファッション・インテリア・クリーニング
10:00～19:00
0494-22-2096
土日祝18:00まで
0494-23-4524
10：00～18：00
0494-22-2425
7：30～18：30
0494-25-7060
10：00～17：00
0494-24-0800
（090-4601-6427）

要相談

昭通
赤岩輪店
オートデプト
三恵モーター

自動車・二輪車
0494-25-0330
8：30～17：30
0494-23-3729
11：00～
0494-24-5050
10:00～19:00
0494-23-3020
8:30～17:30

キシオカ
辺見電気
アセルト薬局
双葉印刷所

その他
0494-22-4703
0494-22-5439
0494-21-3300
0494-22-0666

FreaksGarage（フリークスガレージ）

090-5446-1538

泉商会
サクラ住研(さくらんぼ）

0494-23-0610
0494-22-7500

8：00～17：00
8：00～18：00
9：00～18：00
8：00～17：00
10：00～20：00
２４時間
9：00～17：00

要問合せ
要問合せ

要問合せ

月・第3火曜定休
火曜定休
不定休
土日祝定休
要問合せ

祝日休・年末年始休
月曜定休（不定休）
日祝定休
日祝定休

日祝定休・月1土曜
日祝定休
水日祝定休
土日祝定休
月火定休
年中無休
不定休

【ご利用に際しての注意】
★新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、休業や営業時間が短縮となる場合もございます。事前にお問い合わせください。
★ 有効期限を過ぎた商品券は利用できません。また、現金の払い戻しはいたしません。
★ おつりは出ません。
★ 換金性の高いもの（たばこ、ビール券、図書券、文具券、切手、ハガキ、宝くじ、各種商品券等）の購入はできません。
★ 商品によっては商品券利用対象外のものもございますので各加盟店にお尋ねください。

一般社団法人 横瀬町観光協会

（事務局：横瀬町ブコーさん観光案内所内 25-0450）

