秩父

荒川

ちちぶ

1 手打そば 竹家

秩父市荒川白久 1839-2

荒川

限定40食の手打ちそば。

そばの里

2 そば工房 そば福

秩父市荒川贄川 1311

☎54-1473

天ぷらそばが好評。生そばの販売もある。
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3 松葉亭

秩父市荒川白久 1566-1

☎54-0122

17 花御堂の湯奥秩父 浦山山荘
秩父市荒川上田野 565
16室80名

秩父市荒川白久 1391

☎54-0234

32 荒川水産 日向店

☎54-2079

秩父市荒川贄川 343-3

☎54-0577

秩父市荒川日野 198-1

秩父銘石（自然石）の岩石風呂。

18 奥秩父の宿 さとじ

酒類、食品の総合メーカー。

☎54-0940

食品の総合メーカー。地元でのお買い物は当店で！
秩父産ホルモン絶賛販売中。

33 もっちゃん

☎54-1142

34 道の駅あらかわ

秩父市荒川白久 1566

手打そば、うどん、カツ丼も好評。

☎54-0124

5 秩父鉄道三峰口駅そば店

金

金

秩父市荒川小野原 416-1

秩父鉄道の終点駅で美味しいそばを召し上がれ。
営業日 ： 土日祝などSL運転日

6 手打そば 水沢

秩父市荒川久那 3980-3
和室全10室40名
料理。

20 いのしか亭

秩父市荒川贄川 570-1

秩父市荒川日野 538-1

☎54-1356

秩父市荒川上田野 1432-1 ☎54-1252

国道よりちょっと入った静かな場所。広いお部屋で
ジビエ料理をお楽しみ下さい。

21 ㈲きのこの里 鈴加園

秩父市荒川小野原 178

☎54-1219

秩父市荒川日野 71-1
お好み焼専門店。

24 パフェ＆コーヒー にしき

10 手打そば 百花

秩父市荒川上田野 442-1

11 民宿 山宝

秩父市荒川小野原 282

23 喫茶・お食事 アルフィー

手作りおさつプリン・チーズケーキシフォンケーキが好評。
THE ALFEE 櫻井賢オリジナルポスター等多数展示。

秩父市荒川上田野 1741-2 ☎54-2327
店主厳選のパフェ ・ 本格自家焙煎コーヒー。

25 若美屋

☎54-3200

秩父市荒川上田野 1487-1 ☎54-1166

☎54-1124

秩父市荒川上田野 396-1

手打そば、そばとのランチセットメニューは好評。

カツ丼、うどん、ホルモンほか日替わりランチが好評。

26 たぬ金亭

☎54-1811

１棟貸切タイプの客室あり。古民家ランチも好評。

厳選した豚肉を秩父味噌で焼き上げ、じっくり煮込
んだお子様からお年寄りまで食べられる豚玉丼。

12 手打ちそばの宿 柳屋

27 呑み喰い処 彩り

秩父市荒川贄川 2048

☎54-0250

10室40名 秩父七湯 柴原の湯のひとつ。
手打ちそばが好評。

13 柴原温泉 かやの家

秩父市荒川小野原 1009-1 ☎54-1192
13室40名 秩父七湯 柴原の湯のひとつ。
露天風呂が好評。

14 谷津川館

秩父市荒川白久 455
21室90名

☎54-1400

檜風呂と露天風呂が好評。

15 ちちぶ温泉 はなのや
秩父市荒川日野 542
25室120名

☎54-2654

全室露天風呂付き客室。

秩父市荒川上田野 393-1

28 さとうや

地元に愛されるホルモンの店。

29 さくら湖食堂

秩父市荒川久那 4041

秩父市荒川白久 1567

37 米糠酵素風呂 里路苑

☎54-2515

豊かな秩父の山々とゆったりした、ここ秩父荒川そ
の一角の米糠酵素風呂。

38 Geo Gravity Park Chichibu

秩父市荒川贄川 730-4

☎050-5305-6176

日本一の重力系アクティビティパーク。

39 いたづら工作室

秩父市荒川贄川 691－4

☎090-6120-7358

地元作家たちのギャラリーショップ。トンボ玉など
製作できます。

40 gotica 陶芸工房

秩父市荒川上田野 210

☎54-2401

ワークショップ1日1グループ限定。明かりの家が好
評。

41 BENCHER

秩父市荒川上田野 205

☎090-1609-1392

カナディアンカヌー自然体験ツアー（浦山ダムにて
体験）。

42 ㈲鈴木商事

秩父市荒川小野原 188

☎54-2483

秩父市荒川上田野 1432-1 ☎54-0503

☎080-5090-7243

秩父市寺尾1157（本社 荒川贄川） ☎22-3333

浦山ダムうららピア内 さくら湖食堂。浦山ダムカ
レーが好評。

30 柴﨑製菓

☎54-1006

酒、米、タバコの販売（清酒しだれ桜販売元）。THE
ALFEE 櫻井賢の生家（オリジナル商品多数あり）。

☎26-6642

呑み 食い処。お昼定食（12時30分まで）もやってい
ます。

秩父市荒川上田野 553-5

36 ㈱櫻井太伝治商店

秩父市荒川白久 1417

9 たいこ亭

国道沿いに木の香り漂う日本建築。そば、お食事か
ら宴席まで出来る店。

秩父産の野菜の直売所。生そばも販売しています。

☎54-2882

秩父市荒川上田野 2138-5 ☎54-0211

☎54-0150

35 JAちちぶ荒川農産物直売所

秩父市荒川上田野 1467

8 JAちちぶそば道場 あらかわ亭
秩父市荒川上田野 1432-1 ☎54-1251

秩父市荒川産のそばをご賞味あれ。そば打ち体験 ・
修得もできる。

地元農家の新鮮野菜、生そば、地酒や土産品を販売。食事処も併設。
３～１１月 9:00~17:00 １２～２月 9:00~16:00 定休日：年末年始

☎54-1234

自然石の上で猪肉などを焼く。石器焼きや川魚料
理もある。総合きのこセンター 火曜定休

22 お好み焼 のはら

☎54-0022

☎24-6105

岩魚刺身、骨酒、鹿、猪の各種

☎54-0801

石臼挽き手打そば。メニューにはそば、うどんのほ
か、そば稲荷、そば団子などもある。

秩父市荒川上田野 783-1

TEL. 0494 -54-1059

大人のための“癒し宿”。

31 ㈲新井商店

秩父市荒川白久 1102

19 民宿 山里

玄蕎麦、自家栽培、自家製粉、石臼粗挽き仕上げ
純手打ち 1日49 食限定（営業日：祝金土日）

（荒川商工会内）

一日 7室限定

☎54-1102

4 福島屋

秩父市荒川日野 1466-1

荒川そばの里づくり連絡協議会

秩父市荒川上田野 56

たかがカツ丼、されど勝丼。

なごみ

縁結びキャラクター
そば男 そば娘

16 御宿 竹取物語

このマークがある店舗では、｢PayPay｣でお支払いができます。

総合衣料＆ギフト販売。古代堂として花蓮線香（古
代蓮香）の販売。

7 そば処 和味

新そば

※市外局番は 「0494」 です。

14室80名 花の天ぷら、熊鍋、猪鍋、鹿の刺身。
専用体育館があり、合宿ＯＫ。

かつ

秩父市荒川白久 1627

～

ラリー

☎54-1149

そば店 ・ 宿泊 ・ 食事処 ・ お土産店 ・ その他

☎54-0114

奥秩父名物 柴﨑の草餅。ほんのり塩気の効いた粒
あんの渋み深さ。うまいと大好評。

☎54-1188

出光の専門スタンド。地域の皆様のスタンドです。

43 JAちちぶ荒川給油所

セルフスタンドで地域に貢献しています。

44 キーパープロショップ秩父（ライフライン）

カーコーティングと洗車のプロショップ。プロの技術
にお任せ下さい。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 ご来店の際は
マスクの着用をお願いいたします。
※ 参加飲食店は、 彩の国 「新しい生活様式」 安心宣言飲食店
＋（プラス）の認証店です。

