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（一社）秩父地域おもてなし観光公社
〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町1-16-15 秩父観光情報館2階
TEL0494-26-6260　FAX0494-26-7331
URL http://www.chichibu-omotenashi.com

お問い合せ

交通のご案内 ●池袋駅～西武秩父駅最短78分

●クーポンは、駅で取得した場合のみ有効です。
●クーポンは、取得した日付及びその翌日の２日間有効です。
　（適用除外日：１２月２日、３日）
●他の割引サービスとの併用はできません。
●お得なサービスは、クーポンを取得した方が、事前にお店等に提示することで受ける
ことができます。サービス内容は、クーポンに記載してあるURLから閲覧できます。
●お店等によっては、営業時間等が変更になっている場合がありますので、ご承知おき
ください。（電話で確認することをおすすめします）

西武秩父駅
横瀬駅
芦ヶ久保駅

●クーポンは、次の３駅で下車する際に取得することができます。

取得したクーポンをお店等で提示

お得なサービス

ご使用上のご注意
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事前にタクシーのご予約を
いただくと秩父の名産品を
プレゼントいたします

秩父の名産品をプレゼント
　５つの中から希望の品をお選びください
　●季節のお土産  ●お酒（ワイン・地酒）  ●お菓子  ●漬物  ●おまかせ
予約の方法
　２日前までにタクシー会社５社から１社をお選びいただき、直接各会社に
予約のお電話をしてください。
　※プレゼントの対象は、貸切観光のタクシーご利用時のみとなります。
　※１台につき１つのプレゼントとなります。事前にプレゼントの希望商品を
お伝えください。当日、ドライバーがお持ちいたします。

詳しい観光コースは、各社のホームページをご覧ください

秩父タクシー協会事務局　☎0494-22-3633
秩父丸通タクシー内（問合せ時間：平日８：００～１７：００）

㈱星野タクシー
秩鉄タクシー㈱
秩父観光自動車㈱
秩父ハイヤー㈱
秩父丸通タクシー㈱

☎0494-22-4540
☎0494-22-2316
☎0494-22-5611
☎0494-24-8180
☎0494-22-3633

協 賛
西武秩父線利用促進協議会
（一社）秩父地域おもてなし観光公社
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クーポン提示で

武甲温泉 武甲の湯別館
開放的な露天風呂と地元の手打ちそばが自慢

横瀬町横瀬４６２８-３ 
☎0494-25-5151

交通：横瀬駅下車

日帰りの方、入館料100円OFF。
ご宿泊のお子様、ソフトアイスプ
レゼント。（除外日：５月３・４・５日） 

地図

クーポン提示で

㈲ストーンズ横田
美しい石、形のおもしろい石、そんな石の魅力を
多くの方に。

横瀬町横瀬４２５５-１ ☎0494-23-4524
9:00～18:00　定休日：火曜日

交通：横瀬駅下車

1000円以上のパワース
トーン美石お買上げの方、
10％OFF

地図

クーポン提示で

しんべい（横瀬そばの会）
横瀬そばの会会員が育てた蕎麦の実だけを
使った名店

交通：横瀬駅下車

クーポン提示でそば打ち体
験、6人前位3500→3000
円。持ち帰り可。

地図

横瀬町横瀬６２７８ ☎0494-23-5002
10:00～20:00（要予約）　定休日：月曜日

クーポン提示で

みやび庵
手打ち十割蕎麦切り専門店

秩父市日野田町２-６-２４ ☎0494-21-5538
11:00～15:00　不定休

交通：西武秩父駅下車

お食事の方、舞茸天ぷら・
そば大盛・ドリンクより１つ
サービス

地図

クーポン提示で

手打そば田中屋
二色せいろが楽しめる秩父の老舗蕎麦店

秩父市下影森８１０-１ ☎0494-23-5420
11：00～16：00　定休日：月、第1火曜日

交通：西武秩父駅下車

お食事の方、秩父産いちごの
手作りシャーベットをサービ
ス

地図

クーポン提示で

秩父市野坂町１-１８-１２ ☎0494-25-7373
10:00～18:30　定休日：火・金曜日ラパンノワールくろうさぎ

自家培養天然酵母と国産小麦で作る
パンと焼菓子

交通：西武秩父駅下車

１会計につき５％OFF

地図

クーポン提示で

北海 善兵衛
秩父で北海道？地酒と地場野菜を味わえるお店

交通：西武秩父駅下車

お客様各一名につき地酒　
秩父錦１杯サービス

地図

秩父市野坂町1-13-16九重ビル２F ☎0494-22-7220
17:30～23:00　定休日：日曜日

クーポン提示で

みよし寿司
秩父でお寿司といったら外せない

交通：西武秩父駅下車

お一人様1200円以上ご飲
食の方に茶碗蒸しサービス

地図

秩父市熊木町１３-１９ ☎0494-24-3357
12:00～22:00　定休日：火曜日

クーポン提示で

秩父市熊木町３６-２ ☎0494-24-3085
10：00～18：00　定休日：毎月20日珈琲千茶古

芝桜に一番近いガーデンカフェ

交通：西武秩父駅下車

手作りクッキープレゼント！

地図

クーポン提示で

御菓子司栄誠堂
日本三大曳山祭り　秩父夜まつり最中は
ここだけ

交通：西武秩父駅下車

秩父夜まつり最中10個入、
特別価格200円引き

地図

秩父市上町２-１４-６ ☎0494-22-1374
8:00～19:00　不定休（水曜日が多い）

クーポン提示で

割烹かつら
秩父の老舗割烹料理店

交通：西武秩父駅・御花畑駅下車

１０００円以上ご注文の方、
コーヒーサービス

地図

秩父市中町９-２ ☎0494-22-3243
11:00～14:00、16:00～21:00　
不定休（予約が無い時、日曜休み)

クーポン提示で

秩父市大宮６２７８ 
☎0494-22-0361有恒クラブ羊山亭

芝桜の丘至近　閑静な空間で贅沢な時間を

交通：西武秩父駅下車

２名様につき、ビール又は生
酒（300ml）１本と朝コー
ヒーサービス

地図

クーポン提示で

三千乃家そば店
３種の蕎麦が楽しめる隠れ家的な
蕎麦店

秩父市下影森１３２４-２５ ☎0494-24-7660
11:00～14:30、17:00～20:00　
定休日：水曜日

交通：西武秩父駅・御花畑駅下車

おそば・うどん・御飯物等ご注
文の方、大盛サービス

地図

クーポン提示で

秩父ははそたい焼き
秩父神社前番場通りのたい焼き専門店

秩父市番場町１７-１７ ☎0494-24-2138
11:30～19:00（売切れ次第閉店）　
定休日：水曜日

交通：西武秩父駅・御花畑駅・秩父駅下車

たい焼き１０個お買上げの
方、小倉あん１個サービス

地図

クーポン提示で

ちょい呑麺麺屋一丸
秩父で旨いラーメンと言えばここ

秩父市中町１０-６ ☎0494-22-1893
18:00～24:00　定休日：月曜日

交通：西武秩父駅・御花畑駅下車

餃子半額

地図

クーポン提示で

秩父 中村屋
ちちぶまゆでお馴染み　創業大正13年の和菓子処

交通：西武秩父駅・御花畑駅下車

ちちぶまゆ10個入２袋以上
お買上げの方、ちちぶまゆ
３個入サービス

地図

秩父市東町１３-７ ☎0494-22-0838
9:00～18:00　定休日：水曜日
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クーポン提示で

秩父市番場町１９-９ ☎0494-22-4322
9:00～18:30　定休日：水（祝日は除く)肉の安田屋

秩父名物味噌漬け　創業大正五年の老舗

交通：西武秩父駅・御花畑駅・秩父駅下車

味噌漬１５００円以上お買上
げの方、１０％OFF

地図

クーポン提示で

秩父市本町６-１ ☎0494-22-1136
10:00～18:30　定休日：水曜日松林堂

創業明治時代、四代目松林堂、黒糖水ようかん

交通：西武秩父駅・御花畑駅下車

黒糖水ようかん８％OFF（店
舗のみ対応）

地図

クーポン提示で

秩父市本町４-２０ ☎0494-22-3422
平日11：30～13：30、17：00～22：00
土日祝日17：00～22：00　定休日：水曜日

宝来鮨
半世紀を超え三代目が握る「宝が来る鮨」

交通：西武秩父駅・秩父駅下車

グラスビール、地酒一合、ソフ
トドリンクのうち１杯サービス

地図

クーポン提示で

世界商事㈱
創業大正４年　豚肉味噌漬けといったらやっぱり
世界！

交通：西武秩父駅・秩父駅下車

3000円以上お買上げの
方、“とんみそ”(520円）プレ
ゼント

地図

秩父市本町４-２３ ☎0494-22-0169
8:30～19:00　定休日：火曜日

クーポン提示で

奥秩父名物「岩魚すし」みな寿し
奥秩父の恵み　名物逸品「岩魚すし」は
みな寿しで

秩父市大野原９１-３ 
☎0494-22-3883
11:00～21:00　不定休

交通：西武秩父駅及び秩父駅からタクシー

お食事の方、ソフトドリンク
１杯サービス

地図

クーポン提示で

水戸屋本店
秩父らしさにこだわった創業明治８年の老舗

秩父市本町１-２２ ☎0494-22-1237
9:00～18:30　定休日：火曜日（祝日の場合は翌日）

交通：西武秩父駅・御花畑駅・秩父駅下車

１０００円以上お買い上げの
方、当店オリジナル菓子プレ
ゼント

地図

クーポン提示で

パーラーコイズミ
秩父で初のケーキやパフェを提供

交通：御花畑駅下車

お食事の方、アイスクリーム
サービス

地図

秩父市番場町１７-１３ ☎0494-22-3995
10:00～20:00　第３木曜

クーポン提示で

秩父市宮側町１８-７ ☎0494-22-6688
11:00～23:00　定休日：木曜日

イタリアンダイニング＆カフェトラゲット

映画館を再生した大空間のレストラン！

交通：秩父駅下車

地図

ランチ：プチデザートをサービス
カフェタイム：デザートセットを500円で

クーポン提示で

ホテル美やま
横瀬川を望む「心のこもったおもてなし」の宿

交通：西武秩父駅から送迎バス

ウエルカムドリンクサービス（１７
時まで）夕食時、地酒１杯サービ
ス。無料送迎あり（要電話予約）

秩父市山田１２９４-１ 
☎0494-24-6311

地図

クーポン提示で

ナチュラルファームシティ農園ホテル
秩父市街を眼下に、遥か奥秩父連山が一望

交通：西武秩父駅及び秩父駅からタクシー

16:30まで宿泊来館のお客様
ドリンクサービス

秩父市大宮５９１１-１
☎0494-22-2000

地図

クーポン提示で

秩父市本町３-１ ☎0494-23-7300
11：30～17：00（15：30オーダーストップ）
定休日：水曜日

カフェまいん
市内自家農園産の野菜を使った
「地産地消」のお店

交通：秩父駅下車

地図

1000円以上お食事の方限
定、ソフトドリンク１杯サービス！

クーポン提示で

茶房レストラン春夏秋冬
秩父駅隣接の地産地消のレストラン

交通：秩父駅下車

1000円以上お食事の方、
季節のオリジナルスイーツ
サービス

地図

秩父市宮側町1-7地場産センター２F 
☎0494-21-3388
11:00～17:00　年中無休

クーポン提示で

サルベージ
自給自足イタリアンレストラン＆バール

交通：秩父駅下車

自家製オーガニックちちぶ野
菜の料理一品をサービス

地図

秩父市宮側町８-４ ２F ☎0494-22-6227
17:00～24:00　定休日：月曜日

クーポン提示で

寿司と和食妙見
秩父神社参道の和食と寿司の店

交通：秩父駅下車

お寿司1300円を２０％
OFF、プラス味噌汁サービス

地図

秩父市番場町８-１３ ☎0494-22-2590
11:00～21:00　定休日：火曜日

秩父市番場町４-１１ ☎0494-23-1818
11:00～18:45　定休日：火曜日手打そば武蔵屋

秩父神社すぐ近く　香り高き蕎麦の名店

交通：秩父駅下車

クーポン提示で

地図

お食事の方、手打そば武蔵屋
特製そばだんご１本サービス

クーポン提示で

手打ちそばそばの杜
手間と暇を惜しまない素材と技の追求

秩父市本町３-１ ☎0494-26-5335
11:30～16:00（売り切れじまい）
夜、御予約のみ　定休日：水曜日

交通：秩父駅下車

ご飲食代金5％ＯＦＦ

地図
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クーポン提示で

とんかつキング
創業昭和四年、とんかつの名店、秩父神社すぐ近く

交通：秩父駅下車

King of とんかつ　超厚（３
㎝）ロースかつ定食１５００
円！（通常２０００円）（ゴール
デンウィーク期間を除く）

地図

秩父市宮側町５-９ ☎0494-22-0153
11:00～14:00、17:00～21:00　定休日：日曜日

クーポン提示で

にぐるまやダイニング
小高い山の上のハンバーグ、スパゲッティの
専門店

秩父市中宮地町５８８１ ☎0494-23-5201
11:30～21:30　定休日：月曜日

交通：秩父駅下車

お食事の方、チーフ特製の
デザートプレゼント

地図

武蔵屋本店
秩父そば製造元・直売・そば処

秩父市上宮地町９-１９ ☎0494-23-6348
11:00～16:00　定休日：火曜日

交通：秩父駅下車

クーポン提示で
お食事の方、コーヒー1杯
サービス

地図

クーポン提示で

本格手打わへいそば
香り高き手間暇かけた田舎そばが自慢

秩父市中村町１-４-１３ ☎0494-24-9280
11:00～18:00　定休日：木（祝日は除く）

交通：秩父駅下車

秩父の地酒（１合）を１杯サー
ビス

地図

クーポン提示で

松本製パン
創業９０年！老舗の手づくりコッペパンのお店！！

交通：秩父駅下車

手づくりパン500円以上
お買上げの方、ドリンク
サービス

地図

秩父市宮側町２０-１７ ☎0494-22-4326
8:30～18:30　定休日：水曜日

クーポン提示で

菓子工房玉木家
秩父神社前番場通り　「風土の恵みを大切に」が
キーワード

秩父市番場町９-５ ☎0494-22-0810
9:00～20:00　不定休

交通：秩父駅下車

５％OFF
サービス品は除外

地図

クーポン提示で

ほっとすぽっと秩父館
明治時代の商人宿が観光客のお休み処に大変身！

交通：秩父駅下車

お買上げ1000円毎（野菜を
除く）に飲み物１杯サービス

地図

秩父市宮側町１８-２ ☎0494-24-8856
10:00～18:00　年中無休

クーポン提示で

第一ホテル秩父
秩父観光の拠点　
スタッフは「秩父コンシェルジュ」

秩父市宮側町５-１ 
☎0494-22-5566

交通：秩父駅下車

チェックイン時に秩父源流水
１本サービス

地図

クーポン提示で

魚万
皆野駅前　入ってみたい一押しの食堂

皆野町皆野９６４ ☎0494-62-1106
11:30～14:00、17:00～22:00　定休日：木曜日

交通：皆野駅下車

ランチタイム　
コーヒー1杯サービス

地図

クーポン提示で

小麦食房cafe root
四季を感じるメニューとふわふわシフォンケーキ
の名店

皆野町皆野７９４-３ ☎0494-62-5049
11:30～15:00、18:00～22:00 定休日：月曜日

交通：皆野駅下車

１０００円以上ご飲食の方、
ケーキ＆アイスクリームを
プレゼント

地図

クーポン提示で

うなぎ 吉見屋
皆野駅前　創業明治２５年　うなぎの名店

皆野町皆野８９８-２ ☎0494-62-0011
11:00～20:00　定休日：水曜日

交通：皆野駅下車

2000円以上ご飲食の方、
秩父地酒徳利１本サービス
後はヒミツ

地図

クーポン提示で

天空のおやき
武甲山を見ながら食べるおやきは、和風スィーツ？

皆野町上日野沢９３０ ☎0494-62-4112
10:00～17:00　不定休

交通：皆野駅からバス

地元野菜の漬物でおもてな
しと1000円以上お買上げ
の方、２０％OFF

地図

クーポン提示で

ムクゲ自然公園
ムクゲをはじめ四季折々の花に囲まれたひとときを

皆野町皆野４０４８-１ ☎0494-62-1688
10:00～16:30　定休日：月（祝日除く）

交通：皆野駅下車

秩父のかえで樹液を使った
スイーツセット６００円→
450円

地図

クーポン提示で

秩父温泉 満願の湯
奥長瀞渓谷に映る天然温泉

皆野町下日野沢４０００ 
☎0494-62-3026
10:00～21:00　年中無休

交通：皆野駅及び長瀞駅から送迎バス

入館料10%OFFプラス当館の温
泉で作られた温泉まんじゅうプレゼ
ント。無料送迎あり（要電話予約）

地図

いこいの村ヘリテイジ美の山

関東の桜の名所　美の山に
たたずむ宿

皆野町皆野３４１５ ☎0494-62-4355
11:00～21:00　年中無休

交通：皆野駅からタクシー

クーポン提示で
①夕食時ドリンク１杯付②14時
チェックイン③11時チェックアウト

地図

クーポン提示で

せきれいの宿養浩亭
四季折々の風情に囲まれた荒川沿いのお宿

長瀞町長瀞１４４６ 
☎0494-66-3131

交通：上長瀞駅下車

宿泊夕食時、お一人様１本地
酒又はジュース又はグラス生
ビール付

地図
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喜久家
岩畳近く　おすすめは田舎定食と野菜天ざる

長瀞町長瀞４５５ ☎0494-66-0638
9:00～17:00　不定休

交通：長瀞駅下車

クーポン提示で
１グループ2000円以上お
食事の方限定　１０％OFF

地図

地場産食材寳-TAKARA-
長瀞駅前　炭火で焼き上げた絶品「豚みそ丼」

長瀞町長瀞５３０-１ ☎0494-66-4455
11：30～18：30　不定休

交通：長瀞駅下車

クーポン提示で
お食事を召し上がっていただ
いたお客様にセットドリンク
サービス

地図

クーポン提示で

千葉亭
ステーキとぼたん鍋（猪鍋）の名店

長瀞町井戸６７５-３ ☎0494-66-1980
11:00～21:00　定休日：火曜日

交通：長瀞駅下車

ぼたん（猪）鍋２０００円をご
注文の方、アイスクリーム
サービス

地図

クーポン提示で

長瀞屋
長瀞そばの街研究会の店

長瀞町長瀞５３１ ☎0494-66-0266
10：00～16：00　不定休

交通：長瀞駅下車

ソースカツ重１０００円→８００円
おっ切込うどん９００円→７００円
おろしそば１１００円→８００円

地図

クーポン提示で

お食事処さくらい
ミシュラン宝登山神社近く　三立て蕎麦の名店

長瀞町長瀞８００-７ ☎0494-66-3022
11:00～17:00　不定休

交通：長瀞駅下車

お食事の方、秩父小昼飯み
そポテト・みそおでんセット
サービス

地図

クーポン提示で

丹一·秩父館
創業１００年の伝統　鮎料理「丹一」併設の宿

長瀞町長瀞４５３-２ ☎0494-66-0010
10：00～16：00　定休日：12/10～2/20

交通：長瀞駅下車

登録商標「あゆめし」ご注文
の方、秩父地酒１合サービス

地図

クーポン提示で

花のおもてなし長生館
長瀞一の眺望で心豊かなひとときを

長瀞町長瀞４４９ ☎0494-66-1113
11:00～14:30　年中無休

交通：長瀞駅下車

レストラン岩ざくら・囲炉里庵
でのお食事代２０％OFF（飲
物等除く）

地図

クーポン提示で

見晴
長瀞岩畳降口　鮎づくしの料理と蕎麦の名店

長瀞町長瀞４５２ ☎0494-66-0028
9:00～17:00　不定休

交通：長瀞駅下車

鮎めし御膳をご注文の方、
ビール１本又は秩父地酒１合
サービス

地図

長瀞雷神堂
食べて良し、お土産に良しの手焼きせんべいの
名店

長瀞町長瀞８０６-２ ☎0494-66-0017
9:00～18:00　年中無休

交通：長瀞駅下車

クーポン提示で
1000円以上お買い上げの
方、アツアツの手焼きカップ
煎餅プレゼント

地図

クーポン提示で

荒川ライン下り
長瀞の風情をあじわうならここ！（温泉も割引）

長瀞町長瀞５３１-１ ☎0494-66-0890
9:00～16:00　不定休

交通：長瀞駅下車

乗船料割引　3ｋｍコース
（小人）：１４５０円（７５０円）、
６ｋｍコースは更にお得

地図

らーめん けいぶ
三種の骨を長時間煮込んだこだわりの味

秩父市宮側町７-２ ☎0494-24-7823
17：00～25：00　年中無休

交通：秩父駅下車

クーポン提示で
各種らーめん　大盛り無料
orトッピング１品サービス

地図

楓庵
薬草・山菜研究家が作る蕎麦とうどん

長瀞町野上下郷９４７-１ ☎0494-66-2917
11:30～14:00　土日祝は15：00まで　定休日：火・水曜日

交通：樋口駅下車

クーポン提示で
お食事の方、野摘菜の天ぷら
サービス

地図

クーポン提示で

長瀞町観光案内所
長瀞観光の拠点　
レンタサイクルでぐるっと長瀞

長瀞町長瀞５２９-１ ☎0494-66-3311
9:00～17:00　定休日：年末

交通：長瀞駅下車

粗品プレゼント

地図

クーポン提示で

石臼自家製粉そば大島うどん
素材厳選　うどんと蕎麦を迷ってしまう名店

秩父市下影森２８６-２ ☎0494-23-0619
11:00～19:00　定休日：月（祝日は除く）

交通：影森駅下車

大海老天ザル１２００円を
20％OFF

地図

クーポン提示で

浦山山荘
ふるさとに帰ったようなくつろぎを

秩父市荒川上田野５６５ 
☎0494-54-2079

交通：浦山口駅下車

ご宿泊の方一組につき、秩父
のお土産プレゼント

地図

クーポン提示で
当店特製ソースのパフェ各種
全品100円OFF

コーヒー＆パフェにしき
旬のフルーツのパフェをはじめ色々なパフェ
勢ぞろい

秩父市荒川上田野１７４１-２ ☎0494-54-2327
11:00～17:30　定休日：月曜日

交通：武州中川駅下車

地図
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クーポン提示で

秩父市荒川上田野１４６７ ☎0494-54-1006
8:30～18:00　定休日：毎月2、12、22日㈱櫻井太傅治商店

秩父出身の髭のアーティストの生家　さあ、誰？

交通：武州中川駅下車

2000円以上お買上げ毎に
オリジナルミネラルウォー
ター（５００ml）１本プレゼント

地図

クーポン提示で

秩父市荒川上田野１４８７-１ ☎0494-54-1166
11：30～13：30、17：00～21：00　定休日：月曜日若美屋

ボリューム満点の食堂

交通：武州中川駅下車

地図

600円以上お食事の方限
定、自家製梅干し１パック
サービス

クーポン提示で

秩父市荒川上田野４４２-１ ☎0494-54-3200
11：00～14：00　定休日：水曜日百花

秩父らしいコシの強い自慢の手打ちそば

交通：武州中川駅下車

お食事の方、ホットコーヒー
1杯サービス

地図

クーポン提示で

秩父市荒川小野原１７８ ☎0494-54-1234
10:00～18:00　定休日：火（祝祭日は営業）きのこの里鈴加園

自然と合掌造りの中で古代石器焼料理を

交通：武州日野駅下車

お食事の方限定、「秩父ぶど
う液」（100%ジュース）半額

地図

クーポン提示で

そば処和味
そば粉は１００％秩父荒川産　自家栽培

秩父市荒川日野１４６５ ☎0494-54-1219
11:00～売り切れ　
定休日：月（祝日の場合は火）、第3火曜

交通：武州日野駅下車

お食事の方、会計時ソフト
ドリンク１本サービス

地図

クーポン提示で

あづまや園
地粉、自家製粉にこだわった田舎そば

交通：武州日野駅下車

秩父産そばで作った天もり
そば１００円引き

地図

秩父市荒川日野５０８ ☎0494-54-2818
10:30～15:00　定休日：火曜日

クーポン提示で

松葉亭
たかがカツ丼　されど勝丼

交通：三峰口駅下車

お食事の方、ソフトドリンク
１杯サービス

地図

秩父市荒川白久１５６６-１ ☎0494-54-0122
9:00～18:00　年中無休

クーポン提示で

将門園
ぶどう、いちごの味にこだわる
ファミリー農園です

交通：武州日野駅下車

イチゴ狩り食べ放題１００円
引き、ぶどう摘みとり入園料
金なし

地図

秩父市荒川日野５８４ ☎0494-54-1699、0099（ぶどう園）
9:00～17:00　不定休

クーポン提示で

谷津川館
百年の温もりを今に伝える奥秩父　山あいの宿

秩父市荒川白久４５５ 
☎0494-54-1400

交通：白久駅下車

ご宿泊の方一組につき、生酒
もしくはハーフワインを１本
サービス

地図

クーポン提示で

レストラン東大門
わらじかつの名店　
メガわらじにあなたも挑戦

交通：西武秩父駅からバス

ソフトドリンク１杯サービス

地図

小鹿野町小鹿野２８０６ ☎0494-75-0424
11:00～21:00　定休日：木曜日

クーポン提示で

小鹿野鹿の子
特上会津米を使用した食事処
わらじかつ丼、鹿肉丼など

交通：西武秩父駅からバス

自家製つけものとフルーツ
サービス

地図

小鹿野町小鹿野３６０３ ☎0494-75-0069
11:00～19:00　不定休

クーポン提示で

どさん子小鹿野店
創業41年！！特製のチャーシューと餃子は特に
おすすめです。他に定食もございます。

交通：西武秩父駅からバス

お食事の方、ソフトドリンク
１杯サービス

地図

小鹿野町下小鹿野１５９１-１ ☎0494-75-2535
11：00～21：00　定休日：月曜日

クーポン提示で

中華料理春雷
ラーメンデータベースに載る名店　
わらじかつもあり

交通：西武秩父駅からバス

600円以上お食事の方、
自家製杏仁豆腐サービス

地図

小鹿野町小鹿野８１４-１ ☎0494-75-2280
11:00～14:00、17:00～22:00　定休日：水曜日

クーポン提示で

赤谷温泉小鹿荘
山里仕込みのおおらかなくつろぎ　囲炉裏のある宿

小鹿野町三山２４３ 
☎0494-75-0210

交通：西武秩父駅及び秩父駅から送迎バス

ご宿泊の方、夕食時日本酒飲
み放題（2時間限定。合宿、他
のプランとの併用は不可）

地図

クーポン提示で

秩父・西谷津温泉旅館宮本の湯
直営農園を持つ　里山香ぐわし温泉宿

小鹿野町長留４９５-１ 
☎0494-75-2272

交通：西武秩父駅及び秩父駅からバス

直営農園秩父ふるさと村の
入村料と荷車乗り・山羊散歩
体験が無料

地図

クーポン提示で

梁山泊
心と身体を癒す温泉とお料理でおもてなしの宿

小鹿野町般若２６０ 
☎0494-75-2654

交通：西武秩父駅及び秩父駅からバス

ご宿泊の方お一人につき１個ずつ
お土産プレゼント 
さらに7,500円（税別）以上で宿
泊の方にはお飲み物１杯サービス

地図


