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こんにちは! ちちぶエフエムです。

について

加盟店紹介

ちちぶエフエムキャラクター べぇ

ちちぶエフエムキャラクター

なくまる
べぇ

会員様に当たる!

プレゼントコーナー
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　災害時に備えて、秩⽗地域のピンポイントの防災・災害情報をお届けいたしま
す。住民の皆様や各事業所から寄せられた情報を共有したり、公の情報を繰り返
し放送する事で避難を呼びかけたり・・・。
　電気の供給が絶たれても、電池や車で聴けるラジオは心強い味方!　普段はラ
ジオを聴かないという方にも、「そうだ！ちちぶエフエムは防災メディアだった！」と
気づいてもらえるように広報活動にも力を入れています。

新鮮な情報をリアルタイムで届けたいから・・・
朝から夜まで生放送でお送りします。
さらに、災害が予想されるときや災害時には、放送時間を延長して放送します。

　秩⽗の「人と人」「人と物」「人とコト」「人と場所」など、いろいろなご縁が「つな
がる」ステーションでありたい。

「新しいスイーツのお店ができたよ！」「通な電気屋さんがいる！」
「地元にこんな専⾨家がいたなんて！」
同じ地域なのに知らなかった事、助かったー！と思える情報の橋渡しをしています!

気づいてもらえるように広報活動にも力を入れています。

さらに、災害が予想されるときや災害時には、放送時間を延長して放送します。

　ちちぶエフエムは、「みんなでつくるラジオ局」として誕生した、民間
企業が運営するコミュニティFM放送局です。秩父地域内外の皆さんの
ありがたく、暖かいご支援のもと、おかげさまで1年以上が経ちました。
　これからもどうぞよろくお願いいたします。

　可聴エリアは秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町・長瀞町の一部です。
　電波が届かない地域では、スマートフォンやインターネットでも聴くこ
とができるので北海道から沖縄まで、ネット環境があればリアルタイムで

「秩父の今」を聴く事ができます！

こんにちは!
ちちぶエフエムです。

　ちちぶエフエムは、「みんなでつくるラジオ局」として誕生した、民間
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チューニ
ングは

７９.０に

合わせて
ね!

チューニ
ングは

７９.０に

合わせて
ね!
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毎週

月

毎週

月

毎週

火

毎週

火

12：00～12：55  出演:「車検の速太郎」スタッフの皆さん
 《提供:「車検の速太郎」秩父店》
くるまでラジオ ［NAVI:出浦ゆみ］

19：00～19：55  《提供:秩父ガス株式会社》
歌謡曲だよ、人生は。 ［NAVI:宮城和歌夫・磯田恵美］

18:00～18：55  出演:廣瀬正美社長、スタッフの皆さん  《提供：MYワークス、丸山工務店》
チャミィとメグちゃんのしあわせ家づくり ［NAVI:磯田恵美］

12：00～12:30  《提供：秩父丸通タクシー株式会社》
秩父まるっと通信 ［NAVI:坂本典明］

車に関するお悩みや相談にもお答え！車体トラブルやメンテナンス方法、車検、リース、新車のことなど、
車への関心と愛着がより一層深まるかも！ 車・ドライブにまつわる思い出の曲リクエスト募集中！

時代を超えて人々に愛される歌謡曲。その時代に起こった出来事、
流行したものや、時の人の紹介などエピソードを交えながら番組をお送りします。

暮らしから家計、教育費などの生活設計から家創りに関する様々な情報を発信する番組。
新築・増改築をお考えの方必聴！

秩父地域で活躍する人・団体にスポットを当てその活動内容をご紹介。
今まで知らなかった！？ 秩父ツウになれる30分です。

ちちぶエフエムがお送りする
オススメ番組をご紹介します!

内容充実!!
皆様の暮らしにハッピーを
お届けいたします!!

毎日
月～金7：55～、土・日7：55～  《提供：秩父市》
秩父市インフォメーション
秩父市発！の旬な情報をお届けいたします。

［NAVI:宮城和歌夫・磯田恵美］

流行したものや、時の人の紹介などエピソードを交えながら番組をお送りします。

車に関するお悩みや相談にもお答え！車体トラブルやメンテナンス方法、車検、リース、新車のことなど、
車への関心と愛着がより一層深まるかも！ 車・ドライブにまつわる思い出の曲リクエスト募集中！

皆様の暮らしにハッピーを
お届けいたします!!
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毎週

水

毎週

水

月1

水

第3

水

毎週

水

毎週

木

毎週

水

19：00～19：55  出演:ゲスト  《提供：島崎株式会社》
その時、人生が変わった ［NAVI:小松穂波］

20:00～21:00  出演:星ともかさん  《提供：有限会社ミヤコウ》
星ともかの演歌もロックもやっちゃおっかー！
［NAVI:出浦ゆみ］

12：00～12：55　《提供：秩父市》
　　もっと! 秩父市!

14：30～15：00　《提供：一般社団法人 秩父法人会》

　　１
イチ

４
ヨン

３
サン

０
ゼロ

秩父法人会 ［NAVI:磯田恵美］

10：00～10：05　《提供：ウニクス秩父》
ウニクス秩父インフォメーション

11：10～11：25  出演:アシスト萩原さん  《提供：株式会社アシスト》
あなたの明日をアシスト！ ［NAVI:小松穂波］

17：00～17：55　出演・提供：POLAエステインC.crews/リアライズ
キレイをあなたに～Chichi beauty Time～ ［NAVI:山中優子］

地元で活躍するゲストにその人の人生最大の転換点（ターニングポイント）をお聞きする対談番組。
ゲストの人生観を通じて、一歩踏み出す勇気になるかもしれない。

秩父市出身の演歌歌手『星ともか』が演歌やロックなど、
いろんなジャンルの音楽を陽気に楽しくお届けいたします♪

秩父市長に秩父市の最新情報をお伺いします。

秩父法人会の会員をゲストに迎え、いろいろなお話を伺います！ 

ウニクス秩父の最新情報をお届けします！

もしもの時のために、どんな保険に入っていたらいいの？補償って？
ファイナンシャルプランナーの萩原さんに質問、相談、お悩みを聞いていきます。

秩父でエステ！ヘア！コスメ！そしてインナービューティーまで！
今日から実践！？あなたの美を応援する番組です。

新番組

新番組

毎週

木
12：00～12：30  出演・提供:秩父ウイスキー祭実行委員会
Ｒａｄｉｏでウイスキー祭 ［NAVI:小松穂波］
毎年2月に行っている秩父ウイスキー祭の実行委員がお送りする
「Radioでウイスキー祭」お昼休みはウイスキートーク♪
あっちスコッチ、そっちバーボン、ジャパニーズ♪ これを聞けば秩父ウイスキー祭をより楽しめるかも！

ファイナンシャルプランナーの萩原さんに質問、相談、お悩みを聞いていきます。
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毎週

金

毎週

金

毎週

金

最終

金

19:00～19:55  《提供:大曽根商事株式会社/NPO法人ちちぶ出会いサポートセンター ジュノール》
聞かせて、あなたの夢を。

18:00～18:55  《提供:秩父こども園/株式会社慈眼/NPO秩父こみにてい》
みんながハッピーに！ ［NAVI:山中優子］

12:00～12:30  《提供:ちちぶ雇用活性化協議会》
　　秩父に住んで働こう通信 ［NAVI:磯田恵美］

20：00～21：00  出演:黒澤元国さん、ゲスト  《提供:ゲスト》
黒澤元国の飲みにいこうよ！

未来へ進むあなたはどんな夢を描いていますか。秩父で活躍する方に、夢への思いと、夢を叶えるため
に行ってきたこと、これから行いたいことを聞く番組。

住職、園長、シンガー。異色のメンバーにパーソナリティ山中も加わり、バラエティに富んだ内容は、抱腹絶倒！
毎回テーマに合わせ、はっぴーな生き方のヒントを紹介。みんながはっぴーに！

秩父に住んで働きたい! そんなあなたは必聴!
雇用の活性化、促進と就職率アップを目指す秩父雇用活性化協議会のセミナー情報や協議員をご紹介します。

敏腕中小企業診断士の黒澤さんが秩父地域の企業のトップをゲストに迎え、あんな話やこんな話まで、
和気あいあいとお送りします。

第２・４

金
13:00～13:55  出演:秩父鉄道の皆さん  《提供:秩父鉄道㈱》
出発進行！ちちてつライフ ［NAVI:出浦ゆみ］
秩父鉄道沿線の見どころやイベント情報などを秩父鉄道の社員がご紹介。
週末のおでかけの参考にどうぞ ! お便りもお待ちしてます！

［NAVI:出浦ゆみ］

秩父鉄道沿線の見どころやイベント情報などを秩父鉄道の社員がご紹介。

毎週

木

毎週

木

20:00～21:00　《提供：ちちぶ圏域ケア連携会議》
人生いきいき いきあうラジオ ［NAVI:小松穂波］

15:00～15:55　《提供：秩父市商店連盟連合会》
元気です! ○○商店街 ［NAVI:山中優子］

住み慣れたちちぶ地域で人生の最期まで安心して暮らせるよう、医療・介護などの専門職のゲストが分かり
やすくお話しします。番組冒頭のラジオ劇「のり子とおじいの物語」も秩父弁満載でお送りします! 
それでは毎週ラジオで「いきあいましょう!」

秩父地域で活躍する商店街の皆さんをゲストに迎え、商店街の活動・イベント情報など…これを聴けば秩父
でのお買い物が楽しくなるお得が詰まった番組です。

新番組



17 MAGAZINE vol.7

第1・3

土

毎週

土

20：00～21：00  《提供:焼肉居食屋ソウル亭》
思い出の洋楽ヒットソング ［NAVI:出浦ゆみ］

16：00～16：55  出演:むさしのの皆さん  《提供:お葬式のむさしの》
一期一会  ありがとう ［NAVI:出浦ゆみ］

嬉しいこと・悲しいこと…記憶に残る出来事のそばには、あの洋楽が流れていた…。
時代を代表する洋楽ヒットソングやクラシックと共に、リスナーからのメッセージをご紹介！

人と地域に寄り添い、心温まるお見送りを……。
突然の出来事にも慌てないために、ご葬儀や終活についてちょっと聞いて
おきたいあんなことやこんなことを、和やかにお届けします。

毎週

日

毎週

日

毎週

日

第4

日

9：00～9：05　《提供：秩父開発機構》
ミューズパークだより

14：00～14：55  出演:ゲスト  《提供：出浦園》
ほっとTEA タイム ［NAVI:山中優子］

13:00～13:55  《提供:亀沢屋/壺春堂》
チャレンジ俳句575 ［NAVI:宮城和歌夫・磯田恵美］

10:00～10:5５  《提供:居酒屋大将》

ちょこもん。ラジオ　本日私
わたしびより

日和 

ミューズパークの今週の催しなど、旬な話題をお届け！

秩父にはすごい人、面白い人がいっぱい！地元のあんな人やこんな人をお迎えし、
お茶でも飲みながらほっと一息……すんべぇや♪

みんなで楽しく俳句にチャレンジ！俳句を考えること、ひらめくことは脳トレーニングにもなります。
毎週お題を決めて俳句を募集！応募いただいた句は番組内でご紹介されるかも！

秩父発、うたモノ系アコースティックロックバンド「ちょこもん。」の
Vo&Gtともろー と Gt＆Cho大将 の生演奏ありの音楽トーク番組！

毎週

土

毎週

土

15：00～15：05　《提供：ウニクス秩父》
ウニクス秩父インフォメーション

14:00～14:55　出演:髙橋望さん《提供：クラシックに親しむ会》
クラシック音楽への旅 ［NAVI:髙橋望・山中優子］

ウニクス秩父の最新情報をお届けします！

秩父出身のピアニスト髙橋望さんがクラシック音楽をわかりやすく楽しいトークとともにお届けします。
ラジオで音楽の世界を旅しませんか？

突然の出来事にも慌てないために、ご葬儀や終活についてちょっと聞いて
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ちちぶ ＦＭ Clubの加盟店で特典が受けられる
お得なカード会員。

そのほかにも会員になると、加盟店から提供され
るプレゼントが当たったり、特別セールやイベ
ント情報などがDMやメールで届きます。
ぜひ、ご登録ください!

このステッカーが貼ってある
お店が加盟店の目印。
メンバーズカードを提示して
お得な特典、もらっちゃお!!

↑
カード会員登録はこちらから

詳しくは本誌p.49をご参照ください。

放送エリア以外でも、インターネット環境があればスマート
フォンアプリまたはパソコンから聴くことができます。

「パソコンで聴く場合は下記アドレスにアクセス
https://fmplapla.com/chichibufm/
ページ内の「再生▶」ボタンを押すだけ！」

のカバーエリア

スマートフォンアプリのダウンロードは

こちらから→

のカード会員になろう!

入会金・年会費無料!

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町
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このスペースには、
特典の内容が⼊ります。
このスペースには、
特典の内容が⼊ります。

■秩⽗地域に住む人・秩⽗が好きな人が
もうちょっとだけハッピーになるように！
そのハッピーをわたしたちがお届け出来
たら幸いです。どうぞよろしくお願いいた
します。

 秩父市中町4-11
 7:00〜21:00
 なし
 2台

0494-26-6299

ちちぶエフエム

http://www.chichibufm.com

カード
特典

加盟店紹介
INFORMATION

お店の名称

お店の分類

飲食

生活

その他

ファッション・
雑貨

美容

お店の情報

電話番号

web,SNS等

店舗の外観・店内・おすす
めの商品などのイメージ
です

お店の位置をお知らせす
る簡単な地図
赤い四角（■）が加盟店
です

ちちぶFM clubのカード
を提示すると受けられる
特典です

※原則としてお店をご利用された方を対象とし、提示されたご本人のみ有効とします。
　今号記載特典の有効期限は2021年4月1日～6月30日まで

加盟店ページの見方

お得がいっぱい！



カード
特典

カード
特典
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カード
特典

カード
特典

カード
特典

カード
特典

加
盟
店

加盟店紹介
INFORMATION

 皆野町皆野
　  4048-1

 9：00〜16：30 
 火曜日
 150台 ⼤型車5台

※整備協力金５００円

0494-62-1688

■様々な山野草に出会え、山さんぽが楽
しい季節！展望エリアには絶景ブランコ
も誕生し、秩⽗盆地が⾒下ろせます！アー
ト鑑賞や草木染、陶芸、リース作りなど多
彩な体験会も実施中。里のハーブ園、里
カフェでゆったり癒しのひとときを♡

飲料10％OFF

Mahora稲穂山（旧ムクゲ自然公園）

http://www.mukuge.com

リトリートフィールド

 秩父市上野町
　  805-14
　  ウニクス秩父1階

 9:00〜19:00 
　 （最終受付18：00）

 水曜日（お正月元日
　   臨時休業あり）

 ウニクス秩父駐車場

0494-22-6714

■ヘアメニューと⼀緒に、大好評の脱毛
や光エステはいかが？どちらもリピーター
続出中。ヘアメニューと⼀緒に脱毛もOK
です♪マスクで目元が注目される今、ま
つ毛パーマやまつ毛エクステもますます
人気に。ぜひお試しください！

3,100円コースの
ヘッドスパ1,000円引き

Hair/Head Spa/Nail R
リ ア ラ イ ズ

ealize

アプリ「マイコレ」会員登録で予約可能 ※ディナーは前日までのご予約とさせていただきます。

■丸太造りのハンバーグカフェレストラ
ン。⾃家挽き手ごねハンバーグ、きのこハ
ンバーグ他各種。サラダお代わり⾃由、冬
季いちごパンケーキ、パフェ各種。開放的
な明るい店内、テラス席人気。土・日・祝日
のランチはパン食べ放題です。

 秩父市⼤畑町5-1
 12:00〜15:00

　  18:00〜21:00
 月曜日、日曜日夜

　 （臨時休業有り）

 14台

090-2645-1606
お⾷事をご注文の⽅、手造りメ
レンゲまたはクッキー１袋プレ
ゼント

Big island
■丸太造りのハンバーグカフェレストラ

Big island

■創業70周年。「地元密着」をモットーに
秩⽗地域の皆様にお役に立てるよう努め
ています。塗装を⾃社施⼯で行なってお
り、職人全員が⼀級塗装技能士となってお
ります。塗装をお考えの方はお⾒積します
ので、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

 秩父市中村町
　  2-11-24

 8:00〜18:00
 ／
 3台

0494-22-6261
ご契約時
粗品プレゼント

㈲上
か み

林
ばやし

塗装

https：//www.nurishi.jp/sp/

■小川町発、カレーは肉料理ですと豪語す
る当店です。水を使わないこだわりの無水
チキンカレーを始め、オリジナリティ溢れる
スパイスカレーを追求しちょっと贅沢なカ
レーを提供しています。また、外秩⽗の移
住プラットホームとして日々奮闘中。

■●パスポートのいらない海外へ●
「もっと気軽に外国に行けたらな～」そう感
じている方も多いのではないでしょうか？制
約の多い今だからこそ、友だちの家に行くよ
うな感覚でアメリカ人講師とレッスンを楽し
んでみませんか？体験レッスン受付中です！

ソフトドリンク
⼀杯サービス

⼊会時にカード提示で
初月レッスン料5%OFF

 小川町⼤塚171-7
 11:00〜15:00

　  18:00〜23:00

 月曜日
 8台

 小鹿野町下小鹿野
　  1220-2

 水〜金 11:00〜20:00
　　土 9:00〜13:00

 日・月・火曜日
 2台

0493-81-5681 070-8521-0586

CURRY＆NOBLE強い女 英会話スクール

サンシャインハウス

web:「強い⼥　カレー」で検索
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ホテルユニオンヴェール
レストラン「ロワール」
■ホテルレストランならではの優雅なひ
とときをお過ごし頂けます。ご家族連れや
パーティーでも様々なシーンでご利用頂け
ますのでお気軽にご相談下さい。お食事だ
けでも大歓迎です。シェフのオススメは、柔
らかジューシーなサーロインステーキです。

 秩父市下吉田
　  8371-3

 11:00〜14:00
　  17:00〜21:00

 なし
 100台

0494-77-1110
お帰りの際シェフおすすめ
のお菓子をプレゼント

http://www.union-ace.co.jp

■Make you brilliant forever 
～いつまでもお客様と共に
輝き続けよう～をコンセプトにメガネ　
宝飾　時計　補聴器販売をしておりま
す。認定眼鏡士・認定補聴器技能者在籍
店です! ぜひお気軽にご相談下さい。

 秩父市宮側町
　  21-21

 10:00〜19:00
 水曜日
 30台

0120-600-080
メガネ⼀式1万円以上ご購⼊
の⽅にメガネクリーナー（⼩）
をプレゼント

ノオミ

nohmi-gj.com

 秩父市宮側町
　  12-9 ナガハシビル2F

 17:00〜24:00
 不定休
 近くに有料Pあり

0494-53-9888

■大衆料理とお寿司の居酒屋です！豊
洲市場直送のお刺身をはじめ和洋折衷
さまざまなメニューを取り揃えています！
お客様に喜んで頂く事が私達の幸せで
す！ご来店心よりお待ちしております！

お⾷事ご利⽤の⽅、カード提示
で裏メニュー1品サービス（1グ
ループ1 品）

居酒屋 ⼤将

web:「居酒屋 大将」で検索
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■新聞の種類取り扱いは秩⽗⼀。東京・朝
日・毎日・日経・埼玉・他スポーツ紙など、地元
の記事も多く掲載。どんな新聞購読を希
望かぜひお気軽にご相談ください。⼀週間
のお試し期間あります。(⼀部配達区域外
あり) ※小学生・中高生・英字新聞も取扱。

 秩父市上野町
　  30-7

 9:00〜17:00
 日・祝日

　  休刊日（月1）

 10台

0494-24-6539

ご契約で粗品進呈

㈲栗原新聞店
■ふるさと両神は奥秩⽗の緑豊かな⾃
然の中にある、こんにゃく⼯場です。⼯場
直営のこんにゃく専⾨店では、こんにゃく
食べ放題や、みそポテト・カツ丼棒・毘沙⾨
氷など、秩⽗ならではのグルメを楽しむこ
とが出来ます。　

 小鹿野町両神薄
　  1036-3

 8:30〜17:00
　 （平日は16:30迄）

 1月1日・2日
 20台

0494-79-1130
3,000円以上のお買い上げで
こんにゃく⼀品サービス

ふるさと両神こんにゃく専門店

web:「ふるさと両神」で検索

 秩父市中町8-8
 10:00〜18:30
 火曜日

　 （予約要相談）

 2台

0494-22-3997

■1933年創業、地域の皆様に支えられ
今年で88周年。大切な方を笑顔に出来る
様丁寧に対応致します。お花1本からご購
入いただけます。普段花屋に行く機会が
ない方も是非お気軽にお立ち寄り下さい! 
たまにはお花に癒やされてみませんか!

店内お持ち帰り品1,000円以
上でお会計の5％割引。※他の
サービスとの併⽤はできません。

株式会社 花
はな　ひで

秀

web:「埼玉 秩⽗ 花秀」で検索

 皆野町下日野沢
　  4000

 10:00〜21:00
　 （最終入館20:30）

 年中無休（6月頃に
　   機械設備点検の為3日
　   程度)

 200台

0494-62-3026

■秩⽗の⾃然と眼下を流れる清流と満
願滝を望む露天風呂は圧巻。大⾃然か
ら感じるマイナスイオンは格別な雰囲気
を味わえると思います。泉質は単純硫黄
泉（pH9.3）極めて高いアルカリの肌に
優しいまろやかな温泉です。

⼊館料50円引きまたは
レンタルタオルサービス

秩⽗温泉 満願の湯

www.chichibuonsen.co.jp

■きっと⾒つかるいい住まい! ちちぶの
土地・不動産・新築住宅ならグリーンライ
トにおまかせ!新築住宅設計・宅地分譲を
主な業務としています。お困りごと、ご相
談ごと等、どんなことでも、お気軽に大野
原の相談室へお立ち寄りください。 

ご契約時、粗品と
お⾷事券プレゼント

 秩父市⼤野原
　  2391-1

 9:00〜17:00
 なし
 8台

0494-23-8058

株式会社 グリーンライト

http://www.greenlight-chichibu.jp

はな　ひで

秀
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キーパーコーティング
10％割引

keeper-chichibu.com/

■カーコーティング・手洗い洗車・窓ガラ
スの油膜取りと撥水コート・ヘッドライト
黄ばみ除去・ホイールコーティング・下回
り洗浄と防錆・車内清掃と除菌抗菌・鉄粉
取り・ペンキ除去・鈑⾦・車検・カーフィル
ム、車の事お気軽にご相談下さい。

 秩父市寺尾
　  1157

 9:00〜19:00
 火曜日
 10台

0494-22-3333

キーパープロショップ秩父

web:「富田製畳所」で検索

■　　　　 地元で１００年

日本人なら畳だよ！

とみたせいじょうしょ

 横瀬町横瀬2051
 8:00〜18:00
 不定休
 あり

0494-22-3761

カード提示で5%オフ

富田製畳所

日本人なら畳だよ！

■荒川・笛吹川・千曲川の源流の甲武信ヶ
岳にある山小屋です。GWにも雪が降るこ
とがありますが、６月にはシャクナゲなどの
花の時期が到来します。原生林に⾬が降る
景色は幻想的。小屋からのご来光も拝めま
す。防寒等装備は万全にご準備ください。

 秩父市⼤滝
 4月末〜11月末
 12月〜4月中旬
 登山口に準ずる

090-3337-8947
⼩屋泊まりの⽅
500円引き

甲武信小屋

www.kobusi.com

甲武信小屋から望む5月の朝焼け

荒川・笛吹川・千曲川の源流の甲武信ヶ

甲武信小屋
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 秩父市日野田町
　  1-3-18

 8:00〜18:00
 日曜日
 1台

0494-22-3660

■建具職人の細かい技と丁寧な仕事。
木の温かみを感じるこだわりのオーダー
家具をはじめ、ドア⼀本から製作します！
その他、ふすま、障子の貼り替え、家具の
メンテナンス等…お問い合わせはお気
軽にお電話にてお願いいたします。　

ご注文で
粗品プレゼント

浅
あさ

海
うみ

建具店

■毎週水・木・⾦曜日のオープン!
小麦、卵、乳製品、白砂糖不使用。グルテ
ンフリーで腸にも優しい米粉パンとお菓
子のお店です!!

 秩父市近戸町
　  17-70

 毎週水・木・金曜日
　  11：00〜17：00又
　  は売り切れまで

 2台

0494-25-3703

にこると

1,000円以上お買上げ
で5％引き

http://nicolte.com

水・木・⾦曜日
OPEN

商品（数珠、線香など）お買い
上げの⽅に粗品プレゼント

■市内日野田に近代的な邸宅家族葬会館
『コンフォートひのだ』・ ご親族の家
『ひのだ陽だまり荘』がオープンしました。
家庭的な環境の中で最後のお別れがゆっ
くりできるように館内の設備を整えた施
設です。事前相談も受け付けております。

 秩父市日野田町
　  1-9-25
　 （本社:皆野621）

 9:00〜17:00
    （葬儀時除く）
　 （電話受付24時間）

 無休　  38台

0120-62-3434（代表）
web:「メモリアル秩⽗」で検索https://yao-dept.jp

 秩父市上町1-5-9
 10:00〜19:00
 水曜日〈不定休〉
 200台

0494-23-8170（直通）

■ご結婚・ご誕生・お引越しなどによる、お
名前・ご住所、各種お手続きはお済みで
すか。
生命保険・医療保険・がん保険の相談を
承っております。お買物ついでに気兼ね
なくお立ち寄りください。

5階「レストラン カプチーナ」でお
⾷事の⽅にコーヒー1杯サービス
※他の割引券との併⽤はできません。

矢尾百貨店 ３階 保険サービス

メモリアル コンフォートひのだ

ひのだ陽だまり荘

メモリアルコンフォートひのだ

ほぐしか足裏のお客様は毎回
遠赤5分（500円）サービス!

■矢尾百貨店2階で19年目を迎えま
した。おすすめは、からだほぐし50分
3,800円+税、⾜裏2,500円+税。「冷え
は万病の元」。ラファエルのしっかり温める

「温活」で、体からコロナ対策をして乗り
切りましょう!

 秩父市上町1-5-9
　  矢尾百貨店2階

 10：00〜19：00
 水・第3木曜日
 矢尾百貨店駐車場

0494-22-7660

ラファエルエステ・ネイル・足裏
ほぐし・脱毛

加盟店様へ出向いての
リポート中継など

放送中です!!

たなか

こいけ

資料請求はこちら→
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■身近で便利！地域に密着したちちぶ農業
協同組合です。⾦融・共済・経済の総合事業
で皆さんの生活・ライフプランに合わせた
様々なサービスを提供しています。農産物
直売所では安心安全で新鮮な地元農産物
をそろえています！ぜひご利用下さい！

 本店：秩父市上野町
　   29-20

 本支店8:30〜17:00

 土曜・日曜・祝日
　  /12月31日〜1月3日

 あり

0494-22-3645

ちちぶ農業協同組合

https://www.ja-chichibu.jp

地元農産物、安心・安全・新鮮!
農産物直売所（4～9月）8:30～17:00

 秩父市日野田町
　  1-4-6

 16:00〜22:00
　  （LO21:30）

 月曜日・第３火曜日
 15台

 秩父市阿保町
　  11-31

 8:00〜18:00
 日曜日・祝日
 あり

0494-23-60270494-22-0529

■秩⽗名物のホルモンを炭火焼で楽しめ
るお店です。今年開業30年！伝統のタレと
丁寧な下ごしらえ、暖かなぬくもりを感じる
おもてなしが⾃慢です。ご家族でお仲間で
安心してご利用頂けます。各種秩⽗のビー
ル・ウイスキーなども取り扱っています。

■明治43年に創業。お客様に喜ばれる
親切丁寧な仕事をモットーとして、地元
密着・国産畳表使用にこだわった畳店で
す。新しい畳の上でゴロンと寝てみませ
んか? い草の香が気持ち良く、リラック
ス出来ますよ!

辛口ホルモンまたはシロの
ハーフサイズプレゼント

ご契約時にカード提示で、
市松柄（黒・緑）の縁を使っ
たミニ畳をプレゼント

秩⽗焼肉ホルモン 一番館島田畳店

http://www.horumon-ichibankan.jpweb:「たたみと暮らす・島田畳店」で検索

 小鹿野町小鹿野
　  814-1

 11:00〜14:00
　  17:00〜22:00

 水曜日
    （月一回連休有）

 8台

0494-75-2280

■創業36年の中華料理店！手作りの餃
子は開店より変わらぬ味を守っていま
す。スパイスの効いた四川麻婆豆腐な
ど、親子二代で美味しい時間を御提供致
します。今日のおかずの⼀品に。お電話
⼀本でテイクアウトも承ります。

店内で1,000円以上お
⾷事の⽅は５%引き

中華料理 春雷

web:「中華料理春雷」で検索早朝、晩は、スタッフの都合により給油
のみ。日曜日の配達はお休みです。

■皆様の身近なフルサービスのガソリン
スタンドです。愛車の油類、軽作業等々
を誠意をもって毎日ご提供しています！
尚、配達は、受注して即日配達を基本と
しています。皆様の御来店をスタッフ⼀
同、心よりお待ちしております。

秩父上町SS
 秩父市上町1-3-9
 7:00〜19:00

　  ☎ 0494-22-6011

秩父大野原SS
 秩父市⼤野原930
 7:00〜20:00

　  ☎ 0494-22-6022

オイル交換時、オイル1ℓ
に付き100円引き!

ENEOS 第一産業㈱

両店共に年中無休

ENEOS
第一産業株式会社

秩父上町SS　   22-6011
秩父大野原SS   22-6022
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 秩父市上宮地町
　  22-16

 9:00〜18:00
 火曜日
 10台

0120-805-244

■納得の「全国⼀律検査料13,000円」
信頼の「56項目法定点検」快適の「最短
45分立合い車検」車検の常識が変わり
ます！「車検の速太郎」、ぜひご利用くだ
さい！新車・中古車の販売・マイカーリー
スもお任せ下さい！

⾞検予約頂いた⽅、⾞検時
オイル交換無料（４ℓまで）

「車検の速太郎」秩⽗店

hayataro0987.com

■毎日、⼀人分の食事を作るのが大変な
方、栄養が偏りがちな方に、昼食と夕食をお
届けします。高齢者向けの配食サービスを
行っています。配食地域は秩⽗市、横瀬町、
皆野町ですが、⼀部お届けできない場所も
ありますので電話にてご確認ください。

 秩父市永田町
　  5-28

 8:30〜17:30
　  電話対応
　  9:00〜17:00

 1月1〜3日
 あり

0494-26-7085
お試し2⾷無料(ご本人様1回限り)

（ご注文時ちちぶFMClub会員特典を利
⽤する旨お伝え下さい）

宅配クック1
ワン

2
ツー

3
スリー

秩⽗店

web:「宅配クック123秩⽗店」で検索

080-1310-1997

■秩⽗に戻って地元の家具店「秩⽗ファ
ニチャー本店」に勤める、現場系インテリ
アコーディネーターの武島です。現場での
細かい提案をする事を第⼀に、お客様の
快適な生活をお手伝い致します。貸切り
コーディネート1日１組限定やってます。

武島担当で家具（税抜）15万
円以上のご注文で送料無料
サービス!!(チラシ商品除く)

インテリアコーディネーター武
たけ

島
しま

郁
かおる

お問い合わせ先→

インテリアコーディネーター

 勤務先：秩父ファニチャー
※感染症対策の為ご予約の上
　ご来店をお願いします。

 10:00〜19:00
 不定休　  あり

web:「秩⽗ファニチャー」で検索
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 皆野町皆野
　  4048-1

 10:00〜16:30
 １月は冬季休園期間、

　  秩父紅開花期（2/9　   
　　〜3/15）は無休

 150台

 秩父市上影森
　  327-1

 8:00〜18:00
 不定休
 2台

0494-22-3009

■『世界にたった⼀つ、私たちだけのお
家』をコンセプトに、⾃然素材を使った
ちょっとオシャレな家づくりを得意として
います。その家は、時が経てば経つほどに

「味わい」や「愛着」が増す、経年変化を
楽しめる⾃然素材の家です。

コイケ技建

web:「コイケ技建」で検索

家具・雑貨10%OFF

■オレンジ色のトヨタといえば・・・！国道
140号沿い大野原にある当店は、トヨタ
乗用車全車種取り揃え、お客様のカーラ
イフを全力でバックアップして参ります！
コロナ対策も万全です。

 秩父市⼤野原955
 10:00〜19:00
 月曜日（祝日除く）
 10台

0494-22-5456
新⾞ご成約時に
プレゼント

トヨタカローラ新埼⽟㈱秩⽗店

ご来店お待ちしております

web:「トヨタカローラ 秩⽗」で検索

 秩父市永田町
 　 5-28

 ９：００〜２０：００
 1月1日
 40台

0494-25-3288

I'LLカードポイント5倍

■「私たちはヘルスケア・ビューティーケアの相
談販売を通して地域のお客様の健康を守る薬局
を目指します」をモットーにお薬・化粧品の相談
を中心にしているドラッグストアです。また全国
どこの病院での処方箋も応需しています。化粧
品コーナーではフェイスエステも行っています。

ドラッグイチワタ 秩⽗永田店

web:「ドラッグイチワタ」で検索

■創業昭和２５年。秩⽗市真ん中中町で
大衆食堂「⼀〇食堂」から始まり現在に
至ります。変化ではなく先代の味と志を
基に時代の流れを感じながら常に進化
しています。「酒肴麺笑」居酒屋湯

たん

麺
めん

屋
です。LINEお友達になるとお得です。

 秩父市中町10-6
 12:00〜LO13:30

     18:00〜LO21:30
 月・火曜日
 あり

0494-22-1893
ラーメンご注文のお客様
味玉1個サービス

https://navimaru.com/ichimaru/

■ご飯のお供にトンカレー。
　いつでも食べたいトンカレー。
　モリモリ元気なトンカレー。
　家族みんなでトンカレー。
トンカレーは皆様へ笑顔と幸せをお届けします。
※トンカレーは、豚肉以外のお肉は使っておりません。

 秩父市寺尾
　  242-1

 平日11:30〜16:00/
　   17:00〜21:00
　　　 土日祝日11:30〜21:00

 無休
 25台

0494-25-6337
お⾷事をされた⽅に
季節のデザートサービス

web:「ほんとのインド料理とカレーの店」で検索

ほんとのインド料理とカレーの店
（ズベールおじさんのインドカレー）

■贈りたくなるお菓子、季節を感じる店
をテーマに焼き菓子、ケーキ、ジャム等を
販売しております。修行時代に美味しい
お菓子達に出会いました。皆様にも是非
お届けしたいです！

 秩父市熊木町15-2
 　 KMGビル102

 １０:００〜１７：3０
 月曜日、火曜日
 6台（ラボラトリーノ

　  と共用）

0494-26-5878
2,000円以上の焼き菓
子詰め合わせ5％OFF

パティスリー イシノ

https://patisserie-ishino.com

居酒屋湯麺屋

麺’sBAR ICHIMARU
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 秩父市⼤畑町16-10
 整体・パーソナルトレー

ニング セラピスト・トレー
ナーにより異なります。お
問い合わせください※ノー
スタッフデイ 木・日・祝

 20台（一部共用）

0494-26-6466
整体・パーソナルトレーニン
グ1,000円引（初回・ジム会
員は半額のため適⽤外）

■カラダの不調にリハビリ整体。マンツーマ
ンのパーソナルトレーニングであなたぴったり
のトレーニングを。⾃信のない方にもトータル
サポートできる体制があります。ヨガ・ピラティ
スなど豊富なスタジオプログラムが無料！シャ
ワー、ラウンジ、フリーWi-Fi・ドリンク完備！

24時間フィットネスジム
理学療法士のリハビリ整体 ビーナイス

web:「ビーナイス  秩⽗」で検索

 秩父市本町3-1
　  ふるさと館2階

 11:30〜16:00
　 （売切終了）
　  夜は予約営業

 水曜日
 8台（兼用）

0494-26-5335

■当店では手打ち蕎麦を中心に秩⽗の郷
土料理をご提供させていただいております。
お客様に安心してお食事していただくため、
新型コロナウイルスの感染対策にもスタッ
フ⼀同努めておりまので、ゆったりとした空
間でごゆっくりお食事をお楽しみください。

カード提示で5%引き

そばの杜

web:「そばの杜」で検索

 横瀬町横瀬
　  1595

 11:00〜14:00
　  16:00〜22:00
　  （LO.21:00）

 月・火曜日
　（20名以上団体要相談）

 70台以上、⼤型車可

0494-23-8846

■広～い宴会場と駐車場が⾃慢。大小ご
宴会、ご法要、ご会食、様々なご要望承りま
す。お気軽にご相談下さい。ランチのおす
すめは国産豚を使用したとんかつ。ライス
おかわり⼀杯無料。オードブル（3,000円
～）仕出弁当（600円～）も好評です!

とんかつ定⾷、日替り定⾷お
召し上がりの⽅1品サービス

天狗坂
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■親切・丁寧を心掛け営業しております。
高品質な羽毛布団をお手頃価格でご提
供！各種カバーやカフェカーテン・枕も多
数ご用意。季節に合わせたダウンケットや
敷パット等も販売中！とても楽しいお店で
す。ご来店心よりお待ちしております。

 秩父市別所1777
 9:00〜17:00
 火曜日（秩父夜祭の

　  日・年末年始・GW・
     お盆は休業）

 約20台

0494-24-4100
全品10%割引

（広告掲載商品を除く）
オイル交換⼯賃
500円（税別）割引

さくら産業 クロス館

http://www.sakuraic.jp/

■信頼と実績のある食肉メーカーから直
接仕入れを行なっているため、豚メニュー
17種、牛メニュー16種以上と多彩なメ
ニューをご賞味いただけます。圧倒的な品
数が当店の⾃慢です。オモチャや絵本、離
乳食のご用意もありお子様連れも大歓迎！

豚メニュー17種類の中から
ランダムで1品サービス

 秩父市宮側町
　  8-6 1Ｆ

 17:00〜23:00
 火曜日
 5台

0494-21-0029

焼き肉＆ホルモンあっとほ～む

web:「秩⽗　あっとほ～む」で検索

あっとほ～む

■膝にやさしい靴で、健康ウォーキング!!
アサヒメディカル ウォーキングは、そんな
あなたの膝を⾜元からサポートしてくれま
す。その他、外反母趾や腰痛でお悩みの方
にもオシャレで履きやすい靴を多数取り揃
えております。お気軽にご相談ください。

 秩父市中町4-9
 10:00〜18:30
 水曜日
 2台

0494-22-1325
1,000円以上お買い上げで
嬉しいサービス券を進呈！！

靴のコダマヤ
■全国ご当地どんぶり選手権出場店、秩
⽗わらじ豚味噌丼発祥のお店です。その
他、秩⽗そば、うどんが食べられます。季
節によって、秩⽗産イチゴを使った削り
イチゴを提供しています。

 秩父市宮側町1-7
　  地場産センター1F

 11:00〜15:00
 不定休
 あり

090-3474-7490
うどん・そばに限り、
100円キャッシュバック

ははそ食堂

web:「じばさんセンター」で検索

■全国ご当地どんぶり選手権出場店、秩 ■安心・信頼・地元と共に・・・をキャッチフ
レーズに秩⽗地域の売りたい、買いた
い、貸したい、借りたい、建てたい、の⾔
葉に全力でサポートさせていただだきま
す。不動産の事ならお気軽にご相談くだ
さい。　

 秩父市黒谷796-2
　 エスペランサ武甲１階

 9:00〜18:00
 日曜日・祝日
 10台

0494-27-1001
ご成約時に
粗品プレゼント

株式会社 武甲住宅

■車検整備・点検整備・故障⼀般整備・鈑⾦
塗装・⾃動車保険・新車販売・中古車販売・レ
ンタカー・マイカーリース・大型車架装・大
型レッカー。当影森店はダイハツの販売店
として営業しています。お車での悩み事は
なんでもご相談ください。

 秩父市上影森144
 9:00〜18:00
 月・火曜日

　 （祝日営業）

 5台

0494-25-0345

㈱昭通ダイハツ影森店

web:「昭通」で検索
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■スタジオを持たない出張撮影カメラマ
ンです。外でのびのびソーシャルなディス
タンスで輝く皆さんをソフト&エッヂな写
真で表現！撮りたい写真、動画があるなら
今♪ベストシーズン到来しました！くわし
くはホームページをご覧ください。

 メールは24時間
　  随時受付

 不定休（ホームページ
　  の営業カレンダー参照）

090-4833-3413

撮影料金10%割引

持田カメラ

https://mochidacamera.com/

営業日以外でも、お問い合わせいただければ
対応できる日もあるので、お気軽にお問い合わ
せください！

 秩父市中宮地町
　  25-22

 9:30〜18:30
 水曜日
 10台

0494-24-4169

■お仏壇・お位牌・仏具・墓石・神具・ペット
供養品を取扱う専⾨店です。古いお仏壇
の引取り、墓誌の追加文字入れ等も行っ
ております。仏事に関して不明な点など
ございましたらお気軽にご相談下さい。
スタッフ⼀同お待ちしております。

お仏壇お買上げの⽅、
粗品プレゼント

お仏壇・墓石のふたきや

web:「ふたきや」で検索

■住まいのお困りごとは当社にお任せくだ
さい！お電話⼀本で駆けつけます！灯油は
地域⼀番価格に挑戦！ポリ缶1本から配達
します。暮らしのベストパートナーを目指し、
LPガス、エネアークでんき、リフォーム等、安
心安全のサービスをお届けしています。

 秩父市宮側町5-5
 9:00〜19:00
 日曜日、祝日
 3台

0494-22-5314
お買い上げ時、会員カード
提示で粗品プレゼント

鈴木燃料

web:「鈴木燃料　秩⽗」で検索
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■おかげ様で創業90余年。屋根・外壁・
⾬樋リフォーム専⾨店。公共施設から⼀
般住宅まで施⼯実績２万件以上！
なぜ雪⽌が必要？ 築30年の屋根は大
丈夫？どんなことでも気軽にご相談くだ
さい。相談⾒積無料

 秩父市番場町
　 16-8

 8:00〜18:00
 日曜日・祝日

　 （他、会社の定めた日）
 3〜5台

0494-22-4718
⼯事ご成約時、
粗品プレゼント

株式会社 宮前

http://miyamae-group.com/

■苺狩り・椎茸の収穫体験・マス釣り・そば
打ち体験・ヤギ、カモ、コイへの餌やり体験
などアクティビティ満載です！また、富士山
の溶岩を使ったバーベキューも人気です。
隣接の千本もみじ山、季節の移ろいが感
じられるパノラマ庭園等も楽しめます！

 横瀬町横瀬1408
 平日10:00〜15:00

　   休日  9:30〜16:00

 平日不定休
 150台

0494-24-0412
しいたけ狩りをされた⽅に、
プラス50gプレゼント

小松沢レジャー農園

http://www.komatsuzawa.co.jp

■豊かに暮らす！楽しく働く！元気に遊ぶ！
長く支える！ともに育つ！をモットーに地域
密着を目指し頑張ってパンやラスク・味噌・
漬物の製造販売を行っています。

「⼀日⼀笑」みんなで1日1回楽しく笑い
笑顔溢れる秩⽗にしましょう！

 横瀬町横瀬
　  4299-1

 10:30〜17:00
　 （無くなり次第終了）

 土・日・祝
 10台

0494-26-6613

ラスクプレゼント

のぞみ工房 ぽっぽ横瀬本店

web:「さやかグループ」で検索
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0494-22-2107

■補聴器はじっくりと検討して納得していた
だくことが大切です。ご購入前に試聴もできま
す。聞こえの状態、使いたい場所、環境や生活
スタイル、ご予算などご⾃分に合ったものを当
店スタッフとご相談下さい。補聴器相談会も毎
月開催しています。お気軽にお越しください。

 秩父市熊木町
　  12-21

 9:30〜19:00
 水曜日
 10台

日勝電機㈱秩父補聴器センター

30,000円以上ご成約
で粗品プレゼント！

■西洋医学が医学なら東洋医学も医学で
あることを信じて「心と体と魂」を信念に、
この秩⽗の生まれ故郷に戻り、鍼灸整骨
院を開業して居ります。中国伝統の鍼灸
はもとより、日本古流派の独特な手法を
武器に心と体の歪みを取っていきます。

 秩父市荒川上田野
　  2136

 8:30〜19:00
 日曜日・祝日

　  土曜日午後休診
 20台

0494-54-1187
自費診療
初回500円引き

みかみ鍼灸・整骨院

http://mikamiharikyu.la.coocan.jp/

 秩父市番場町
　  8-18

 8:00〜19:00
 年中無休
 3台

0494-22-0010

■明治35年創業。秩⽗神社の前で和
菓子を作り続けています。和銅最中・秩
⽗⾃慢・秩⽗ワインゼリー・梟サブレ等、
色々なお菓子をそろえております。様々
な場面での御利用を心よりお待ちして
おります。

1,000円以上お買い上げで
梟サブレ１枚サービス

八幡屋本店

yahatayahonten.com

■明治35年創業。秩⽗神社の前で和

八幡屋本店

 秩父市宮側町
　  7-12

 18:00〜翌朝3:00
　  （LO2:30）
　 日のみ18:00〜0:00

 不定休
 6台

麺家酒場 粋
いき

人
んど

■ラーメン・つけ麺・鉄鍋餃子・麻婆豆腐
がオススメです。お食事のお客様、お酒
だけのお客様ぜんぜんオッケーです。ぜ
ひ様々なシーンでお使いください。２階
は座敷になっておりますので、小さなお
子様でもお越しいただけます。

0494-25-3818
ワンドリンクサービス

（生ビールのみ除く）

090-3082-1569
web:「長瀞蕎麦  もみの木」で検索

■上長瀞駅を降りて直ぐにある花いっぱ
いの蕎麦屋です。⾃慢のくるみ蕎麦は勿
論、野菜の美味しさとサクサクの衣が絶
妙に合わさる秩⽗産旬野菜の天ぷらも
お勧めです。天ぷらとタレを絡めていた
だくミニ天丼も忘れずに。

 秩父郡長瀞町長瀞
　  1533-7

 11:00〜14:30
　  売り切れ次第終了

 木曜日
 10台

もみの木

カード提示で100円引き

 秩父市野坂町
　  1-20-38

 11:30〜14:30
　  17:00〜20:30

 水曜日（臨時休業の　
　   場合あり、お電話下さい）

 2台

090-8811-6118

■西武秩⽗駅前、本格インドカレー。イン
ドの作り方で日本人好みの味に仕上げ
ています。土窯で焼くあつあつのナン。イ
ンドスパイスを使用した体にやさしいカ
レー。お持ち帰りOK！インド人シェフが皆
様のご来店を心よりお待ちしております。
　

お⾷事の⽅ソフトドリンク
１杯サービス

秩⽗ガネーシャ

http://www.rajmohan.jp/

日勝電機㈱
エアコン早期

キャンペーン中!!
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 秩父市桜木町
　  13-18

 9:00〜19:00
 火曜日
 6台

0494-26-6633

■ルリアンに可愛いキャラクターが仲間
入りしました。きつねのルリくんとたぬき
のアンちゃんです。またお店の形をした
ショップBOXやルリくんとアンちゃんの
クッキーも販売中です。皆様のご来店心
よりお待ちしております。

ポイント2倍

パティスリー ルリアン

web:インスタグラム
「パティスリー ルリアン」で検索

■⼥性が⼀人でも安心して入れる店にした
い！との思いから、オープンな雰囲気を心が
けています。イチローズモルト、秩⽗麦酒等
地酒をはじめ、ノンアルコールもご用意して
おります。某FMのパーソナリティである店
主がここでも⾔いたい放題⾔っちゃいます！

 秩父市番場町11-5
20:00〜23:00

　 社会情勢により営業　
　 日・営業時間を変更　
　 する場合あり

 日・月曜日
 近くに有料Pあり

0494-26-5555
初めの1杯イチローズモルトホワ
イトラベル200円引きorノンア
ルコールドリンク100円引き

cafe & bar S
シ ュ

hu-H
ハ

a-L
リ

i

web:「cafe & bar Shu-Ha-Li」で検索

 秩父市番場町
　  9-17

 8:00〜19:00
 水曜日
 —

0494-22-4044

■クリーニング店として創業58年、秩⽗
地域唯⼀の埼玉県クリーニング生活衛
生同業組合店！衣類を始め、布団や絨毯・
カーテン等の大物もお任せください！ま
た、集配や特殊品のご希望はご相談くださ
い。可能な限り対応させていただきます！

税込8,000円以上お会計で
ちちぶFMキャラクターコラボ
バックプレゼント（数量限定）

ローヤルクリーニング 矢島

Le
 lie

n　
Le

 lie
n　

Le

Le lien 　
Le lien 　

Le 
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■トミモ化粧品店は、コーセー専⾨店ブ
ランド「プレディア」を取扱っています。
プレディアは、天然ミネラルの海洋深層
水やスパ水を使っていますので肌にとっ
てもやさしい化粧品です。特に敏感肌の
方におすすめします。

 小鹿野町小鹿野
　  307

 10：00〜18：30
 水曜日
 —

0494-75-1911

トミモ化粧品店

プレディアオリジナル
コットンをプレゼント!

■創業1946年の⾃転車専⾨店です。ス
トライダーや幼児・通学・電動アシスト車
からロード・クロス・マウンテンバイクまで
幅広く取り扱い。⾃転車技士やスポーツ
バイクメカニック資格を持つ店主が⼀台
⼀台組立整備や修理をしております。

 秩父市上宮地町
　  28-5

 10:00〜18:30
　 （日・祝18:00）

 水曜日、第３火曜日
 4台

0494-25-3196
新⾞御購⼊で
パンク修理無料券進呈

タカハシサイクル

www.takahashi-cycle.com

■秩⽗で創業46年の中華料理店です。
アットホームな空間で気軽に本格中華
料理をお楽しみ頂けます。大好評の平
日ランチ、増税後もお値段据え置きで土
曜日もやっています！スタッフ⼀同お待
ちしております。　

 秩父市上影森34
 11:30〜14:00

　  17:00〜20:00

 月曜日（月曜が祝日
　   の場合は火曜日）

 30台

0494-24-2281
コーラ・やまぶどうジュース・メロ
ンソーダ・ウーロン茶⼀杯サービス

（ご本人様のみ）

孫悟空

 秩父市番場町
　  17-13

 10:00〜19:00
 毎週木曜日

　 （臨時休業あり）

 5台

0494-22-3995

パーラーコイズミ
■番場商店街に創業55年、昔ながらの
喫茶店。⾃慢のナポリタンにコーヒーゼ
リーとサラダのセットや⾃家製ハンバー
グセットが人気です。パフェ、プリンなど
スイーツも充実、日替りランチ、月替りメ
ニュー、テイクアウトも好評です。

カード提示でお⾷事お召し上がり
の⽅にアイスクリームサービス

web:「秩⽗  パーラーコイズミ」で検索

■「まちのデジタルやさん」をモットーに！！主
婦・シニアの方向けのパソコン教室です。スマ
ホ・タブレットも対応！優しく・楽しく・簡単に学
んでいただけます。入学は随時受け付けてお
ります。まずはお電話で授業⾒学や無料体験
をお申し込みください。お待ちしております。

 秩父市中町10-9
　  井上商店新館2階

 10:00〜18:00
 日曜日・祝日
 5台

0494-25-3352

⼊会金50％OFF

パソコン教室 アタックス

https://chichibu-paso.com

塾長
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■地域No.1価格をめざし、お客様に最
適なタイヤを提供します。車検、整備、そ
の他相談も、お気軽に相談して下さい。
クレジットカード、ペイペイ、d払い、auペ
イなど、各種支払いも大丈夫です。

タイヤ購⼊時、ゴムバルブ
又は廃タイヤ（4本分）無料

 秩父市別所1612

 9:00〜18:00

 不定休

 10台

0494-26-5265

ネクストロード

 秩父市宮側町14-16
    （韓国居酒屋
　　　うみとそら内）

 11:00〜14:00
　  17:00〜22:00

（うみとそら営業時間に準ずる）

 月（昼 月、水、金、日）

 4台

080-7313-1115

■結婚したい！恋人がほしい！ 異性の友達
がほしい！などなど、「大切にしたいと思え
る人と出会って幸せをつかみたい」あな
たを本気で応援します。秩⽗市の出会い
のきっかけとサポートの事ならお任せくだ
さい！まずはお気軽にご相談ください！

⼊会費無料

婚活応援所mirai-未来-

web:「秩⽗　婚活　未来」で検索

LINE
公式アカウント

■秩⽗では珍しい特殊な焼き台を使用
した焼肉店です。スタッフが丁寧に美味
しく食べられるように焼き方の説明など
をいたします。また、バーベキューセット
ホルモンパックの販売などお持ち帰りの
精肉販売もしております。

 秩父市宮側町
　  17-2

 17:00〜23:00
 月曜日・不定休

0494-26-5969
その日オススメのホルモン
1人前サービス

（1グループ1回）

⼤衆焼き肉ホルモン ながしま

web:「大衆焼き肉ホルモンながしま」で検索

■昭和元年4月創業。令和3年となり
ニューみとやを受け継ぐ私達は毎日をあわ
ただしく生きています。その中で美味しい
菓子を作り続け、お客様の笑顔と⾔葉に励
まされる事がニューみとやの生命線です。
GW中にハンカチの木の花が⾒頃です。

 秩父市野坂町
　  1-8-17

 9:00〜18:00
 不定休（月１回位で　

　   木曜日休むことも有り）
 6台

0494-22-1182

ニューみとや

当店ご利⽤で店長おすすめ
のお菓子プレゼント

www.chichibumitoya.co.jp

■小鹿野町にある当店
は「小鹿野こいし」など地
域に親しまれるお菓子作りをしています。
季節によって期間限定の小鹿野こいしに
出会えるかも! インスタ映えする!? 店内
もお楽しみ下さい。

 小鹿野町小鹿野
　  1882

 9:00〜18:00
 水（月1回連休有）
 6台

0494-75-0355
お会計時、ミニステッカー
プレゼント

http://oganokoishi.jp/

八宮松雪堂
■小鹿野町にある当店
は「小鹿野こいし」など地
域に親しまれるお菓子作りをしています。

八宮松雪堂

ニューみとや
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 秩父市宮側町
　  15-14

 8:00〜18:00
 日曜日・祝日

　  （あ・り・すは年中無休）

 4台

0494-22-5307

■ちちぶ地域の皆さまの暮らしに「便利
なお店」でありたいと日頃より心掛けて
おります。建築資材、家庭用品、スペア
キー作成、iPhon修理、雑貨販売等、多
岐にわたり楽しい商品がいっぱい！秩⽗
郡市内配達無料にて承ります。

1,000円以上お買上げで
5%OFF(特殊品を除く)

http://www.shimizunet.com

清水金物/雑貨あ・り・す
■秩⽗に密着して５０年。確かな技術と
信頼を胸に⼀人⼀人に合ったメガネを
提供しております。 宮側店には国家資
格の視能訓練士が相談に乗らせて頂き
ます。大人気の切り絵も⾒に来てくださ
い。ご来店、お待ちしております。

 宮側町23-3
　  野坂町1-5-2
　  ウニクス秩父内

 10:00〜19:00
 水曜日　  5台

営・休・Pは店舗により違い
あり/mapは宮側店

0494-23-7716

割引価格より5％OFF

三愛メガネ

http://www.sanaimegane.com

■創業55年、三代続く老舗貸衣裳店、ス
タジオ完備。婚礼・成人式・卒業式・七五三・
列席衣裳、着物からドレスまで各種多数
取り揃え、ヘアメイク着付も承ります。ヘ
アメイクは嶋田ちあき公認講師。還暦ドレ
スフォトは新聞掲載で大人気です！

 秩父市中町10-3
 9:30〜18:00
 火・水曜日
 5台

0494-23-3456
ご利⽤のお客様には
粗品プレゼント

ふじや衣裳

https://www.fujiyaisho.com

 秩父市中宮地町
　  18-24

 11:30〜14:30
　  17:30〜20:30

 火・水曜日
 13台

0494-23-1589

■築１５０年の土蔵、Jazzの流れる店内で
ゆったりと食事をしませんか。国産産地指
定の蕎麦、⾃家栽培（無農薬栽培）、国産の
野菜等、素材を厳選しお出ししています。
店主こだわりの日本酒とおつまみも取り揃
えております。昼ランチ１１００円もあります。

自家製ヨーグルト
サービス

そば処 英太郎

web:「そば処 英太郎」で検索

■免許取得から返納するその日まで車購
入・メンテナンス・車検・鈑⾦・保険・24時間
レッカー対応!!スタートはどこからでもお客
様のカーライフをまるごとサポート!!軽⾃動
車～輸入車キャンピングカーまで、感染症
対策・除菌をしてお待ちしております。

 秩父市黒谷817-1
 10:00〜19:00
 第2,4土曜日、

　  日曜日、祝日

 あり

0494-23-6273

㈱おーともーびる YUKI

OIL交換 OILフィルター
交換の⼯賃サービス

https://amyuki.com

でオイル交換

 秩父市番場町3-6
 12:00〜
 不定休
 1台

0494-26-7908 
090-7739-7902

■この度、みそポテト専⾨店にリニュー
アル。さらに｢JUNKBASE｣も合体させ
て、みそポテトと雑貨のお店に大変身。み
そポテトに必須のドリンク類も多数あり
ます。近くにお越しの際はぜひお立ち寄
りくださいね。コロナ対策も実施中です。

みそポテト
400円→350円!

お休み処 もへじ
みそポテト専門店

web:食べログで「お休み処もへじ」で検索

お休み処 もへじ
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■土地探しからプラン、アフターまで⼀
貫対応 ! デザインのみならず快適性能
にもこだわり、快適空間で家族の時間を
楽しむ暮らしをお届けします。まずはお
気軽にご相談ください。

 秩父市⼤野原
　  491-19

 8:00〜18:00
 不定休
 5台

0494-26-5980
ご成約時に
粗品プレゼント

株式会社ビーエムプランニング

http://www.bmp-orderhouse.jp/

■電話相談は24時間。送迎車でお迎え
も行っています。ワンちゃん、ネコちゃんを
始め様々な動物たちが訪れ、荼毘から納
骨まで365日ご家族の想いに寄り添いな
がら対応させて頂いております。ペットも
入れるお墓の設計施⼯も行っています。

 秩父市下吉田
　  1227-4

 8:00〜18:00
 なし
 約10台

0494-77-0911

アーマルペット霊園

web:「アーマルペット霊園」で検索

親身に対応させて頂きます

■「うちの子、音楽が好きそう！」「保育士
目指してピアノに挑戦！」「子育てが落ち
着いたからもう⼀度ピアノをやりたい！」
感音では、年齢を問わず、生徒さんはも
ちろん保護者の方にも安心していただけ
るあったかいレッスンを目指しています。

体験レッスン通常1回
のところ2回まで無料

 秩父市中町6-2
 　（成田屋2階）

 10:00〜11:00
　  15:30〜20:30

 水曜日
 2台

090-2940-2816

ピアノ教室 感
か

音
のん

Since 2001

■⾃動車の廃車や買取の事なら「プラス
査定のネクスタ」にお任せ下さい!地域⼀
番店を目指して、どこよりも高く買取査定
致します。また、⾃動車販売ではBMWを
中心に販売をしています。西武駅前では

「24レンタカー」として営業しています。

ご成約特典ドラレコ
プレゼント!

 秩父市寺尾1795
 10:00〜19:00
 月曜日
 10台

0494-26-6601

㈱ネクスタ

web:「ネクスタ　秩⽗」で検索

■秩⽗鉄道武州日野駅より徒歩10分国道
140号から300m入ったところにある当店
は、山々の眺望を楽しみながら挽きたて・打ち
たて・茹でたての「三たて」にこだわった⾃慢の
石臼挽き手打そばをお召し上がりいただけま
す。そば稲荷、そば団子、ご飯ものもあります。

 秩父市荒川小野原
　  416-1

 （当面の間）
　  11:00〜18:00

 水曜日
 20台

0494-54-0801
お⾷事の⽅、
アイスクリームサービス

手打そば 水沢

web:「手打そば水沢　秩⽗」で検索

手打そば 水沢
■絹織物で栄えた明治時代より小鹿野町で
宿を営んでいます。当時を思わせる⾦庫、電
話ボックスなどがあるレトロな館内。大浴場
のほか宿泊者には1時間無料の貸切露天
風呂がご利用できます。地元野菜を中心と
した郷土色豊かなお料理はお部屋で…。

 小鹿野町小鹿野
　  1815

 チェックイン15:00
　  チェックアウト10:00

 不定期
 20台

0494-75-0024
ご宿泊のお客様ソフトドリンク
1杯サービス

須﨑旅館

https://www.suzaki-ryokan.com

絹織物で栄えた明治時代より小鹿野町で
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■「たぬ⾦亭」は豚玉丼の専⾨店です。全
国丼グランプリ豚丼部⾨で7年連続⾦賞を
受賞。豚玉丼が新化した“チチブ丼”“ながと
ろ丼”“ジンジャー丼”もお子様からお年寄り
まで人気。テラス席・ドッグランもあり、ワン
ちゃん連れでもお楽しみいただけます。

 秩父市荒川上田野
　  396-1

 11:00〜16:00
 水・第3木曜日
 14台

0494-54-1811
お⾷事の⽅、カード提示でコー
ヒー(ソフトドリンク)1杯プレ
ゼント

たぬ⾦亭

https://www.tanukin-tei.jp

 秩父市⼤宮
　  5911-1

 15:00／in
　  10:00／out

 なし
 約80台

0494-22-2000

■市内を⼀望できる、秩⽗最大級のホテル。
露天風呂付和洋室や洋室、和室など本館・別
館合わせて全70室、300名収容可。お食事
はバイキングや和洋食、洋食コース料理な
どが楽しめます。各種宴会、法事、御結納、ご
披露宴などにもご利用いただけます。

ご宿泊代・レストランでのお
⾷事代10%OFF!!（ご予約
時にお伝え下さい）

ナチュラルファームシティ農園ホテル

http://www.farm-city.co.jp

■秩⽗の元気発信ステーション。代表の
日本チャンピオン×看護師の経歴は朋音
キックボクシングジムだけ。楽しく運動す
ることで、コロナに負けない身体と心作
りのお手伝いもさせて頂いています!

 秩父市野坂町
　  2-3-21 3Ｆ

 火・木・金曜日
　  13:00〜21:00
　  土13:00〜19:00

 月・水・日曜日・祝日
 10台

0494-26-7986

⼊会料無料

朋音キックボクシングジム

chichibu.takaakick.com

トモネ
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 秩父市中村町
　  3-4-9

 昼11:30〜14:00
　  夜18:00〜22:00

 不定休
 5台

0494-22-2935

■和食とペルー料理、美味しいお酒が楽
しめる小さなお店です。ランチは「香り
豚を⾃家製味噌に漬け込んだ豚みそ丼」

「ペルー料理を含む料理三皿」と手打ち
そば、ドリンク付のセットです。夜はペルー
料理を含む「おまかせセット」が人気です。

和インカ

web:「和インカ」で検索（インスタ・FBも有）

居酒屋タイム（夜）ご予約の⽅に
ファーストドリンク（アルコール含
む）をサービス

ショール半額、
アクセサリー３０％引

■営業  水・木・土  16時まで 

長瀞町の⾃然豊かな開放感ある場所で
婦人服の倉庫販売。
尚、秩⽗ポスティング倶楽部の会員も募
集中です。

 長瀞町野上下郷
　  2816

 10：00〜16：00
 月・火・金・日曜日
 １５台

0494-66-0009

東京ラポール長瀞倉庫

web:「東京ラポール長瀞倉庫」で検索

長瀞町中野上のセブンイレブンの
次の「射撃場⼊口」信号⼊る

おしゃれ婦人服
東京ラポール長瀞倉庫
☎0494-66-0009

■地元秩⽗で37年の指導実績と抜群の志
望校合格率を持つ学習塾です。各教科毎に
担任講師が質の高い授業をお約束。集団・個
別指導を上手に組み合わせ、確実な学力向
上を実現します。快適な⾃習室も完備！ただ
今、小学生～高校生の新入塾生を募集中！

 秩父市上町
　  1-2-16
　  （矢尾百貨店斜め前）

 16:00〜22:00
 日曜日・他
 6台

0494-25-4825
カード提示で、⼊会手続き
の⽅に図書券1,000円分
プレゼント

秩⽗の寺子屋 松本教室

web:「松本教室」で検索
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 秩父市番場町
　  17-14

 昼（土日祝日のみ営業）　
　    11：30-LO13：30
　  夜17：00-LO21：00

 水曜・木曜日
 4台

0494-22-6227

■種を播く料理人シェフ⾃ら野菜を育
て、小麦を刈り、鶏の世話をする、その全
てがオーガニックへのこだわり。秩⽗の
郷土の食材を使用したイタリア郷土料
理の名店。食事を楽しむだけに留まらな
い、食材の物語を体験できるレストラン。

シェフのこだわりをサー
ビス（季節により変更）

c
ク チ ー ナ

ucina s
サ ル ベ

alve

http://www.salvagest.jp 

■秩⽗麦酒のオフィシャルタップルーム。
秩⽗の地ビールが樽生で常時10種類飲
めるほか、国内外のビールを6～10種ほ
ど提供するクラフトビールの専⾨店です。
おつまみ、小皿料理も充実。運転される方
には珈琲やソフトドリンクもございます。

 秩父市番場町17-14
　  秩父表参道Lab.1F

 14:00〜21:00
　 （LO20:00) 、
　  金土14:00〜22:00

 水・木曜日
 2台

0494-26-7303
オリジナルステッカーなど
プレゼント

まほろバル

web:「まほろバル」で検索

■築二百年の古民家で、ゆっくりと、そば
ランチはいかがですか？ボリューム満点
の『そば定食』、⼥性に人気の『レディー
スセット』などが大好評！古民家で昔に
戻った気分で、素敵な時間をお過ごしく
ださい。

 秩父市荒川小野原
　  282

 ランチ11:30〜14:00
 ランチ：水曜定休
 20台

0494-54-1124
旬のいいものを
プレゼント

古民家そば 山
さ ん

宝
ぽ う

web:「山宝」で検索

■秩⽗市街を⼀望できるハンバーグレス
トランです。毎日仕込みの超あらびきハ
ンバーグがおすすめです。夜は秩⽗の夜
景を⾒ながらワインなんていかがでしょ
うか。開放的なテラス席も人気です。御
来店お待ちしています。

 秩父市中宮地町5881
 平日11:30〜15:00

　　　 17:00〜21:00
 土日祝 11:30〜21:00
　　　　（LO20:30）

 月曜日
　 （祝日の場合翌日）

 80台

0120-48-9855

コーヒー1杯プレゼント

http://www.nigurumaya.co.jp

荷車屋ダイニング
■昭和49年創業、地域に密着して住ま
いづくりに取り組んでいます。新築から
リフォーム、賃貸、また不動産の売却も
お任せください。もちろん、相談・お⾒積
もり無料！まずは、お気軽にご連絡くだ
さい！

 横瀬町横瀬
　  4233-3
　  アピアランス三番館

 9：00〜17：00
 不定休
 5台

0494-24-4756

株式会社 松﨑住宅産業

ご契約時に
粗品プレゼント

web:「松﨑住宅産業」で検索
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■皆さまに選ばれております! 『新車の軽⾃
動車が月々11,000円（税込）～で乗れる』
でお馴染みのフラット7秩⽗下宮地店です。
安心の全国チェーン! 加盟店460店舗達成!! 
当店は隣のコバック秩⽗店と姉妹店に成りま
すので、修理・車検・鈑⾦もお任せください。

 秩父市下宮地町
　  8-2

 9:00〜19:00

 水・第1、3火曜日

 コバックの駐車場を
　  ご利用ください

0494-26-6589
ご成約者様にフロント⽤
ドライブレコーダー
プレゼント!

フラット7 秩⽗下宮地店

 秩父市中町6-2
 11:30〜15:00

    （LO14:30）
     17:00〜21:00
    （LO20:00）

 水曜日
 2台

0494-22-1290

■三代目シェフが心を込めて、おなかも
心も満⾜するお料理を提供。日替りラン
チ（900円）では『カリっと焼いた若鶏の
和風オニオンソース』が大人気。キノコと
バターを使い、洋風に仕上げた『マグロ
のサラダライス』もおすすめです！　

お⾷事をお召し上がりの⽅
ソフトドリンク１杯サービス

レストラン成田屋
■空き家の管理　や、
　空き家の売却　は、
10年を超える、100件を超える
空き家解消の経験、
ちちぶ空き家バンク登録店、埼玉県安心
空き家管理サービス登録店の弊社へ。

 秩父市本町3-5
 9:00〜17:30
 不定休
 6台

0494-22-0707
新規ご契約のお客様、
粗品プレゼント

依田商店秩父の皆様にお世話
になって70余年

ちちぶ空き家相談所
@依田商店
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■秩⽗に居ながら青森の港で揚がるバラ
エティ豊かな鮮魚が味わえます。定食メ
ニューもございますのでお酒が飲めない
お客様にもご利用いただけます！座敷含
む個室2部屋あり！20名様以上で貸切
可！先ずはお電話でお問い合わせ下さい！

 秩父市本町4-3
     ロカシオン・エペ２階

 17:30〜22:00
　 （LO21:30）

 火曜日
　 ・第2、3月曜日

 7台

0494-26-7626
18：30までご来店でお⾷事の
⽅、アルコール含むワンドリン
クサービス（地酒を除く）

食彩処 芯

web:「食彩処芯」で検索

■⾃然豊かな露天風呂に、広々とした内湯は
強力ジェットバスの大浴槽、ぬるめの炭酸泉
にゆったり浸かれば血行が促進され疲労が
回復！高温サウナと水風呂も人気！お風呂の
後は、荒川そば福の手打ちそばやよく冷えた
ビール、スイーツもあり、大広間で寛げます。

 横瀬町横瀬
　  4628-3

 10:00〜21:00
　 （時間短縮中）

 無休
 100台

0494-25-5151
生ビール100円引きor
ソフトアイス50円引き

秩⽗湯元 武甲温泉

http：//www.buko-onsen.co.jp

■国産小麦と⾃家培養の天然酵母、できる
限りオーガニックや⾃然栽培の原材料を使っ
たパン作りをしています。全粒粉100%の
ハード系から、酒種のあんパン類まで、すべ
て⾃家製の酵母で作り、小さなお子様からお
年寄りの方までご来店頂いています。

 秩父市野坂町
　  1-18-12

 10:00〜18:00
 火曜日、金曜日　

　  年末年始（夏季7月
　   末〜8月の1週間）

 8台

0494-25-7373

お会計時5％引き

ラパンノワール くろうさぎ

http://www.lapin-noir.co.jp 

■秩⽗の名物「豚肉味噌漬」を作って
106年、世界商事新店舗「食事処秩⽗
新世界」では、落ち着いた店内でお食事
を召し上がって頂けます。持ち帰りのお
弁当も好評です。

 秩父市本町4-1
 11:30〜19:00

　（14:30〜16:30
　  休憩）

 火曜日（祝日の場
　  合営業翌日休み）
　  年末年始

 5台

0494-26-5257
新世界近くの世界商事本店に
て豚肉味噌漬、とんみそが5％
引き ※お支払いは現金支払いに限る

秩⽗新世界

www.sekaishoji.com

秩⽗新世界
■◎携帯電話の事ならパナピットアザミ
　◎秩⽗エリア販売台数圧倒的No.1
　◎他店ではかかるアレやコレがゼロ円
　◎親切・丁寧・安心を第⼀に
　◎秩⽗ではあまりいない
　　iPhoneマスター在籍店

 秩父市下宮地町
　 20-17

 9:00〜19:00
 元旦のみ
 20台

0494-24-5224
携帯ご購⼊の⽅ケースや
保護フィルム10％OFF

パナピットアザミ

web:「パナピットアザミ」で検索

■感染症対策実施中! らーめんを始め水
餃子・ホルモン炒めなどの居酒屋メニュー
も楽しめます。豚・鶏・牛の骨を長時間煮込
んでつくる豚骨らーめんはくさみがなく後
を引く美味しさ！六種の具材と太麺を豪快
にかき混ぜて食べる、あえ麺も人気！

 秩父市宮側町7-2
 11:30〜14:30（LO

14:00）／18:00〜24:00
（LO23:30）／金・土・祝前
は26:00（LO25:30）

 火曜日（祝日の場合
は翌日）・不定休

 2台（提携P有）

0494-24-7823
大盛又はトッピング1個又はソ
フトドリンク（￥200）1杯無料

web:「らーめんけいぶ」で検索

らーめんけいぶ
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飲食
■旧秩父市内
焼肉＆ホルモン あっとほ～む 30
麺家酒場 粋人 33
秩父焼肉ホルモン 一番館 26
そば処 英太郎 37
お休み処 もへじ 37
cucina salve  41
ラパンノワールくろうさぎ 43
cafe&bar Shu-Ha-Li  34
食彩処  芯 43
そばの杜 29
孫悟空 35
居酒屋 大将 22
宅配クック123秩父店 27
秩父ガネーシャ 33
秩父新世界 43
大衆焼き肉ホルモンながしま 36
レストラン成田屋 42
ニューみとや 36
荷車屋ダイニング 41

毎月3組様

MAGAZINE vol.7　2021.4▶6
加 盟 店 地 域 別 i n d e x

飲食
■旧秩父市内
にこると 25
パティスリー イシノ 28
ははそ食堂 30
パーラーコイズミ 35
Big island 21
ほんとのインド料理とカレーの店 28
まほろバル 41
麺'sBAR  ICHIMARU 28
八幡屋本店 33
らーめんけいぶ 43
パティスリー ルリアン 34
和インカ 40
■大滝・荒川
古民家そば 山宝 41
たぬ金亭 39
手打ちそば水沢 38

飲食
■横瀬
天狗坂 29
のぞみ工房 ぽっぽ横瀬本店 32
■小鹿野・吉田
中華料理 春雷 26
八宮松雪堂 36
ふるさと両神こんにゃく専門店 23
レストラン「ロワール」 22
■長瀞
もみの木  33
■小川
CURRY&NOBLE 強い女 21

美容
■旧秩父市内
ラファエル 25
Hair/HeadSpa/Nail Realize 21

毎月3組6名様

小さな洋菓子店 Spoon提供
手作りジャム１瓶

毎月2名様

日本料理 和らく提供
テイクアウト天丼（2人前）

秩父武甲山麓 豚玉丼の店
「たぬ金亭」提供
お食事券（豚玉丼とコーヒー）

会員様に当たる!

プレゼント

メンバーズカードに記載の
カードナンバーで抽選いたします。

当選者はホームページ等で発表します!

カードをチェックしてね!!
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毎月1名様

何が当たるか
お楽しみプレゼント

毎月1名様～?!

生活
■旧秩父市内
浅海建具店 25
パソコン教室アタックス 35
ENEOS 第一産業㈱ 26
㈱おーともーびるYUKI 37 
㈲上林塗装 21
キーパープロショップ秩父 24
㈲栗原新聞店 23
コイケ技建 28
婚活応援所mirai̶未来̶ 36
さくら産業 クロス館 30
三愛メガネ 37
島田畳店 26
清水金物／雑貨あ・り・す 37
「車検の速太郎」秩父店 27
㈱昭通ダイハツ影森店 30
鈴木燃料 31
タカハシサイクル 35
インテリアコーディネーター 武島郁 27
ちちぶ農業協同組合 26
朋音キックボクシングジム 39
トヨタカローラ新埼玉㈱秩父店 28
ドラッグイチワタ秩父永田店 28
日勝電機㈱ 秩父補聴器センター 33
パナピットアザミ 43
㈱ビーエムプランニング 38
ビーナイス 29
㈱武甲住宅 30

生活
■旧秩父市内
お仏壇・墓石のふたきや 31
フラット7 秩父下宮地店 42
秩父の寺子屋 松本教室 40
㈱宮前 32
メモリアルコンフォートひのだ 25
持田カメラ 31
矢尾百貨店 25
ローヤルクリーニング矢島 34
依田商店 42
■大滝・荒川
みかみ鍼灸・整骨院 33
■横瀬 
秩父湯元 武甲温泉 43
富田製畳所 24
株式会社 松﨑住宅産業 41
■小鹿野・吉田
英会話スクールサンシャインハウス
 21
トミモ化粧品店 35
■皆野・長瀞
秩父温泉 満願の湯 23

ファッション・雑貨
■旧秩父市内
靴のコダマヤ 30
ふじや衣裳 37
■皆野・長瀞
東京ラポール 長瀞倉庫 40

その他
■旧秩父市内
㈱グリーンライト 23
ナチュラルファームシティ農園ホテル
 39
㈱ネクスタ 38
ネクストロード 36
ノオミ 22
株式会社 花秀 23
ピアノ教室 感音 38
■大滝
甲武信小屋 24
■横瀬
小松沢レジャー農園 32
■小鹿野・吉田
アーマルペット霊園 38
須﨑旅館 38
■皆野・長瀞
Mahora稲穂山（旧ムクゲ自然公園） 21

深谷シネマ提供
映画鑑賞ペアチケット

毎月2組様

毎月3名様

毎月3名様
毎月3名様

出浦園提供
無農薬栽培秩父茶
2種セット

大衆焼き肉ホルモン
ながしま提供
バーベキューセット真空パック
（2～3人前/3,000円相当）

三愛メガネ提供

レストランロワール提供

ありがとうチケットプレゼント
（1,000円分1枚）

抽選は毎月25日です
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