
スモリバLINEクーポン取扱店舗

店舗名 住所 営業時間 定休日 電話番号 種別

味の散歩道いわた家 小川町大塚1138 11：00～22：00 水曜日,月1日連休有 0493-72-0467
和食

居酒屋・カフェ

アテリコ
小川町小川169-1

ハイムシナジー小川町 １階

11：30～15：00

17：30～22：00
月曜日 0493-59-8292 洋食

yes美人風 小川町小川736-1 9：00～19：00 火曜日 0493-72-6353 美容・理容
エステハウスカネミ 小川町大塚173 9：00～18：30 月曜日 0493-74-1933 美容・化粧品等
エフ アローン 小川町大塚1175-1 10：00～18：00 土,日曜日 0493-59-8488 カフェ

おいでなせえ小川町駅前店 小川町大塚47-3 10：00～18：00 木曜日 0493-81-5670
ショッピング

酒・ジュース・食料品
太田ホルモン 小川町大塚45 16：00～22：30 日,第三月曜日 0493-72-1025 居酒屋

おがわ温泉 花和楽の湯 小川町角山26
10：00～22：00

(最終入館21：00)
不定休 0493-73-2683

観光：温泉

和食

小川ぐらしの茄子おやじ 小川町小川110-1
11：30～ カレールー売切ま

で
月,火,水曜日 0493-88-8112 カレー

おがわ食堂 小川町大塚45-7
11:30～14:00(L.O 13:30)

17:00～21:00(L.O 20:30)
日,月曜日 0493-72-0187 イタリアン

小川町肩腰痛みの専門整体院 小川町中爪594-1 10：00~20：00 日曜日,祝日 0493-81-3488 整体院

小川町観光案内所(むすびめ) 小川町大塚1176-5 9：30~17：00 年末年始 0493-74-1515
ショッピング

野菜・工芸品等
小川まちやど三姉妹 小川町大塚124-2 終日 なし 070-4500-9462 観光：宿泊
小川まちやどツキ 小川町大塚176-1 終日 なし 070-4500-9462 観光：宿泊

小川宿 鴻倫（内 エシカル） 小川町大塚46-1 7：00～24：00 不定休 0493-72-4455
観光：宿泊・グルメ

韓国料理・健康食品
オザワ美容室 小川町小川153-1 9：00~18：00 火曜日,第1,第3月曜日 0493-72-0377 美容・理容
カネミ薬局BeautyLabo 小川町大塚1151-7 9：00~19：30 日曜日 0493-72-0816 美容・化粧品等

カメラの秩父堂 小川町大塚76 10：00~18：00 木曜日 0493-72-0355
ショッピング

カメラ用品・写真館

靴 みやこや 小川町大塚236-1 10：00~18：00 水曜日 0493-72-5646
ショッピング

靴・履き物

クリーニングアニカみどりが丘店
小川町みどりが丘2-8-1

(ヤオコーみどりが丘店内)

10：00~19：00

(14：00~15：00 休憩)
木曜日 0493-72-7390 クリーニング

車鮨 小川町大塚280-1
11：30～14：00

17：00～22：30
火曜日 0493-73-0391 和食

小松屋本店小川駅前店
小川町大塚74-1

GMビル内
9：00~17：00 月曜日 0493-74-1166 和菓子

小松屋本店小川東店 小川町小川742-6 9：00~17：00 なし 0493-74-1144 和菓子

コワーキングロビーNESTo 小川町大塚7-4 9：00～18：00
土,日曜日,祝日（イベント開催時は

土,日,祝も営業）
0493-53-6717

コワーキングスペー

ス・カフェ

埼玉伝統工芸会館（工芸の里物産

館）
小川町小川1220

9：30~17：00

※最終入館16：30

月曜日(祝日の場合開館)

祝日の翌日(土,日,祝日の場合開館)

12/29~1/3

0493-72-1220 観光・ショッピング

酒蔵レストラン松風庵 小川町下古寺3-1
平日       11：00~15：00

土,日,祝 11：00~17：00
木曜日 0493-74-1234 和食・カフェ

麦雑穀工房 小川町大塚88-6
水~金    15：00~18：30

土,日,祝 11：00~18：30
月,火曜日 0493-72-5673

ビアバー・ボトル

ショップ

サラダ館小川町駅前店 小川町大塚88-3 10：00~19：00 月曜日 0493-72-4360
ショッピング

贈答品等
三金 小川町大塚1147-6 11：00～24：00 年中無休 090-4133-2473 居酒屋
三代目清水屋(駅前店) 小川町大塚1147-5 10：00~17：00 月曜日 0493-74-0100 和食・洋食
三代目清水屋(工房店) 小川町大塚93-1 10：00~17：00 日,月,水曜日 0493-72-0622 和食・洋食
自然処玉井屋 小川町大塚178-2 11：00~16：00 水曜日 0493-71-1450 和食
女郎うなぎ 福助 小川町小川97 11：30～14：30 月,火,水曜日 0493-72-0026 和食
杉田美容院 小川町大塚107-4 9：00～18：00 火曜日,第3月曜日 0493-72-0717 美容
寿司忠 小川町大塚1300-1 11：00~21：00 月曜日 0493-72-0018 和食

鮨処梅田 小川町小川734-3
11：30~14：00

17：00~22：00
月曜日,第2,第3火曜日 0493-73-2230 和食

晴雲酒造 売店 小川町大塚178-2 9：00~17：00 なし 0493-72-0055
ショッピング

日本酒等
セブンイレブン東小川店 小川町東小川4-6-10 24時間営業 なし 0493-74-6051 コンビニ
そば処パークヒル更科 小川町東小川3-10-10 12：00~14：00 月,火曜日 0493-74-0577 和食 日本そば
髙野治療院 小川町小川379-4 9：00~19：00 木.日曜日,祝日 0493-72-0848 はり・きゅう

ダスキン島崎 小川町下横田633 9：00～18：00 年中無休 0493-72-2866
ショッピング

清掃用具等

たばた商店 小川町高谷2608-1
平日 8：30~19：00

土.祝    9：30~19：00
日曜日 0493-72-0219

ショッピング

事務用品・文房具等
ツインズオート 小川町小川526-24 8：00~19：00 第2.3.4日曜,第1.3月曜日 0493-73-2025 自動車整備
デリカテッセンアーチャン 小川町小川370-4 9：30~19：00 月曜日 0493-72-4649 精肉・揚げ物・総菜等
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トミ美容室 小川町腰越455-1 10：00~18：00 火曜日,第3月曜日 0493-72-4130 美容・理容
中井屋 スタジオ140 小川町大塚28-1 9：00～21：00 不定休 090-1836-4974 音楽スタジオ

ナカバヤシ電気店 小川町青山845 10：00~19：00 日.月曜日 0493-72-3635
AV機器

ITサポート
ハウスクリーン楽々 小川町小川526-24 8：00~17：00 日曜日 0493-59-9770 清掃業
パティスリー トリヨンフ

※12月20日取扱終了
小川町青山634-1 10：00~19：00 水,木曜日 0493-72-2022

ショッピング

洋菓子等
華屋与兵衛小川町店 小川町小川62-1 10：30～23;00 なし 0493-71-0878 和食

ハリカ小川店 小川町青山712 10：00~18：00 月曜日 0493-72-3629
ショッピング

贈答品等
はりきゅう吉燈庵 小川町小川177 田中家⾧屋 9：00~19：00 (最終受付) 土曜日 0493-74-0111 はり・きゅう

ピンポン飯店 小川町大塚195-1 11：30～およそ15：00
月,水,木,金,土,日曜日

(雨の降ってない火曜日のみ営業)
080-6025-4368 エスニック・カレー

藤屋精肉店 小川町大塚1-4 10：00~18：30 日曜日 0493-72-0268 精肉・揚げ物・総菜等

ブリスクル珈琲
小川町下横田676-1

小川農産物直売所敷地内

平日11：00～16：00

土.日.祝10：30~16：00
火曜日 050-3578-0330 コーヒースタンド

ヘアーサロンスギタ 小川町腰越49-1 8：00～19：00 月曜日,第2.3火曜日 0493-73-2244 美容・理容

朋栄米穀・ガス 小川町大塚112 8：30~18：00 日曜日 0493-72-0749
ショッピング

米穀、ガス、灯油類

Hot屋 小川町大塚918-2
火~日 11：30~15：00

金,土   18：00~20：00
月曜日 0493-81-7390 カレー・和食

松島薬局 小川町大塚148-1
月~金 9：30~19：30

土        9：30~19：00
日曜日,祝日 0493-73-2827 薬局

帝松直売店 小川町下古寺3-2 9：30~17：00 1/1～1/3 0493-72-1234

ショッピング

日本酒等

酒造見学

道の駅おがわまち 小川町小川1220
9：00~17：00

※最終入店16：45

月曜日(祝日の場合開館)

祝日の翌日(土,日,祝日の場合開館)

12/29~1/3

0493-72-1220
ショッピング

野菜・地場産品等

有限会社宮沢燃料 小川町腰越57 8：00~19：00 なし 0493-72-0587
ショッピング

LPガス.灯油.器具等
ミララ 小川町下横田867-2 8：30~18：00 年中無休 0493-72-0555 自動車販売・修理
武蔵自動車 小川町中爪740-3 8：30~17：30 日曜日,第2土曜日,祝日 0493-72-3235 自動車販売・修理

武蔵とんナリー
小川町大塚47-3

(おいでなせえ小川町店2階)

12：00～14：00(LO.13:30)

18：00～21：00(LO.20:30)
水,木曜日 070-8976-3410 とんかつ

武蔵ワイナリー 販売所 小川町高谷104-1 10：00～17：00 なし 0493-81-6344
ショッピング

ワイン・食料品等

武蔵ワイナリー 玉成舎販売所 小川町小川197 玉成舎2F
11：00～20：00

角打は土日12:00～17:00
月,火曜日 080-7331-8870

ショッピング

ワイン・食料品等

村木米穀本店 小川町増尾111 10：00～19：00 日曜日 0493-72-0535
ショッピング

米穀・食料品等

麺工房かたくり 小川町小川1220
11：00~14：00

（最終入店13：45）

月曜日(祝日の場合開館)

祝日の翌日(土,日,祝日の場合開館)

12/29~1/3

0493-72-1220 和食

有機野菜食堂わらしべ 小川町小川197-4
11：00～20：30

（LO 20：00）
月,火曜日 0493-74-3013

カフェ

ショッピング

有機的大衆食堂トラットリア大塚 小川町大塚47-3 11：00～14：00
日,月,火,水,木曜日

(金,土曜日のみ営業)
080-8049-3944 洋食

洋菓子マルセン 小川町角山616-5 不定休 090-5992-4411 洋菓子

ラブリーチェーン 小川町腰越423
月~土 8：00~19：30

日,祝   10：00~18：00
なし 0493-72-2549 クリーニング

リビングショップヨシダ 小川町小川120-1 9：30~19：00 月曜日 0493-72-0215
ショッピング

生活用品等

RYUGU DINER 小川町小川91-1

11：00~14：00

17：00~24：00

(日曜日11：00～21：00)

なし 0493-81-7758 ハンバーガー

理容室ぷろぺら 小川町大塚110-2 8：30～18：00 火曜日、月に2回月曜日 0493-73-2088 美容・理容
理容しばさき 小川町飯田323-1 8：00～18：00 月曜日,第2,第3火曜日 0493-72-1437 美容・理容
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