
（令和4年9月20日現在）

【飲食店】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ アクロスザリバー 脇田町8-1 049-224-9332 タピオカドリンク　軽食

2 ○ あさひ 霞ヶ関東1-4-22 049-277-8196 居酒屋

3 ○ 朝日屋 的場北2-22-6 049-231-1312 そば　うどん　ラーメン　丼物

4 × あさや 笠幡109-4 049-234-0655
お酒　餃子　もつ煮　もんじゃ

和洋中

5 × 味いちもんめ 六軒町1-1-2　2F 049-224-9821 居酒屋

6 ○ 味いちもんめ川越西口店
脇田本町14-34

モリクマビルB1
049-246-7008 お酒、おつまみ

7 ○ 東屋 西小仙波町1-16-1 049-222-0757 うなぎ

8 ○ ＠FARMCafé 今福1044－2 049-241-4115 パスタ・ピザ・パフェなど

9 ○ '@FARM Style
脇田本町8-1

U-PLACE 1F
049-265-8681

フレッシュジュース・サンド

イッチ・フルーツサンド

10 ○
CAFE&BAR UPPER EAST

SIDE

南通町17‐3

M&Mビル2F
049-277-3221 お酒/コーヒー/フード

11 × あぶり珈琲 大手町15-8 049-226-8556
喫茶・コーヒー・コーヒー豆販

売

12 ○
アムリタ　インドスパイスカ

レーとナンと

鯨井新田12－27

トレニアコーポ1F
049-231-7767

インド・ネパール・南アジアの

スパイス料理

13 ○ 新井製菓 藤間544-1 090-5334-2557 芋せんべい

14 ○ 居酒屋　遊雅 的場北2-3-8 050-8884-8724 おつまみ全般、お酒全般、

15 × 居酒屋ビッグ　川越駅前店 脇田町18-11 049-225-5519 居酒屋

16 × 居酒屋ビッグ　小江戸店 中原町2-24-18 049-222-5701 居酒屋

17 × 居酒屋ビッグ　本川越店 中原町2-3-1 049-223-8529 居酒屋

18 ○ 居酒家めん
新富町1-12-10

新富町ビル2F
049-214-6662

ピザ　ステーキ　パスタ　天使

の海老

19 ×
イタリアン酒場ＴＡＫＥＹＡ

本店
菅原町20-4-Ｂ 049-210-6626

イタリアン居酒屋　しらすペペ

ロンチーノ

20 × いちのま、川越本店
中原町1-2-6

カシ-ラ彩食館1F
049-299-4805 個室レンタルスペース

21 ○ 一指禅らーめん川越新宿店 中台1-5-12 049-247-7899 ラーメン

22 ○ 一指禅らーめん本川越店
中原町1-2-2

第二櫻進ビル1FB
049-226-8939 らーめん/餃子

23 ○ 一心庵
久保町9-2

境内売店
-

甘酒、バナナジュース、コー

ヒー、うどん

24 ○ 稲葉屋本舗 元町2-7-6 049-222-2513 お菓子

川越市プレミアム付電子商品券「小江戸ペイ」

加盟店舗一覧＜中小規模店舗（飲食店）＞【274店舗】

※「共通券」「中小規模店舗専用券」どちらもご利用いただけます※

カード型商品券は「共通券」「中小規模店舗専用券」問わず、一部店舗では使用できない場合が

ありますので、ご注意ください。

カード型商品券が利用できる店舗：○

カード型商品券が利用できない店舗（スマートフォン型のみ対応）：×

スマートフォン型商品券は全ての店舗でご利用いただけます。
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

25 ○ 囲坊主
旭町1-11-10

旭ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ101.102
049-270-6708 和食居酒屋

26 ○ 一六八 新富町1-3-4 080-9890-7206 台湾フード

27 × 魚民 霞ヶ関南口駅前店
霞ヶ関東1-2-23

Ｋビル 2F
049-232-4088 お酒・料理

28 × 魚民 川越西口駅前店
脇田本町1-9

ＭＫビル 4F
049-247-7088 お酒・料理

29 × 魚民 新河岸駅前店
砂915-6

新河岸Ｋビル 2F
049-248-0488 お酒・料理

30 × 魚民 南大塚北口駅前店
南台2-6-6

シャトーサンワ 1F
049-248-8188 お酒・料理

31 × うどん仲藤 砂新田74-14 049-245-1088 うどん

32 ○ うどんや讃　川越マイン店
脇田町103

川越マイン3F
049-225-4237

うどん・そば・定食・酒類・一

品料理等

33 ○ うなぎ傳米 幸町1-10 049-227-9998 うなぎ料理

34 × うなぎ深井屋 仲町2-8 049-226-9666 うなぎ店

35 ○ うりずんの風 脇田町6-4 049-224-7388 沖縄料理

36 ○ えぷろん亭 元町13-18 049-226-3370 日本料理（芋料理）

37 ○ (有)近江屋長兵衛商店 幸町6-10 049-222-0174 ドーナツ、お豆腐料理

38 ○
大阪焼肉ホルモンふたご

本川越店

新富町1-19-5

第42東京ビル
049-298-3125 焼肉

39 ○ 小川菊 仲町3-22 049-222-0034 うなぎ

40 ○ 岡野屋 元町2-7-4 049-222-3042 うどん

41 ○
お好み焼・もんじゃ焼・鉄板

焼・豚丼「ゆうき家」
新富町2-7-8 049-223-4405

お好み焼/もんじゃ焼/鉄板焼/豚

丼

42 ○ お惣菜と甘味処　杜 霞ヶ関北4-22-19 049-299-4199
お惣菜、ぜんざい、餡蜜などの

甘味

43 ○ (株)オムス　Te'PAN Le OMUS
幸町8-11

明文館201
049-298-6377 鉄板焼レストラン

44 ○
お結び　しゅん

（standing bar matsuzaki内）

脇田本町8-1

U_PLACE 1F
049-220-1622 おむすび専門店

45 ○ かき小屋小江戸
大袋650

川越総合卸売市場内
049-249-3115 三陸産の牡蛎使った牡蛎料理

46 ○ 割烹川島 通町18-5 049-224-3456 和食

47 × 割烹　福登美
脇田本町24－21

アーバンビル脇田本町１F
049-247-2913 割烹料理店

48 × café trill 吉田新町2-12-14 049-232-5588
シフォンケーキ、テイクアウト

ドリンク

49 × カフェ　Rikas
かすみ野1-1-5

Hauskaaかすみ野
049-233-9265

コーヒー、紅茶、パスタ、ピ

ザ、デザート

50 ○ カフェ&キッチン ラフテル 中原町1-5-17-2F 049-227-6652 フレンチトースト、洋食

51 ○ Cafe Crescent
幸町6-7

ミリオンビル2F
080-8882-4425 ドリンク、酒類、軽食

52 ○ Cafe Coide 郭町2-9-10 049-225-6675
ランチ　デザート　ドリンク

バー

53 ○ CAFE&SPACE NANAWATA 松江町2-4-4 049-237-7707 洋菓子／喫茶／ランチ

54 × cafe+kitchen北風と太陽 松江町1-23-3 049-298-5610 イタリアン&メキシカン
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

55 ○ かぶや 仲町2-11 049-222-0170 お好み焼き・もんじゃ・和食

56 ○ がブリチキン。 川越店 脇田本町16-26 049-241-0390 居酒屋

57 ○ がブリチキン。川越店 脇田本町16-26 049-241-0390 居酒屋

58 × 窯出し蜜いもほくほく 元町2-10-11 049-257-7200 焼き菓子

59 ×
カレーハウスCoCo壱番屋

 川越城下町店
城下町43-1 049-229-4707 カレーライス

60 × 川越　はすみ 小仙波町2-15-10 049-224-5240 手打ちそば・うどん

61 × 川越アートカフェ　エレバート 仲町6－4 049-222-0241 カフェ

62 ×

川越市場の森［Market

Terrace］DELIVERY＆

TAKEOUT 西武本川越PePe店

新富町1-22

西武本川越ぺぺ1F
049-298-8643 弁当・DELI・スイーツ販売

63 × 川越市場ばべきゅ～る
大袋650

川越市場内
049-257-5939 バーベキュー

64 ○ 川越きらく亭 中原町2-1-13-2F 090-5754-6966
お好み焼き・もんじゃ・ドリン

ク

65 × 川越　蔵ふと 六軒町1-6-4-2F 049-214-0081 居酒屋

66 × KEWAGOE CRAFTはなれ 六軒町1-6-4-1F 049-277-3339 居酒屋

67 ○ 川越幸すし 元町1-13-7 049-224-0333 すし／日本料理

68 ○ かわごえ肉寿司 脇田町17-1 049-298-5333 居酒屋

69 ○ かわごえ　肉寿司
脇田町17-1

JOY０９ビルA館2F
050-5487-3284 居酒屋

70 × 川越プリン 幸町1-13 049-277-5762 プリン

71 × 川越ベーカリー楽楽 元町2-10-13 049-257-7200 パン

72 ○ 川庭
霞ヶ関北1-21-9

丸和ビル2F
049-222-5355 もんじゃ、お好み焼き

73 ×
韓国トースト＆フライドチキン

putuputu川越店
連雀町32-1 090-6927-4418

トースト・韓国チキン・ドリン

ク

74 × 関西割烹　和食処　金蔵 野田町1-4-29 049-238-3388
会席料理・寿司・もつ鍋・焼肉

ジンギスカン

75 × 甘味処　川越　あかりや 新富町1-9-2 049-222-0413 和菓子・甘味喫茶

76 ○ 喜京屋　南古谷店 並木241-6 049-235-0557 やきとり居酒屋

77 ○ ぎょうざの満洲　霞ヶ関駅店 霞ヶ関東1-1-4 049-239-5751 らーめん、餃子

78 ○ ぎょうざの満洲　川越西口店 脇田本町15-19 049-23-4699 らーめん、餃子

79 ○ ぎょうざの満洲　川越西口店 脇田本町15-19 049-243-4699 らーめん、餃子

80 ○ ぎょうざの満洲　川越的場店 的場新町21-11 049-227-3877 らーめん、餃子

81 ○
ぎょうざの満洲

クレアモール店
新富町1-19-4 049-227-8870 らーめん、餃子

82 ○ ぎょうざの満洲　小江戸館 脇田本町8-1 049-265-5301 らーめん、餃子

83 ○ 郷土ぐるめ　開運亭
幸町2-11

白石藤兵衛商店２F
049-223-3335

焼きそば、うどん等の郷土グル

メ

84 ○ きょうのごはん　ゆるりCafe 連雀町32-1 049-227-9133 Cafe ランチ　デザート

85 ×
金笛川越店

うんとん処春夏秋冬
幸町10-5 049-225-6701

うどん/しょうゆ・バウムクーヘ

ン
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

86 ○ GOOD DAYS BURGER
六軒町1-3-2

ハギワラビル102
049-272-7734 ハンバーガー

87 ○ 窪田園 的場535 049-231-3032 日本茶

88 ○ GRILL＆DININI 32 脇田本町11-33 049-214-3667
ステーキ/カレーライス/パスタ

等

89 ○ glincoffee川越元町本店 元町1-1-20 049-298-7006

コーヒー飲料、紅茶、クリーム

ソーダ、他ドリンク各種、揚げ

パンなど

90 ○ glincoffee大工町店
連雀町27-1

ダイクマチ長屋
049-298-4344

コーヒー飲料、紅茶、クリーム

ソーダ、他ドリンク各種、揚げ

パンなど

91 ○ Clove hitch
脇田町14-16

シャトー利休1F
049-226-1778

ビール　カクテル　ワイン　お

食事

92 × 黒塀家川越店 上野田町34-1 049-249-3181 焼肉

93 ○ 原価ビストロ BAN！川越 脇田町7-16 049-277-5301 居酒屋

94 ○ 原価ビストロBAN！川越 脇田町7-1 050-3145-9207 居酒屋

95 ○ KOEDOイタリアンルーチェ
新富町1-1-11

信富イハラビル1F
049-226-5688 イタリアン

96 ×
小江戸カントリーファーム

キッチン
松江町1-22-1 049-298-5735 バイキング・青果

97 ○
小江戸蔵里おみやげ処明治蔵

Kura Cafe
新富町1-10-1 049-228-8888 カフェ

98 ○
小江戸蔵里まかない処大正蔵

八州亭
新富町1-10-1 049-228-8888 和食レストラン

99 ○ 小江戸黒豚鉄板懐石オオノ 谷中27 049-222-5566 鉄板懐石料理

100 ○ 小江戸の肉バル蔵や 新富町2-13-11 049-222-2121 お肉、お酒

101 ×
COEDO BREWERY THE

RESTAURANT

脇田本町8-1

U_PLACE 1階 1-K
049-265-7857 ビアレストラン　創作中華

102 ○ 小江戸屋台村祭 連雀町6-4 -
やきとり/たこやき/アイス/おさ

つチップ/アクセサリー

103 ○ COFFEE GALLERY 松江町2-3-5 049-277-4870
コーヒー豆/ドリンク各種/その

他物販

104 × COFFEE POST 新富町1-1-5 080-6045-0661 コーヒー、コーヒー豆

105 ○
個室炭火焼肉本川越焼肉尊みこ

と

中原町2-9-4

アーバンビル2F
049-299-7829

個室炭火焼肉、酒、ゲストサー

ビス

106 ○ 寿庵　蔵のまち店 幸町3-18 049-226-9725 そば、天ぷら

107 ○ 寿庵喜多院店 小仙波町1-2-11 049-225-1184 日本そば・天ぷら

108 ○ CONA 川越店
脇田町8-3

MTFビル1階
049-298-4057

ピザ／イタリアン／ワイン／生

ハム／飲み放題

109 × こまち
元町2-1-3-103

小江戸横丁
080-5713-0462 竹炭カフェ　ネイルサロン

110 ○ コメダ珈琲店川越仲町店 仲町8-3 049-236-3373
喫茶店　コーヒー、サンドイッ

チ

111 ○ コメダ珈琲店鶴ヶ島店 鯨井新田20-54 049-277-5308
喫茶店　コーヒー、サンドイッ

チ

112 ×

SAITAMA地産地消BUFFET

［Market Terrace］

川越市場の森 本店

大袋650 049-293-5205 ビュッフェ
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

113 ○ 笹寿司 新富町2-2-12 049-222-3864 寿司・刺身

114 × サンドイッチパーラー楽楽 元町2-7-11 049-236-3582 サンドイッチ、焼き菓子

115 ○ ZiU
菅原町4-3

カーサ・レ・ガーロ1F
049-227-3185 鉄板焼

116 ○ 四季彩料理　五識 仲町10-7 049-226-2001 和食

117 × 地酒と旨い肴べんがら 連雀町2-10 049-222-2430 居酒屋

118 ○ 食楽厨房　以心伝心
菅原町22-1

大沢ビル2F
049-225-5621

生ビール、刺身、天麩羅、寿

司、定食

119 × 真骨頂ふってん　鶴ヶ島駅前店 鯨井新田1-2-2F 049-237-2888
居酒屋　馬刺し　記念日誕生日

祝わせて！

120 ○ シンラガーデン八幡通り店
南通町20-35

ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞﾙ南通町2F
049-225-1129 焼肉

121 ○ シンラガーデン本店 志多町16-3 049-224-8872 焼肉

122 ○ sweets labo
脇田本町10-5

西口ユニール
080-2378-8551

お弁当、エッグワッフル、タピ

オカドリンク

123 ○ すき亭 吉寅 元町1-9-3 049-222-0102 すき焼・しゃぶしゃぶ・洋食

124 ○ すしやの大将
砂新田4-11-23ラ

フォーレアサヒ1F
049-248-3363 寿司

125 ○ (有)鮨和 宮元町41-31 049-224-5455
にぎり鮨、刺身、一品料理、お

酒等

126 ○
すずのや

おやさいとくだものとお酒と
連雀町27-1 049-272-7794 居酒屋

127 ○ ステーキ＆カレー六軒ロール 六軒町1-16-1 049-202-2739 ステーキ/カレーライス等

128 × スナックれん 仲町16-2 049-222-8992 酒類

129 ○ スペイン料理　ベントゥーラ 中原町2-9-10-1F 049-224-8080 スペイン料理　酒類

130 ○ 炭火串焼　彩鳥 新富町2-33-8-2F 049-2278716 焼鳥

131 × 3trees
古谷上6083-8

川越ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸQ3
049-256-7719 居酒屋

132 ○ SENTIAMO
新富町1-3-5

ACTREE KAWAGOE 3F
049-299-7250 無国籍料理

133 ○ そば御膳むさしや 福田121-1 049-222-7747 そば・うどん

134 ○ そば処 京笹 神明町14-15 049-225-3563 そば うどん 天ぷら 定食

135 × そば処　冨久屋 連雀町10-1 049-222-0887 日本そば、うどん、定食

136 × 蕎麦と酒場　マメツゲ
菅原町19-4

オワリヤテラス2F
080-4550-8950 居酒屋　蕎麦屋

137 ○ 大穀　川越菓子屋横丁店
元町2-9-24

小江戸初雁館
049-224-5055 うなぎ

138 ○ 大黒鮨 南台2-13-5 049-244-0125 寿司

139 ○ 大黒屋
通町24-23

協和第5ビル1F
049-225-4439

お刺身、牡蠣、アヒージョ、ピ

ザ、パスタ、焼き鳥

140 × 大衆割烹ＴＡＫＥＹＡ　川越店
脇田町27-19

ｱﾙﾌｧｺｰﾄ川越脇田Ⅱ101
049-222-3345

割烹居酒屋　こぼれ寿司　接待

にも！

141 ○ Dining Cafe 1g 新宿5-5-18 049-293-6632 レストラン

142 × 大八勝山 大手町14-7 049-224-0075 ラーメン

143 × 株式会社たち花 福田1000 049-225-0851 ウナギ、魚介類、麺類

144 × 小さなココア屋さん　ここ和 中原町1-10-6 049-211-5107
ココア、カレー、ケーキ等、

ボードゲーム（土17:00-22:00）
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

145 ○
チーズグルメ イル・メルカー

ト

脇田町14-1

アーバンM 1階
049-298-3227 チーズイタリアン

146 ○ 馳走屋　ほがらか 並木202-6 049-235-1081 酒　肴

147 × 地もの海もの　なかなか
脇田町12-19

矢島ビル三号館2F
049-227-8778 和食居酒屋

148 ○
ちゃぶだい

Guesthouse,Cafe&Bar
三久保町1－14 049-214-1617 コーヒー、チャイ、焼き菓子他

149 ○ 中華料理　千葉屋 新宿町5-21-13 049-242-3886 中華料理

150 ○ 中華料理　光屋 砂977-3 049-243-2101 中華料理

151 × 月うさぎ 連雀町8-1 049-222-2185 飲食

152 ○ つきじ海賓/釜福　新河岸店 藤間73-1 049-238-7212
寿司・釜飯・天ぷら・うなぎの

デリバリー

153 ○ ティハウス　マイ・ウェイ 新富町1-2-1-2F 049-224-9728 コーヒー・紅茶・ケーキ

154 ○ てけてけ川越店 脇田町11-4 049-225-7005 居酒屋

155 ○ てけてけ　川越店
脇田町11-4

長峰ビル２F
049-225-7005 居酒屋

156 ○ 天下一品本川越店
新富町2-22-1

本川越玉屋ビル1F
049-298-5551 ラーメン

157 ○ てんぷら　てんぬま 西小仙波町1-14 049-225-0012 てんぷら　和食

158 × 徳樹庵鶴ヶ島店 天沼新田349-1 049-239-5533 寿司・そば・天ぷら

159 ×
ドトールコーヒーショップ

川越店
脇田町6-5 049-224-4472

コーヒー、パン、ケーキ、コー

ヒー豆

160 ×
ドトールコーヒーショップ

川越西口店

脇田本町1-9

Mkビル１F
049-243-3400 コーヒー　食品　コーヒー豆

161 ×
ドトールコーヒーショップ

本川越ぺぺ店

新富町1-22

西武本川越ぺぺ1F
049-228-2868

コーヒー、パン、ケーキ、コー

ヒー豆

162 ○ tobibako 三光町16-3 -
お昼/定食、酒場、日本ワイン

夜の/酒場　日本ワイン

163 ○ トライシクルカフェ 菅原町19‐5 049-224-3115 キッシュ、リゾット、梅酒

164 ○
ドライブスルーピッツァ

ウッドベイカーズ
古谷上1126-1 049-230-3500 ピザ

165 ○
TrattriaCaro（トラットリア

カーロ）

連雀町14-2

シャトー連雀1A
049-299-8959 イタリア料理

166 × 鳥清 幸町14-2 049-226-5788 和食店

167 × どんぶりランチ　ちゃりや 脇田本町13-30 049-245-3791 焼鳥丼　親子丼

168 ○ なごみ処　ことこと 月吉町40-2 - 小料理

169 ○ なごみ処　ことこと 月吉町40-2 - 小料理

170 ○ ナポリの食卓　川越店 泉町3-1 049-230-3166 パスタ／ピッツァ

171 ○ 日本酒割烹　伊勢藤 仲町7-14 049-225-4466 日本料理

172 × 日本料理　さわや
脇田本町11-26

さわやビル
049-241-2345

会席料理/すき焼き/しゃぶしゃ

ぶ

173 × Non Lavora MASSA
菅原町19-4

大野ビル1F
049-299-5950 イタリア料理

174 ○ bar FOO 南通町13-1 049-227-9252
ビール　ウイスキー　カクテル

etc

175 × ばぁ～ぐば～ぐ 新富町2-23-3 049-226-0010
黒毛和牛ハンバーグ、ステー

キ、ハンバーガー

6 / 10 ページ



カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

176 × BurgerCafe honohono 元町1-8-25 049-277-5723 ハンバーガー

177 × 8+8cafe
南通町16-34

Spaco K A-2
049-211-5655 カフェ・ランチ

178 ○ HIDEAWAY DINING 555 脇田本町9-5-2F 049-257-5063 イタリア料理

179 ○ 博多もつ鍋酒場　金子増太郎 新富町2-13-5 049-222-0878 居酒屋

180 ○ 函館海や　川越店
脇田町7-1

鳥熊ビル２F
049-225-6299 居酒屋　クリスピーチキン

181 ○ 函館海や川越店 脇田町7-1 049-238-4000 居酒屋

182 × 馬車道川越小仙波店 小仙波694-1 049-299-8663 パスタ・ハンバーグ・ドリア

183 × Passtime＆Coffee 天沼新田184-4 080-5685-7515 コーヒー

184 ○ はすのかカフェ 小仙波町1-3-7-2 049-214-1814 食事・お酒・お茶・甘味

185 ○ Butterfly Bar/Cafe
新富町2-2-5

マルフジビル2F
049-214-4946

淡路島カレー/金沢カレー/タコ

ライス/スンドゥブチゲ

186 × 初音屋
中原町1-2-2

第二櫻進ビル2F
049-222-0036 日本料理

187 ○ パティスリーシエル 野田町2-1-38 049-265-4786 ケーキ、焼菓子

188 ○ VANITOY BAGEL 川越店 南通町15-1 049-223-6550
ベーグルパン・焼き菓子・コー

ヒーなど

189 ○ バニトイベーグル蔵造り本店 幸町10-3 049-222-0767 ベーグル、食品販売

190 ○ 林屋川越店 仲町2-4 049-226-3058 うなぎ料理

191 ○ 磐梯2号店
菅原町20-13

朋友ビル２F
049-298-5723 ステーキ店

192 × ビアザウルスJURA
菅原町22-2

第2M・Sビル2F
049-225-1012

ビール、カクテル、ウィス

キー、多国籍料理

193 × ビアザウルスTUSK
菅原町5-21

郷土開発ビル2F・3F
049-226-0078 カクテル、ウィスキー

194 × ビアザウルス本川越店
新富町2-7-5

花田ビル2F
049-227-1701

ビール、カクテル、ウィス

キー、多国籍料理

195 ○ ビストロ プティ ソレイユ
新富町2-4-2

太陽ビル5F
049-224-0879 フランス料理

196 × PIZZERIA ROCCO 連雀町10-3 049-299-6960 イタリア料理、ピッツァ

197 ○ ひとくち茶屋　川越アトレ店
脇田町105

アトレ川越店1F
049-226-7530 鯛焼き・たこ焼き

198 ○ 一口茶屋 川越島忠ホームズ店
小仙波691-1

島忠ホームズ川越店
049-229-3888 鯛焼き・たこ焼き

199 ○ 日乃出 笠幡4885-5 049-232-2965 そば屋

200 × Hill Pine's Espresso 連雀町13-1 049-236-3091 エスプレッソ系ドリンクと軽食

201 ○ フォレストの小さな贅沢 仙波町2-17-1 049-272-7238 ピッツァ・パスタ/イタリアン

202 ○
おむすびとワッフルの店 福々

スタンド
蓮馨寺10-1 049-298-3468

おむすび、米粉ワッフル、ドリ

ンク

203 × 太麺やきそば　まことや 連雀町8-4 049-222-2915 太麺やきそば他

204 ○ Brighton Cafe 通町8-1 049-227-9917 イタリアン

205 × vegetables bar baseT 霞ケ関北4-22-24 049-227-3583
パスタ、カレー、野菜料理、お

酒、コーヒー等

206 × ぽか羅 中原町2-14-12 049-226-3255 カレー

207 × 北海魚市場なかなか
脇田本町14-37

Mビル2F
049-248-1362 和食料理・お酒・居酒屋
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

208 ○
北海道生まれ和食処とんでん

川越熊野店
熊野町16-11 049-241-2851 和食料理

209 ○
北海道生まれ和食処とんでん

川越富士見店
富士見町12-17 049-224-4251 和食料理

210 ○
ポポラマーマ

川越クレアモール店
脇田町11-4 049-225-5366 パスタ　ドリンク

211 ○ ポポラマーマ川越西口店 新宿町1-17-1 049-265-7921 パスタ　ドリンク

212 ○
ポポラマーマ　川越クレアモー

ル店
脇田町11-4 049-225-5366 生パスタ　イタリアン

213 ○ ポポラマーマ　川越西口店
新宿町1-17-1

ウニクス川越１F
049-265-7921 生パスタ　イタリアン

214 ○ マカプレッソ川越店 脇田町6-19 049-238-4000 マカロン　各種ドリンク　他

215 ○
(株)マツザキ

standing bar matsuzaki

脇田本町8-1

U_PLACE 1F
049-220-1622 スタンディングバー

216 ○ 松山商店 連雀町7-1 049-222-2374 焼だんご

217 ○ 満天ノ秀そば　川越店
南通町17-1

大野ビル2F
090-5773-7005 そば／うどん／丼もの

218 ○ Mrs.hamburger 連雀町8-1 049-298-6262 ハンバーガー

219 ×
みそだれやきとりさいたまや

川越店
新富町 2-27-2 049-298-6165 やきとり

220 ○ MINAMIMACHI COFFEE
元町2-1-3

小江戸横丁1F
049-227-6727 カフェ／ドリンク・焼いも

221 ○ 味楽坊やまなか
脇田本町9-1

長谷部ビル1F
090-8303-4032 居酒屋

222 ○ 百足屋 松江町2-5-11 049-292-0075
甘味処／カフェ／抹茶／会席予

約／埼玉土産

223 × 武蔵野うどん湊 大手町5-1 049-298-7371 うどん

224 ○ 武者虎 脇田町17-24-1F 049-223-8033 中華料理居酒屋

225 × 目利きの銀次 本川越駅前店
新富町1-19-2

第64東京ビル 1F
049-225-9188 お酒・料理

226 ○ Metti, una sera a cena
脇田本町10-2

開運ビル1階
049-247-7711 ワインバー

227 × 麺処わこう
松江町1-16-5

choi・sビル1F
080-9669-0515 ラーメン/中華料理

228 ○ モコモコ　菓子屋横丁 元町2-7-10 090-5565-1207
綿菓子　カラフル綿菓子☆実演

販売

229 ○ モダン亭太陽軒 元町1-1-23 049-222-0259 西洋料理

230 ○ もつ煮のまつい川越店 中原町2-9-4 049-298-6445 もつ煮料理

231 ○ モンペリエ洋菓子店 山城103-7 049-256-7789 洋菓子店

232 ○ 焼きそば居酒屋どーも 脇田町13-2 049-224-9800
焼きそば、おつまみ、ビールな

どの各種酒類

233 ×
焼きたて食パン工房　SUNNY

BAKERY　アトレ川越店

脇田町105

アトレマルヒロ1F
049-298-4000

食パン/プリン/フレンチトース

ト/たまごパン

234 ○ やきとり　おいちゃん 連雀町8-3 049-203-1234 焼き鳥

235 ○ やきとり一番 霞ケ関東1-4-2 049-231-3922 居酒屋、牛もつ鍋、やきとり

236 × やきとりこまちゃん本川越店 新富町1-18-3 049-292-0528 和食、酒

237 × やきとり中村屋 連雀町20-1 049-222-3143 やきとり
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

238 ×
やきとりひびき庵 霞ヶ関駅前

店
霞ヶ関東1-3－27 049-233-8900 やきとり、食事、酒類

239 ×
やきとりひびき庵 本川越駅前

店

新富町1-1－8

第二斉藤ビル1F
049-227-9481 やきとり、食事、酒類

240 ○ やきとり裕次郎
中原町1-2-2

第二櫻進ビル1Fc
049-290-7858 やきとり

241 × 焼肉  大昌園 菅原町21-13 049-222-0186 焼肉（調理及び料理の提供）

242 × 焼肉ソウル亭 南台2-5-14 049-248-4471 焼肉

243 ○ 安兵衛 南大塚駅前店 南台2-6-25 049-242-4006 大衆割烹

244 × 野草庵 城下町27-1 049-228-6616 寿司・そば・天ぷら

245 × 山内農場 川越西口駅前店
脇田本町6-9

川越プラザビル 3F
049-248-6288 お酒・料理

246 ○ 山田食堂
新富町2-26-4

エスポワール川越
049-228-0250 定食

247 ○ ゆ乃うどん 元町2-1-40 049-299-8017 うどん

248 ○ らーめん五葉　川越店 脇田町27-10 049-228-0085 らーめん、餃子、やきめし

249 × RAG CAFE
南通町16-5

ヨシダビル2F右
049-270-9826 喫茶店

250 × ラケル本川越ぺぺ店
新富町1-22

本川越ペペ１F
049-227-8780

オムライス、オムレツレストラ

ン

251 × LaFoire　GRILLED HOT SAND 連雀町10 049-227-3741 ホットサンド/アルコール

252 ○
La Foire's Kitchen ラフォアー

ズキッチン

連雀町8-1

HatagoCOEDOYA 1F
049-222-6131 洋食料理・オムライス

253 × Rikas Café
安比奈新田283-1

霞ヶ関南病院
049-233-9265

コーヒー、紅茶、パスタ、ピ

ザ、デザート

254 ○ リストランテ ベニーノ 田町5-1 049-222-3959 イタリア料理

255 ○ 料亭山屋 幸町11-2 049-224-0048 会席料理・弁当

256 × Luce
元町2-6-1

元町二丁目ビル ２FA
049-298-6762

鉄板焼/ステーキ/黒毛和牛/記念

日

257 ○ レストラン・エルミタージュ
脇田本町22-5

ラ・ボア・ラクテB1F
049-243-6607

イタリアン・フレンチの創作料

理

258 × レストランModesty
新富町1-3-9

アミティ本川越201
049-223-7701 創作料理

259 ○ 連雀町たむら 連雀町27-1 049-277-4413 和食

260 ○ 六軒町一丁目商店 六軒町1-2-3 049-226-0506 居酒屋

261 ○ 炉端いっしょけんめい
中原町1-2-2

第二桜進ビル２FA
049-226-2080 居酒屋

262 ○ ロワゾーブルー
菅原町7-17

伊勢原八番館1F
049-223-5550 フランス料理店

263 × 和伊わいMANBOW 砂936-2 049-293-5200 イタリアン・和食

264 ○ ワインスタンドPON！ 仲町5-7 049-224-2626 ワイン、チーズ等おつまみ

265 ○ 和カフェ　夢宇 久保町2-19 049-227-3497
グルテンフリーレストラン・

ドッグカフェ

266 ○ わがまま丼の店　花いち
大袋650

市場内
049-240-2217 丼

267 ○ 和牛鉄板割烹シンラ 新富町2-15－10 049-298-8129 鉄板焼き
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268 ○ 和牛ひつまぶし　うし川 元町1-1－11 049-277-4129 和牛ひつまぶし

269 ○ 和食・広島焼　メープル 中原町2-13-21 049-225-9175 広島焼き、和食、お酒

270 ○ 和食処まどい
菅原町7-34

川越第一ホテル1F
049-299-5366 和食

271 ○ 和食花 南通町13-3 049-223-7025 和食

272 × 和創菜と四季のすし　風凛 仲町6-4 049-222-0231 すし　和食

273 ○ ワッフルカーン 脇田町8-1 049-222-5700 ワッフル　各種ドリンク

274 × 和処　貴力 南通町13-1 049-227-3444 和食/寿司
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