1

十割そば

そば処 紡(つむぎ)
横瀬町大字横瀬4248-1

TAKE
OUT

配達

0494-24-7757

上質なそば粉と湧出源泉水のみを使
用した十割そば。地元の農家から仕入
れた山菜やかき揚げも人気です。

11：00〜14：30 /
17：00〜20：00（平日・土曜）
11：00〜20：00（日曜・祝日）
(売り切れ次第終了)

手作りパン

のぞみ工房ぽっぽ 横瀬店
横瀬町大字横瀬4299-1

TAKE
OUT

配達

22

粋心亭あじ岬
横瀬町大字横瀬5312-3

0494-22-7369

天ぷらせいろが大人気

季節の山菜・魚料理

21 へ じ ま

横瀬町大字横瀬5932

11:30~14:00 / 17:30~21:00

11:30~13:30 (売り切れ次第 終了)

17:00~ (要事前連絡)

前日までの予約

24

日曜日

0494-25-0999

22 21
23
19 20

みそラーメン

24

0494-24-4023

もやしが埼玉最強!?デカ盛りみそラ
ーメンを目当てに来店する方も多
く、
目でみて味うまし‼
（炭酸ドリンク1杯サービス有）

17

11:00~21:00

4

1

TAKE
OUT

大 ちゃん 弁当
横瀬町大字横瀬4356

2

坂氷

木曜日

3

4 5

6 武甲温泉

横瀬駅

16

11

コミネカエデ

9

YOKOZE GOURMET MAP

0494-25-5151

： 国道

- アイコン詳細 -

(食事)10:00~21:00
（19:30ラストオーダー）

： 学校

： 県道
： 花見スポット

： 町道

：横瀬駅前観光案内

8

7

横瀬町大字横瀬3126

当園で収穫したいちごをまるごとか
き氷にし、
あまりんを使ったシロップ
とのコラボをぜひご堪能ください。

10:00~16:00
不定休

13

すいとん・みそポテト

スナックデート
横瀬町大字横瀬1587

8
0494-23-2712

： 鉄道

秩父産鹿肉フードや
横瀬産ドライフルーツのグラノーラバー

LOGMOG cafe&shop
横瀬町大字横瀬8593

秩父産鹿肉を使用したメニューや武
甲山ブレンドコーヒー、登山にぴっ
たりの冬季限定：横瀬産ドライフル
ーツを使用したグラノーラバーが
オススメ！
10:00~15:00 (土・日・祝のみ営業)
不定休 ※冬季休業あり

14

0494-23-0956

090-1768-3412

シフォンケーキ

ふらわー* えっぐ
横瀬町大字横瀬1669

TAKE
OUT

090-1652-9789

炭火焼肉

焼肉デート
横瀬町大字横瀬1587

ドアを開けるとレトロな雰囲気が懐
かしい。栄養満点の郷土料理のす
いとん、みそポテトは絶品です‼

飲んで、食べて、笑って、お腹いっぱ
い!炭火焼肉の他に絶品裏メニュー
出逢えるかも!?

19:00~24:00 ※閉店時間変更有

11:00~ (予約制) / 17:00~22:00

0494-24-0147

水曜日・木曜日

年中無休

お きう ね農 園

横瀬町大字横瀬7220-32

：川

：寺

年中無休

夏季限定!いちごけず り

手作り菓子工房・カフェマダムポット

月曜日・第2・4日曜日

せいろそば

：日帰り温泉

日替わりランチ・ケー キセット

20年改良を重ねてたどり着いた国産
の安心安全な材料にこだわった、
し
っとりフワフワ生食感のシフォンケー
キが自慢です。
平日・土 10:00~19:00 (LO)
日・祝 10:00~17:00 (LO)食事は11:30~

7

： 飲食店

0494-22-8529

火曜~土曜日 (冬季休業あり)

299

自然豊かな露天風呂と、秩父の老
舗「そば福」の手打ちそばが堪能で
きます。

横瀬町大字横瀬6476-5

11:30~16:00 要予約（日・月のみ営業）

生川入口

秩 父湯 元 武 甲温泉
横瀬町大字横瀬4628-3

ホルモン焼き

きくや

どれにしようか迷ってしまう地元ソウ
ルフードのホルモン焼き。〆のラー
メンや生シロ、一品料理もおすすめ
‼

15

国産銘柄鶏を使用し、最高級の備長
炭でじっくりていねいに焼き上げた
焼き鳥を、是非ご賞味ください。

6

0494-24-6432

地元の季節の野菜を使ったランチ。
手作りケーキや香り高い紅茶やコー
ヒー、ハーブティーなど、美味しい!の
感動のひとときを提供しています。

0494-26-7100

火曜日

横瀬町大字横瀬6346-3

配達

月曜日

羊山公園

17:00~24:00 (ラストオーダー23:00)

TAKE
OUT

16:30~22:00

10

正統派やきとり

三 代目 山 ちゃ ん
横瀬町大字横瀬4358-2

17

寺坂棚田

横瀬橋

日曜日（但し前もっての予約は可）

肉丼

田端食堂

木曜日

横瀬町役場前
14 15
町民会館前
13
12
横瀬町役 場

9:30~13:00（午後の部は予約可)

0494-23-5002

11:00~20:00

中郷

0494-25-0919

横瀬町大字横瀬6278

特製のタレで炒めた肉丼は、やみつ
きになる美味しさ‼中華料理メニュ
ーも豊富で卵の白身とエビ炒めは絶
品‼

16

昔からのレストランの手造調理法
で作っているお弁当屋さん。お子様
向けにおむすび、焼きそば、唐揚げ、
焼タマゴ等をアレンジも可能。

5

18

※ご来店の際には各店舗にお電話で営業時間・空席
状況等ご確認頂けますとスムーズにご案内できます。

丸山鉱泉

横瀬そばの会

要予約 (前日まで)

花咲山公園

18

花咲山 (どぶろく)

そばと共に、
どぶろくも作っており、
こ
のどぶろく
「花咲山」は香りも良くさ
わやかな酸味もあり、米由来の純度
の高い甘味が特徴です。

e
z
o
k
o
Y
Area

かわ伸
横瀬町大字横瀬5094-1

0494-23-5002

不定休

ヒレカツ定食

木曜日 (不定休有)

弁当

横瀬町大字横瀬6278

オススメは新鮮な魚介類を何種類
ものせた岬丼‼地元野菜を使った
天婦羅や肉料理も、是非ご賞味くだ
さい。

水・木曜日 (不定休有)

19

しんべい

自ら、横瀬で収穫した「そばの実」だ
けを使い、石臼で挽きたて、打ちた
て、茹でたての蕎麦を提供していま
す。そば打ち体験可（要予約）

悦 楽苑
横瀬町大字横瀬4324-2

090-2204-8334

手打ちそば

秩父の山菜、直獲りの魚料理やホル
モン焼きも新鮮‼季節限定のはま
ぐり料理やのどくろはおすすめです
‼

11:30~13:30 / 17:30~20:30

土・日・祝日

横瀬町大字横瀬5954-3

0494-22-0894

衣がサクサクのヒレカツ定食は人気
‼その他、鴨肉の旨みたっぷりの鴨
南そばやうなぎ・ふぐなど幅広く取り
揃えています。

10:30~16:00

20

６代続く醸造元・島田醤油店が営
む手打ちそば屋。
自家製醤油を使
ったつゆが自慢。

0494-26-6613

手作りパン約２０種類並べてお待ち
しています。他にも横瀬の紅茶を使用
したラスクや味噌、漬物も人気です。
要予約で、限定商品を町内へ配達し
ます。

3

岬丼

不定休

月曜日
（祝祭日の場合翌日）

2

23

TAKE
OUT

050-5241-9833

9

手打ちそば

手打ちそばまちだ
横瀬町大字横瀬560-1

0494-24-2668

10

挽きぐるみそば

富士山溶岩焼きバーベ キュー

11 小 松 沢 レ ジ ャ ー 農 園

花いかだ
横瀬町大字横瀬1247-6

0494-24-2330

横瀬町大字横瀬1408

0494-24-0412

12

豚みそ丼・みそポテ ト

天 狗坂
横瀬町大字横瀬1595

家の畑でとれたそばの実を石臼で
挽き、
とれたてそば粉で作る手打ち
そばは、絶品‼

挽きぐるみ手打ちそばは手ごね、
手切りで、料理の食材は、地元の農
家の方々が育てた新鮮野菜を使用
しております。

富士山の溶岩石プレートで焼くBBQ
は、お肉も野菜も格別に美味しく、
自
家製の秘伝のタレも大好評！

柔らかい豚肉に自家製の味噌を使っ
た豚みそ丼。みそポテトも人気です。
古代米を使った郷土料理や国産豚ト
ンカツもおすすめ‼

11:00~15:00 (売り切れ次第終了)

11:00~15:00 (要予約)

10:00~16:00(受付15:00迄)

11:00~14:00 / 16:00~21:00

月曜日 (祝祭日の場合は翌日)

木・金曜日 (不定休有)

不定休

月・火曜日

TAKE
OUT

0494-23-8846

