
特別定額給付金町内消費ガイド 

 今回、「広報よりい特別号 特別定額給付金町内消費ガイド」を発行する

にあたり、寄居町商工会や町公式ホームページを通じて、掲載の募集をし

たところ、１２４事業者から掲載希望をいただきました。問い合わせにつきま

しては、各事業者へ直接お願いします。 

 なお、町公式ホームページおよびＩｎｓｔａｇｒａｍ【＠yorii_no_chikara】

に、事業者を順次追加し、最新の情報を掲載していきます。 

事業者の紹介 

…飲食業 

…サービス業 

…小売業 

…建設業 

日本料理喜楽 

2,160円のランチ（平日） 

テイクアウト有 

住所 寄居998 

電話 581-0200 

定休日 月 

ホームページ 有 

木もれびKitchen 

石窯ピザを始め、手作りに

拘ったメニューをご用意。 

住所 桜沢298-1 

電話 514-7510 

定休日 木 

ホームページ 有 

お米caféさかもと 

まんぷく弁当、心をこめて

お作り致します。 

住所 寄居1169-1 

電話 514-7788 

定休日 月 

ホームページ 有 

薪石窯ＰＩＺＺＡたんぽぽ 

森に面したテラス席で 

お食事が楽しめます。 

住所 今市790-2 

電話 582-2579 

定休日 火・水 

ホームページ 有 

山の里 

定食 お好み焼き 

カラオケ テイクアウト 

住所 立原858-5 

電話 090-2748-6031 

定休日 水 

ホームページ 無 

鈴 

お好み焼き・カレー他 

テイクアウト￥500以下 

住所 桜沢2287-2 

電話 586-0330 

定休日 火・水 

ホームページ 無 

まるい食堂 

冷めてもおいしい！ 

たれかつ弁当 電話注文で！ 

住所 桜沢558-3 

電話 581-5029 

定休日 水 

ホームページ 無 

そば酒場 吾里 

手打ちそばと 
居酒屋つまみで一杯どうぞ。 

住所 鉢形115-1-103 

電話 586-1322 

定休日 日 

ホームページ 無 

寿し信 

にぎり、ちらし、助六、 

伊達巻（要予約） 

住所 寄居853-3 

電話 581-0305 

定休日 月 

ホームページ 無 

金之介ほるもん 

寄居駅南口から走って6秒！ 
ご来店お待ちしております！ 

住所 寄居1231-3 

電話 581-1418 

定休日 月 

ホームページ 有 

居酒屋か～む 

美味しい料理とお酒が豊富 

駐車場有 駅近 

住所 寄居1222-1 

電話 580-0007 

定休日 日 

ホームページ 有 

正喜バル 

薪窯でピザを焼いてます。 

テイクアウトもできます。 

住所 寄居582 

電話 577-5866 

定休日 不定休 

ホームページ 無 

食堂＆茶屋ＣＨＩＬＬ 

パスタ・うどん・カレー・

コーヒー・ケーキ等 

住所 寄居1097-6 

電話 501-5515 

定休日 火夜・水 

ホームページ 有 

枕流荘 京亭 

京亭定番の鮎飯と季節の

料理をお楽しみください。 

住所 寄居547 

電話 581-0128 

定休日 火 

ホームページ 有 

二代目三宝軒 

ラーメン各種テイクアウトも

対応致します! 

住所 赤浜933 

電話 501-6119 

定休日 火 

ホームページ 有 

ビストロ酒場 伊達男 

昼はカフェ！ 

夜はビストロ酒場！ 

住所 寄居1477-1 2階 

電話 577-4933 

定休日 火 

ホームページ 有 
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特別定額給付金町内消費ガイド 

焼肉寄居亭 

焼肉だけでなく 
お食事だけでもお気軽に！ 

住所 桜沢945-1 

電話 581-2396 

定休日 木 

ホームページ 有 

どすこい喫茶やまこ 

2周年記念農薬不使用 

酵素玄米お結び大盛り 

住所 金尾443-6 

電話 090-2988-0440 

定休日 火・水・日 

ホームページ 有 

鮨富 

旬の魚介類や野菜を使っ

た料理をぜひ鮨富で！！ 

住所 用土1894 

電話 584-4668 

定休日 不定休 

ホームページ 無 

GORIGORI CAFE 

蒟蒻・心太を使用した 

パフェも人気です！ 

住所 桜沢482 

電話 581-0121 

定休日 月 

ホームページ 有 

BEAR COFFEE 

Specialty coffeeを 

使用した美味しいコーヒー 

住所 寄居267-7 

電話 090-2165-1302 

定休日 日・月 

ホームページ 有 

元六庵 

厳選された新鮮素材で 

和を奏でた本格和食！ 

住所 末野928 

電話 581-3715 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

鮨 幸乃 

町内出前可、持帰り可 

宴会、法事（要予約） 

住所 用土876-2 

電話 584-7560 

定休日 水 

ホームページ 有 

ラヴェンナ 

30種類のスパゲティー、 
10種類のピザ、肉料理も豊富！ 

住所 桜沢724 

電話 581-6829 

定休日 月 

ホームページ 有 

Kitchen&Bar Bacco 

6月中、広報見たと言って！ 

お通しサービス 

住所 桜沢1549-5 

電話 070-4296-7723 

定休日 水 

ホームページ 有 

モトソバヤdeカフェ 

石窯薪焼きの手ごねカン

パーニュ。ご予約制です。 

住所 桜沢879-1 

電話 070-1515-8262 

定休日 火 

ホームページ 有 

金太郎 寄居駅前店 

持帰り出来ます。モツ煮

800ｇ 1,000円（税込） 

住所 寄居1227 

電話 581-5005 

定休日 不定休 

ホームページ 無 

今井屋 

たれかつ丼 

お持ち帰りもできます。 

住所 寄居1236-1 

電話 581-0464 

定休日 日 

ホームページ 無 

料亭 園 

慶事・法要・ご会食 

広いお部屋だから安心 

住所 保田原203-6 

電話 581-1816 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

横浜屋 

夏の風物詩 

冷し中華がおすすめ！！ 

住所 寄居1242-2 

電話 581-4630 

定休日 水 

ホームページ 無 

やきとり田なべ 

豚のこめかみのみを使用

したかしらの串焼き！ 

住所 寄居1231-4 

電話 581-1251 

定休日 水 

ホームページ 無 

うさぎや 

皆さまに久しぶりにお会い出来

るのを楽しみにしております。 

住所 寄居1536-3 

電話 586-1035 

定休日 月 

ホームページ 無 

鵬鮨 

夕方5：00から営業 

（宴会・法事 予約 昼有） 

住所 桜沢74-1 

電話 581-9200 

定休日 水 

ホームページ 無 

麺処青野 

素材にこだわった 
らーめんを提供しています。 

住所 保田原215-1 

電話 501-8507 

定休日 火 

ホームページ 無 

松風 

おろしそば、ざるそば 

冷したぬきそば 

住所 寄居1633 

電話 581-3704 

定休日 木 

ホームページ 無 

焼肉たてがみ 

昼は豚丼！夜は焼肉！ 

テイクアウトOK！ 

住所 末野107-1 

電話 580-0797 

定休日 木 

ホームページ 無 

自家焙煎珈琲店 洗濯船 

スパゲティー、プレスサンド 

焼うどん、珈琲豆 

住所 寄居984-1 

電話 581-4097 

定休日 不定休 

ホームページ 無 

サンキ寄居店 

Ｔシャツまつり（紳士、 

婦人、子供） 大特価！ 

住所 寄居1443-1 

電話 581-8981 

定休日 年中無休 

ホームページ 無 

グリーンケア 寄居店 

介護用品 

福祉用具のことなら！ 

住所 寄居1546-1 

電話 580-0603 

定休日 日・祝 

ホームページ 無 

繁盛倶楽部 花園屋 

地酒？白扇・琥珀の響 

自販機24時間営業中！ 

住所 寄居48-6 

電話 581-0368 

定休日 月 

ホームページ 無 

鐘撞堂 
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特別定額給付金町内消費ガイド 

㈲神田金物店 

美和ロック代行店 

合鍵・錠前交換致します。 

住所 寄居880 

電話 581-1113 

定休日 日 

ホームページ 無 

シューズイワタ 

つまずきにくい靴 
ヒザのトラブルを予防する靴 

住所 寄居902 

電話 581-0363 

定休日 月 

ホームページ 無 

寝具のタキザワ 

羽毛布団のリフォームＳ 

19,800円税別 

住所 桜沢564-1 

電話 581-0159 

定休日 月 

ホームページ 無 

㈲新島薬品 

ロングセラー化粧水 スキコン 

サンプル有ります。 

住所 寄居944 

電話 581-1115 

定休日 日 

ホームページ 無 

㈱酒井材木店 

ＤＩＹに最適 

品数も豊富です。 

住所 寄居1386 

電話 581-4554 

定休日 日・祝 

ホームページ 有 

丹助商店 

健康米贈答用セット 

有機雑穀各種あります。 

住所 寄居809 

電話 581-0012 

定休日 日 

ホームページ 無 

伊勢屋 

だんご、いなり寿司 

赤飯にぎり、季節の和菓子 

住所 寄居1287-10 

電話 581-0262 

定休日 土・日 

ホームページ 無 

大黒屋茶舗 

毎月1日・15日 

1割引きさせて頂きます。 

住所 寄居802 

電話 581-0407 

定休日 月 

ホームページ 無 

肉のみねぎし 

免疫力アップに!! 

『寄居名物、豚肉みそ漬』 

住所 寄居796 

電話 581-1377 

定休日 月 

ホームページ 無 

㈲丸一養鶏場 

農場前自販機にて 
産みたて新鮮たまご販売中 

住所 赤浜2832 

電話 582-1135 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

大谷豆腐店 

創業明治30年 
昔ながらの手造りとうふ！ 

住所 桜沢302-1 

電話 581-1204 

定休日 月 

ホームページ 無 

㈲升屋栄貫堂 

10分で5500歩！ 
乗るだけ振動マシン1回100円 

住所 寄居929 

電話 581-0500 

定休日 日・祝 

ホームページ 無 

はあとの森 

マグ、トート、Ｔシャツ他 

オーダー印刷 

住所 末野1645-1 

電話 580-7400 

定休日 日・祝 

ホームページ 有 

はらぐちじてんしゃ店 

専門店での 

早くて安心の修理を！！ 

住所 寄居978 

電話 581-1317 

定休日 月 

ホームページ 無 

㈲田口呉服店 

手作りマスク一枚450円 

朝顔・明日葉の苗進呈 

住所 寄居933-1 

電話 581-0479 

定休日 月 

ホームページ 無 

里の駅 アグリン館 

寄居蜜柑ジュース 
シフォンケーキ、肉汁うどん 

住所 折原1810-2 

電話 577-3743 

定休日 月 

ホームページ 有 

お茶の荻野園 

寄居の免疫力!! 
寄居蜜柑ジュース、エキナセア 

住所 寄居1625 

電話 581-8000 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

亀屋寝具店 

1級技能士（店主）による

手作り布団専門店 

住所 桜沢559-1 

電話 581-0465 

定休日 月 

ホームページ 無 

洋服の青山 埼玉寄居店 

皆様のご来店を心より 

お待ちしております。 

住所 寄居1365-3 

電話 581-8112 

定休日 年中無休 

ホームページ 無 

塚越畳店 

家具移動、見積無料 

お電話下さい。 

住所 鉢形2647-3 

電話 581-3254 

定休日 日・祝 

ホームページ 無 

かりゅうど 

トロトロのもつ煮 

脂の乗った辛口ホルモン 

住所 今市424-1 

電話 582-0972 

定休日 月 

ホームページ 無 

ふらわーぽっとＴｓｕｋｕｉ 

花が彩る様々な場面 
真心を込めてお届けします。 

住所 寄居916-12 

電話 581-2229 

定休日 月 

ホームページ 有 

イタモト洋品店 

紳士・婦人・学生洋品を 

取り扱っております。 

住所 寄居798 

電話 581-0247 

定休日 月 

ホームページ 無 

秩父屋 

大山どりの 

特製からあげを特売中 

住所 寄居845-4 

電話 581-0263 

定休日 日 

ホームページ 無 
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特別定額給付金町内消費ガイド 

コンビニエンス 

厳選された新茶、夏の冷茶 

ご用意しております。 

住所 立原356-1 

電話 581-5166 

定休日 水 

ホームページ 無 

やおとも㈱ 

ご来店で超得 
新鮮おまかせ野菜セットＡ・Ｂ 

住所 寄居855-2 

電話 581-1003 

定休日 土・日 

ホームページ 有 

福田畳店 

笑う門には福来たる！ 

住所 寄居563 

電話 581-1010 

定休日 日 

ホームページ 無 

さかい文具 

プラモデル ミニカー 

印鑑 ゴム印 事務学用品 

住所 寄居895-1 

電話 581-0096 

定休日 月 

ホームページ 無 

フラワーショップさかい 

プレゼント用花束等 

用意してお待ちしてます。 

住所 寄居898 

電話 581-0013 

定休日 月 

ホームページ 無 

エプロンマム 

500円弁当は 
ボリュームのＡ、ヘルシーなＢ 

住所 寄居904 

電話 581-8161 

定休日 不定休 

ホームページ 有 

玉淀製菓 

一枚一枚丁寧に 

手焼きしたお煎餅です。 

住所 鉢形266-5 

電話 581-7561 

定休日 不定休 

ホームページ 無 

原田新聞店 

１週間無料ためし読み 

受付中です。 

住所 寄居1660-2 

電話 581-0597 

定休日 土・日・不定休 

ホームページ 有 

yorii souvenirs 

寄居オリジナルの 
エコバッグ等を販売中です。 

住所 桜沢1180-1 

電話 090-1774-8165 

定休日 不定休 

ホームページ 有 

山栃丸太㈱ 

「まるちベンチ」ご予約で 

特製なべ敷プレゼント 

住所 桜沢997ｰ5 

電話 581-4721 

定休日 土・日 

ホームページ 有 

Newライフ オオサワ 

家電品販売、修理 

電気工事、住宅設備、他 

住所 牟礼1471-1 

電話 582-0019 

定休日 月 

ホームページ 有 

中古車販売サニー 

日本全国から仕入れてます！ 

買い取りも☆ 

住所 寄居1475-1 

電話 594-9347 

定休日 日 

ホームページ 有 

金井商店 

米・灯油配達から 
給湯器工事もやってます！ 

住所 寄居926 

電話 581-0201 

定休日 月 

ホームページ 無 

手づくりハム工房 

ドイツ国際食肉コンテスト

金賞受賞店 

住所 富田84-1 

電話 582-2954 

定休日 水 

ホームページ 有 

さとみ薬局 

元気な身体づくり応援 

健康相談できる店 

住所 寄居1234-3 

電話 581-5920 

定休日 日・祝 

ホームページ 無 

たたみの河田 

畳替えでリフレッシュは 

いかがでしょうか！ 

住所 赤浜862 

電話 0120-299-880 

定休日 日 

ホームページ 有 

㈲タイヘイ 

地域との繋がりを大切に 

オフィス・日用品販売 

住所 寄居1096-6 

電話 581-0284 

定休日 土・日・祝 

ホームページ 無 

シダラスポーツ 

2021スキー、スノーボード用品 

予約受付中 

住所 寄居1434-3 

電話 581-1266 

定休日 月 

ホームページ 有 

マツザキスポーツ 

原口文仁選手サイン入り

チャリティ用クラブ販売中 

住所 寄居996 

電話 581-1651 

定休日 月 

ホームページ 無 

イチワタおぶすま薬局 

今こそ免疫力アップ！ 

各種試飲できます！ 

住所 富田2917-2 

電話 582-2588 

定休日 日 

ホームページ 無 

アイ・メガネ 寄居店 

メガネ「除菌・洗浄」 

サービス開催中 

住所 寄居1615-1 

電話 580-0001 

定休日 水（祝除く） 

ホームページ 有 

JAふかや 

植木・盆栽で有名な 

野菜・切り花の直売所 

住所 用土831-1 

電話 584-2110 

定休日 年末年始 

ホームページ 無 

JAふかや 

新鮮な朝採り野菜が 

たくさんあります。 

住所 富田114-1 

電話 582-0909 

定休日 年末年始 

ホームページ 無 

㈱みかえり美人 

出張美容ＯＫ 
寄居町福祉理美容チケット可能 

住所 桜沢3629-1 

電話 581-8888 

定休日 火 

ホームページ 有 

（寄居スーベニア） 

せいこうえん 

ウエルビ 男衾農産物直売所 用土農産物直売センター 

㈱河田製畳 バルツバイン 
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特別定額給付金町内消費ガイド 

雨宮行政書士事務所 

遺言・相続、農地転用 

各種許認可 

住所 鉢形2857-1 

電話 050-1390-1995 

定休日 日 

ホームページ 有 

一橋ゼミナール 寄居校 

学校休校の遅れは 

当塾で補いましょう！ 

住所 寄居1332-7 

電話 581-9823 

定休日 日 

ホームページ 有 

会津接骨院 

平日20時、土曜祝日15時まで 

受付してます。 

住所 鉢形1248 

電話 501-6901 

定休日 日 

ホームページ 有 

大信観光タクシー 

運転免許返納割引実施中 

買い物にご利用下さい。 

住所 桜沢2234-1 

電話 581-1195 

定休日 年中無休 

ホームページ 無 

きれいになる店 せきぐち 

エステと栄養で 
体の内外からきれいに健康に 

住所 寄居1003 

電話 080-2020-7560 

定休日 月 

ホームページ 無 

寄居町平安会館 

広い式場で感染対策 

安心のお葬式 

住所 寄居916 

電話 581-2900 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

㈱きぬのいえ 

服の染め直しサービス 

始めました。 

住所 寄居1224-5 

電話 581-5298 

定休日 土・日 

ホームページ 有 

㈲本間タクシー 

創業昭和７年 
これからも寄居の皆様と共に 

住所 寄居955-1 

電話 581-0035 

定休日 年中無休 

ホームページ 無 

もみの木接骨院 

皆様の健康をお手伝い 

住所 桜沢509-1 

電話 581-1692 

定休日 日・祝 

ホームページ 無 

スポーツフレンド寄居 

免疫力UPには運動が 

効果的と言われています。 

住所 寄居231-1 

電話 581-8181 

定休日 月 

ホームページ 有 

峯岸自動車整備工場 

自動車の事なら 

何でもご相談下さい！ 

住所 寄居1048 

電話 581-1009 

定休日 第二土・日・祝 

ホームページ 有 

わんわん美容室チャッピー 

ワンちゃんのお手入れに

お出掛けください。 

住所 藤田89-7 

電話 581-1537 

定休日 月 

ホームページ 無 

風布にじます釣り堀センター 

3密を避けて 

風布の釣り堀へどーぞ!! 

住所 風布1955 

電話 581-4095 

定休日 火 

ホームページ 有 

カヌーテ 

カヌーで玉淀湖の自然を

満喫しませんか！？ 

住所 末野22 

電話 0494-66-0528 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

NailSalonSurya 

消毒疲れの指先を 

お手入れしませんか？ 

住所 用土2654-31 

電話 598-7706 

定休日 火・日・祝 

ホームページ 有 

ひだまり工房 

無農薬栽培で 
各種ジャムを手作りしました。 

住所 寄居366-3 

電話 586-1605 

定休日 土・日・祝 

ホームページ 無 

かんぽの宿 寄居 

宿泊・日帰り 営業再開！  

※人数制限等あり 

住所 末野2267 

電話 581-1165 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

あす綜合法務事務所㈱ 

相続対策、相続セミナー講師 

家系図作成 

住所 藤田318-1 

電話 594-6200 

定休日 土・日・祝 

ホームページ 有 

DogSalonChai 

愛犬撮影会開催 

愛犬の一瞬一瞬を写真に 

住所 桜沢2341-8 

電話 501-8687 

定休日 不定休 

ホームページ 有 

理容おおぜき 

そうだ！床屋へ行こう。 

30代が働く理容室 

住所 富田1730-14 

電話 582-1615 

定休日 月・第2第3火 

ホームページ 有 

髪遊び 理容こばやし 

全ての方に炭酸泉シャンプーを 

サービスしております。 

住所 鉢形563 

電話 581-3253 

定休日 月・火 

ホームページ 有 

理容ナカザワ 

丁寧と心の癒しを 
お客様に提供いたします！ 

住所 用土1575-2 

電話 584-3295 

定休日 月・第2第3火 

ホームページ 無 

佐橋表具店 

掛け軸、古書画の修復 

襖・障子の張り替え 

住所 桜沢197-1 

電話 581-6881 

定休日 日 

ホームページ 無 

private salon etoile 

完全予約制なので 

ゆったり癒しの時間を。 

住所 鉢形1693-1 

電話 070-3363-0416 

定休日 日・月 

ホームページ 有 

〜Chaiカメラ部〜 
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特別定額給付金町内消費ガイド 

TOYBOX 

お車の事なら 

何でもお任せください！ 

住所 赤浜676-1 

電話 582-3976 

定休日 不定休 

ホームページ 有 

一喜商事 

美味しい天然水を 

ご自宅までお届けします。 

住所 鉢形1955-3 

電話 0120-347-032 

定休日 土・日 

ホームページ 無 

大橋理容室 

新しい生活様式を 

ゆっくりと始めましょう。 

住所 寄居887-6 

電話 581-2559 

定休日 月・火 
（毎月最終火曜は営業） 

ホームページ 有 

ベルジュバンスサロン髪レディ 

ベルジュバンスは髪にも 

頭皮にも優しい弱酸性美容法 

住所 露梨子458-3 

電話 581-3440 

定休日 火・水 

ホームページ 無 

シルバー人材センター 

寄居の自然と共に 
シルバー会員元気に活動中 

住所 鉢形2609 

電話 581-3451 

定休日 土・日・祝 

ホームページ 有 

㈱ハシ塗装工業 

創業45年、地域に密着した 

塗装工事店です。 

住所 牟礼1528-12 

電話 582-1929 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

アート・コア㈱ 

集客をお手伝いする 

看板繁盛店作ります。 

住所 桜沢984 

電話 580-2560 

定休日 土・日 

ホームページ 有 

㈲新井電化設備 

困った事があれば、お電話

下さい。即対応します。 

住所 富田1708 

電話 582-0514 

定休日 土・日・祝 

ホームページ 無 

寺島建築㈱ 

お住まいの困りごと 

ご相談ください。 

住所 富田3886-9 

電話 582-3012 

定休日 日 

ホームページ 有 

シバサキ建築工房 

空気が廻る！太陽と風を

利用して温度差のない家 

住所 赤浜981 

電話 582-1011 

定休日 年中無休 

ホームページ 有 

吉德塗装 

内装、外装で気になる事

があれば、吉德塗装へ 

住所 牟礼1466-19 

電話 090-4827-9640 

定休日 日 

ホームページ 無 

ジェイムズ㈱ 

家族と仲間と贅沢なひととき 

如何でしょうか。 

住所 鉢形131-1 

電話 577-7716 

定休日 日 

ホームページ 有 

Coming Soon 
 

 

 

 

 

 

最新情報は、町公式ホームページおよびＩｎｓｔａｇｒａｍをご覧ください。 

@yorii_no_chikara 

寄居町商工会と株式会社まちづくり寄居では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

外出自粛によって大きな影響を受けている町内の飲食店を応援するための取り組み「おう

ち de まるちぇ TAKE OUT スタンプラリー」を実施しています。これまで、まちづくりの

一環として、定期的にマルシェ事業を町内の様々な場所で開催してきましたが、現在の状

況に鑑み、テイクアウト等を実施する飲食店を応援しています。 

専用の寄居町飲食店テイクアウト店舗情報サイトも開設済みです。 

https://yoriimachi-shokoka.wixsite.com/website 

おうちdeまるちぇ 

寄居町 
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