
五十音順　ときがわ町新生活応援商品券　取扱い加盟店一覧 令和3年6月11日現在

以下の取扱い加盟店は「飲食・食料品限定券」「共通券」の両方が利用できます。

加盟店名 地域 業種・主な取扱い品等

あすなろ食堂 田中 青森色のあすなろが田中の食堂に

アライ 日影 手打ちうどん　定食

いこいの里大附　そば道場 大附 心を込めた手打ちそばです

居酒屋　嶋 瀬戸元上 おふくろの味…居酒屋

居酒屋　玉川 玉川 おいしい韓国料理の居酒屋

移動絵本屋「てくてく」 番匠 絵本（新刊古本）とハーブティー

移動販売車　眞美ちゃん 馬場 惣菜等のピンクの移動販売車

入沢屋 西平 手作りまんじゅう製造販売

il Cielo 玉川 イタリア料理

魚作本店 番匠 仕出し、お弁当、食材販売

大井戸うどん 玉川 全て手作り大井戸のうどん

大島屋 西平 食料品販売

大野特産物販売所 大野 地元産野菜、小物、おみやげ品

丘の上のパン工房ARAI 馬場 オニオン、小倉アンパンが人気

おさしみのたかやま 玉川 小売 セブンイレブンときがわ町田中 田中 コンビニエンスストア（小売）

忍田精肉店 玉川 からあげのお持ち帰り セブンイレブンときがわ町玉川店 玉川 ２４時間営業してます。

お茶の髙栁園 玉川 小売（狭山茶と茶器） 大衆酒場　春和 玉川 お刺身、から揚げ、焼きとり

恩田豆腐店 玉川 国産大豆の香り豊かなお豆腐です （有）髙栁製麺所 玉川 冷凍うどんセットはじめました。

かき氷　山田屋 田中 飲食 手打ちうどん　あたご 関堀 飲食店

かきぬま菓子店 田中 和菓子製造販売 （有）とうふ工房わたなべ 番匠 豆腐製造販売

かしま商店 番匠 食品販売 戸隠そば　成木屋 日影 そば　うどん店

割烹とき川 番匠 飲食店 とき庵 西平 地産地消自家製粉のそば屋です

かどや菓子店 玉川 和菓子、だんご とき川の小物屋さん 西平 喫茶

金井食品 玉川 青果業 ときがわブルワリー 大野 クラフトジュースの製造・販売

Cafe OLU OLU 玉川 手づくりのランチとスイーツ 都幾の丘 髙栁屋 玉川 おいしいうどん食べれるお店

Cafe&Dogrun LOVE WAN 瀬戸元下 ドッグラン、トリミング、カフェ となりん家 田中 土・日ランチのみ家庭料理

きら星 関堀 焼鳥店です。 （有）野原営業所 五明 LPガス・灯油配達

くぬぎむら体験交流館 椚平 冷汁うどんが美味しい季節です 橋倉屋 桃木 手打ちそば、うどん店

こぶたのしっぽ 日影 手作りハムとパンの店 比企がたり本舗　前澤屋 玉川 四季折々の美味しい和菓子をご用意

Kuma's Cafe 西平 ワッフルと水出し珈琲のカフェ ファミリーマート野原五明店 五明 コンビニエンスストア

古民家カフェ枇杏 番匠 地元野菜のお食事と甘味で一息 不二農産加工所 玉川 落花生、地元産なたね油加工販売

小和瀬屋商店 西平 酒類、プロパンガス ふれあいの里たまがわ 玉川 地元産野菜や飲食料品販売

彩食健美　里味 西平 飲食 BELL　WELL 大附 紅茶館ランチとクレープと紅茶

彩の國直売所 本郷 埼玉県認証の特別栽培米を販売 弁当ちゃちゃまる 玉川 お持ち帰りレストラン 火曜日定休

酒本精肉　都幾川店 関堀 精肉・惣菜・各種揚物 ぽっぽの木 瀬戸元上 オーガニックカフェ、自然食品

里山グリル　CHILLOUT 本郷 ステーキ専門テイクアウトギフト ぽんぽこ亭・ぽんぽこキッチン 番匠 ランチが好評！居酒屋もどうぞ

茶処　とまり木 玉川 シフォンケーキしかありませんが 萬蔵そば　尾張屋 桃木 日本そば

サラダ館都幾川店（有）田中屋 田中 酒類・ギフト・食料品販売 森の家 玉川 パン製造販売

三代目　魚徳 田中 手作り弁当を配達します！ ヤマザキショップときがわ店 番匠 小売店

しいの木 番匠 うどん店 有機農家の直売所ときのこや 関堀 有機野菜・加工品販売

JA埼玉中央　都幾川農林産物直売所 関堀 地元生産者が安全、安心をお届け よかよか　ｃafe 田中 喫茶店（菓子・コーヒー）

笑心料理きなせ 瀬戸元上 海鮮・鯨・手造料理テイクアウト ラーメンショップ玉川店 玉川 飲食店

昭和レトロな温泉銭湯　玉川温泉 玉川 日帰り温浴施設、温泉 和菓子　都幾本 西平 建具最中、木の村ようかん

雀川 日影 レストラン、弁当　テイクアウト 取扱い加盟店を随時募集しています！
　　■問い合わせ　ときがわ町役場観光推進室　電話0493-65-1584（直通）
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五十音順　ときがわ町新生活応援商品券　取扱い加盟店一覧 令和3年6月11日現在

以下の取扱い加盟店は「共通券」のみ利用できます。「飲食・食料品限定券」は利用できません。

加盟店名 地域 業種・主な取扱い品等

石井輪店 五明 自転車・バイク販売修理

(有)石川工務店　ときがわ営業所 西平 建設業、水道工事

Izumi Nail 日影 ジェルネイル・足裏角質除去

岩田園芸 玉川 花苗生産、四季の花壇苗

ウエルシア　ときがわ町玉川店 玉川 ドラッグストア

内田治療院 別所 マッサージ、鍼灸

エクステリア玉川 玉川 アルミサッシ カーポート ガラス

大澤観光（株） 玉川 企画旅行、バス手配等

大澤農機具店 馬場 水道設備工事、農機具販売修理 都幾川四季彩館 別所 日帰り温泉

大島燃料店 西平 LPガス・灯油・器具 ときがわホースケアガーデン 西平 馬たちとふれあったり、乗ったり

オートサービスTAMAGAWA 玉川 自動車整備 株式会社　ときがわ明覚 玉川 新聞各紙（読売、朝日、毎日他）

オートショップ　アライ 西平 自転車、オートバイ販売修理等 ときがわ木材有限会社 田中 木材、木製品の販売

（有）岡野設備 本郷 水道工事、修理、排水工事 ときたまひみつきち COMORIVER 本郷 BBQ・キャンプ場

株式会社越生タクシー 越生 タクシー、デマンド、ハイヤー （有）戸口建設 本郷 建設業（外構、解体、舗装等）

（有）小澤建設 玉川 住宅リフォーム 戸口自動車整備工場 西平 自動車整備

有限会社小野田材木店 田黒 木材販売・建築・リフォーム一式 鳶澤　鈴木工業 大附 外構工事 砕石販売施工 庭木伐採

小野田畳店 田黒 畳替えおまちしております。 ドラッグセイムス　都幾川店 桃木 ドラッグストア

家庭科学商会 玉川 家電製品販売 ナカザワ建築 瀬戸元下 包丁研ぎまな板削り・家具あり〼

有限会社角丸石油 玉川 ガソリンスタンド 長島電業社 玉川 電気・空調工事

有限会社鹿山油店 番匠 ガソリンスタンド (株)中村ストアー　都幾川店 馬場 小売スーパー

鹿山燃料店 玉川 ガス、灯油、ガス石油器具販売 根岸金物店 玉川 家庭金物、工具ほか

カントリー整体院 番匠 体の疲れ、歪み、肩凝り腰痛に！ 野口クリーニング店 玉川 オシャレなクリーニング

木のむらキャンプ場 大野 キャンプ場 羽工房 桃木 無垢の木の家具と小物

きものの丸喜 玉川 着物のことならお任せ下さい。 美容室　らいむ 田黒 ヘアーカラー、パーマ、カット等

キャンプ民泊ＮＯＮＩＷＡ 別所 アウトドアグッズの販売 美容室ドルチェ 日影 髪のお悩みご相談下さい。

ケイシー接骨院 田黒 マッサージ（手技） 美容室ルミネ・ジャム 五明 美容業

コスメティック　タナカ 玉川 化粧品、酒、食品 ファーストレイトゴルフ練習場 五明 ゴルフ練習場

コメリハードアンドグリーン　ときがわ店 玉川 ホームセンター 有限会社藤交通 日影 観光バス（送迎・冠婚葬祭可）

（有）小輪瀬自動車整備工場 桃木 自動車整備、販売 フラワーアレンジ教室　フラワーマーメイド 日影 フラワーアレンジレッスン、販売

小輪瀬輪店 玉川 バイク、自転車、販売修理 ヘアーサロン髪工房 玉川 理容業

埼玉中央農業協同組合　ときがわ支店 関堀 地域の活性化を応援いたします。 ヘアーサロン　サンシャイン 玉川 理容業

協同組合　彩の森とき川 西平 立木の伐採、木材、木製品の販売 ヘアーサロンババ 関堀 理容業

有限会社サイホク 本郷 水回り塗装大工リフォーム全般 ベイシアマート　ときがわ店 玉川 スーパー

有限会社サイワ 本郷 自動車整備 車検点検・板金塗装 訪問医療マッサージぺいんぽいんと治療院 日影 訪問マッサージぺいんぽいんと

坂下建具 本郷 木製建具全般、販売、取付等 堀井自動車 関堀 自動車整備、販売、板金塗装

坂本屋商店 西平 金物等日用雑貨 本郷理容室 本郷 理容業

サロン　ナチュラル 五明 女性専用エステ・ボディーケア 前田商店 番匠 LPガス、灯油、各種燃焼器具

慈光寺焼 比良陶苑 五明 天目釉を使った陶器製造と販売 町田左官工業 大附 左官のことならおまかせ下さい

清水建具 玉川 建具業 町田モータース 玉川 自動車整備・販売

有限会社　杉田建設 別所 住まいのリフォームご利用ください 有限会社　松本建設 玉川 木の家　新築・リフォーム

澄香 五明 手作りせっけんとアロマの販売 慢性腰痛専門整体院-TOKI- 西平 症状の原因を全身徹底検査!!

関根自動車 五明 自動車販売、整備 みやび整体院 五明 吸い玉療法の整体院

ソフィーカンパニー 日影 化粧品と健康食品のまるかん 村田木工所 玉川 木製建具製造、取付、修理等

タイヤショップウエスト 田黒 小売業 有限会社村田屋 玉川 婦人洋品・小中学校指定衣料品

多岐接骨院 番匠 はり、きゅう、マッサージ施術中 ヤクルトときがわセンター 瀬戸元下 ヤクルト、その他　飲料の販売

（有）タケダふとんセンター 田中 ふとん製造・小売業 やまぐち理容所 大野 理髪業

建具会館 西平 木工品、農林産物 （有）山﨑工務店 桃木 住宅リフォーム・増改築

玉川カントリークラブ 玉川 ゴルフ場 山嵜理容所 馬場 理容所

玉川建築 玉川 建築工事・リフォーム全般 ラスタオート 玉川 車検整備、新車・中古車販売

(株)ツーワン 西平 木製品製造業 ラテン美容院 玉川 送迎します、着付けいたします。

陶芸ケロッグ 五明 陶芸教室、体験あり、うつわ販売 理容あおやま 西平 理容業

堂平天文台　星と緑の創造センター 大野 宿泊（キャンプ場） 理容あずま 西平 コロナ対策万全、昭和レトロの店

とき川SS 五明 ガソリンスタンド 理容馬場 玉川 理容業

ときがわカンパニー合同会社 五明 起業家育成・書店・情報発信業
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