
プレミアム振興券～あの花ver.～　取り扱い店舗 2013.2.24時点
No. 店舗名 住所 営業時間 定休日 グッズ取扱店

1 雑貨　あ・り・す 秩父市宮側町15-14 10:00～18:00 定休日(水)
2 いのうえ商店 秩父市本町3－1 10:00～18:00 定休日(月)
3 永徳屋 秩父市本町3-13
4 秩父そば　近江屋 西武秩父仲見世通り 8:00～19:30（営業時間は店舗によって異なりま
5 大関古美術店 秩父市東町13-2 10:30～17：30 定休日(水・第三日曜)
6 刀屋商事 秩父市本町4-3 10：00～19：00 水・第三木
7 香音 秩父市番場町10-5
8 カラオケ　セゾン 秩父市山田192-4 平日：12：00～26：00/土日：12：00～28：00 年中無休
9 喫茶　まいん 秩父市本町3－1 11:00～17:00 定休日(水)

10 喫茶八幡屋本店 秩父市番場町8-18 12：00～18：00（LO　食事17：00　ドリンク17：30） 定休日(不定期)
11 近亀時計店 秩父市中町6-1 10：00～19：00 定休日(水)
12 蔵部るみん 秩父市本町3－1 １8：００～２３：００ 営業日（土・日・祝）
13 小石川書店 秩父市東町22-5 9:00～19:00 定休日（日）
14 寿屋　衣裳店 秩父市本町2-19 9：30～6：30 定休日(火・第3水)
15 お食事処　さくらい 長瀞町長瀞800-7 11:00～17:00（売り切れ時閉店） 不定休
16 さくら歯科 秩父市道生町23-9
17 茶sasa茶 秩父市本町3－1 10:00～16:00頃まで 定休日(水・日曜日は不定期)
18 さぬきや 秩父市本町5-9 17：00～24：00 定休日(日)
19 時習堂 秩父市本町4-5 10：00～21：00 ○
20 自然郷東沢 秩父郡横瀬町芦ヶ久保11317-1
21 秩父地場産センター 秩父市宮側町1-7 ９：３０～１８：００ 年中無休 ○
22 松林堂 秩父市本町6-1 10：00～19：00 定休日(水)22 松林堂 秩父市本町6-1 10：00～19：00 定休日(水)
23 世界商事 秩父市本町4-23 9：00～19：00　 定休日(火)
24 せせらぎ荘 秩父市寺尾3441-6 10:00～18:00 年中無休
25 そばの杜 秩父市本町3-1 (昼)11:30～14:30(夜)17:00～20:00 定休日(水)
26 大雲 秩父市日野田町1-10-11 11：30～14：00　5：00～9：00 定休日(木)
27 泰山堂カフェ 秩父市番場町11-6 12：00～19：00 定休日(火・第3水)
28 (有)太陽 秩父市桜木町18－3
29 小さな夢のおもちゃ箱　たつみや 秩父市宮側町19-1 10：00～18：30 定休日(水) ○
30 手打ちそば田中屋 秩父市下影森810-1 店舗改装のため3月迄休業 定休日(月)
31 玉木家 秩父市番場町9-5 11:00～19:00 定休日(日・不定期)
32 談話室　集 秩父市本町3－1 １０：００～１7：００ 定休日(月・水)
33 秩父ガラス工房 秩父郡横瀬町芦ヶ久保11317-1
34 ほっとすぽっと　ちちぶ館 秩父市宮側町18-2 10：00～18：00 年中無休 ○
35 知々夫ブランド館 秩父市本町2-17 9:00～16:00 定休日(水)
36 ちちぶ屋 秩父市中宮地町25-22 11：00～16：00 定休日(木)
37 秩父ラーメン 西武秩父仲見世通り 8:00～19:30（営業時間は店舗によって異なりま
38 秩父チャレンジショップ 秩父市上野町805-14 10：00～19：00 定休日（火）
39 とんかつキング 秩父市宮側町5-9 11:00～14:00 (ランチ)  17:00～21:00 定休日(日)
40 仲見世 お食事処 西武秩父仲見世通り 8:00～19:30（営業時間は店舗によって異なります）
41 仲見世 おみやげひんコーナー 西武秩父仲見世通り 平：11：00～18：30　日：～19：00
42 仲見世 地酒屋 西武秩父仲見世通り 8:00～19:30（営業時間は店舗によって異なります）
43 ねこじゃらし 西武秩父仲見世通り 8:00～19:30（営業時間は店舗によって異なりま ○
44 花いかだ 秩父郡横瀬町横瀬1247-6 11：00～売り切れ次第終了 定休日（木・金）
45 武甲酒造・柳田総本店 秩父市宮側町21-27 8：00～17：30 定休日・不定期
46 ベスト電器　矢尾秩父店 秩父市中町3-16 10：00～19：00 定休日(水)(例外あり)
45 武甲酒造・柳田総本店 秩父市宮側町21-27 8：00～17：30 定休日・不定期
46 ベスト電器　矢尾秩父店 秩父市中町3-16 10：00～19：00 定休日(水)(例外あり)
47 ベビー丸信 秩父市阿保町11-3
48 宝来鮨 秩父市本町4-20
49 松本屋酒店 秩父市東町6-10
50 やきとり屋まめちゃん家 秩父市道場町23-11 １8：００～ 不定期
51 丸信 秩父市阿保町11-3 ○
52 まるなか 秩父市東町15-3 ？
53 道の駅　ちちぶ 秩父市大宮4625 9:00～19:00（レストランは11:00～17:00） 年中無休 ○
54 水戸屋本店 秩父市本町1-22 9：00～19：00 定休日(火)
55 みのり食堂 秩父市宮側町16-11 11：30～14：30　5：30～8：30 定休日(月)
56 みふね 秩父市本町１−２１ 10:00～19:00 年中無休 ○
57 みやび庵 秩父市日野田町2-6-24 11：00～15：00　 不定期
58 宮前薬局 秩父市東町13-7 10：00～19：00 定休日(日・祝祭日)
59 矢尾百貨店 秩父市上町1丁目5-9 10：00～19：00 定休日(水)(例外あり)
60 八幡屋本舗 秩父市番場町8-18 8:00-20:00 年中無休
61 山中電機商会 秩父市相生町7-12 9:00～19:00
62 なつかし屋「やまへい」 秩父市本町3－1 10：00～18：00 定休日(水)
63 わへいそば 秩父市中村町1-4-13 11：00～18：00（売り切れ終了） 定休日(木)

プレミアム振興券～あの花ver.～　　　購入出来るお店
No 名前 住所 営業時間 定休日 グッズ取扱店

1 秩父地場産センター 秩父市宮側町1-7 ９：３０～１８：００ 年中無休 ○
2 道の駅　ちちぶ 秩父市大宮4625 9:00～19:00（レストランは11:00～17:00） 年中無休 ○
3 知々夫ブランド館 秩父市本町2-17 9:00～16:00 定休日(水)3 知々夫ブランド館 秩父市本町2-17 9:00～16:00 定休日(水)
4 ほっとすぽっと　ちちぶ館 秩父市宮側町18-2 10：00～18：00 年中無休 ○
5 時習堂(CD・DVD販売コーナー) 秩父市本町4-5 10：00～21：00 ○
6 ねこじゃらし 西武秩父仲見世通り 8:00～19:30（営業時間は店舗によって異なります） ○
7 みふね 秩父市本町１−２１ 10:00～19:00 年中無休 ○

詳しくは、MICのサイトで！→http://miconweb.web.fc2.com/atica/


