店舗名

あ

営業時間

定休日

電話番号

アイメガネ小川大塚店

小川町大塚541-1

10:00~19:30

なし

0493-73-0001

青星屋

小川町大塚28-1

18:00~0:00

月・火・水・木曜日

080-2523-0022

あくざわ治療院

小川町下里1104-2

9:00~19:00

なし

0493-72-5550

味の散歩道いわた家

小川町大塚1138

11:00~22:00

水曜日・月2日休み有

0493-72-0467

yes美人風

小川町小川736-1

9:00~19:00

火曜日

0493-72-6353

いずみ接骨院

小川町小川721-4

8:30~20:00

なし

0493-73-2328

いせや

小川町大塚46-1

9:30~18:00

月曜日

0493-72-0482

火曜日（第５火曜日除く）

0493-81-3785

通常11：00～14：30

逸品居中国料理

小川町大塚1271-2

有限会社伊藤自動車整備工場

小川町小川468-6

8:30~17:30

日曜日・祝日

0493-72-0657

いろり

小川町勝呂423-1

10:00~16:30

月曜日・火曜日

0493-73-0040

インテリア・タバタ

小川町小川144-1

9:00~18:00

月曜日

0493-72-0642

水曜日(祝日の場合は営業)

0493-74-5220

17：00～23：30

11:30~14:30

インド料理ラジュモハン

小川町腰越646-3

う゜

小川町腰越448-5

11:00~22:00

水曜日

090-7172-6667

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

FALLONE

小川町大塚1175-1

10:00~18:00

日曜日

0493-59-8488

おいでなせえ小川町

小川町勝呂541-1

9:00~18:00

なし

0493-59-6988

太田ホルモン

小川町大塚45

16:00~23:00

日曜日・第3月曜日

0493-72-1025

大塚商会

小川町中爪420-1

9;00~17:00

日曜日・祝日(繁忙期除く)

0493-72-1206

オカモトセルフ嵐山小川

小川町東小川5-16-20

4:00~2:00

年中無休

0493-81-7767

おがわ温泉花和楽の湯

小川町角山26

10：00～24：00

不定休

0493-73-2683

小川観光タクシー

小川町大塚1178-1

7:00~0:30

なし

0493-72-2015

小川ぐらしの茄子おやじ

小川町小川110-1

11：30～15：00

月曜日・火曜日

0493-88-8112

日曜日

0493-72-0187

17:00~20:00

11：30～14：00

おがわ食堂

小川町大塚45-7

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

小川町大塚176-1

終日

なし

090-6566-9234

10:00~17:00

なし

0493-72-6266

日曜日

0493-72-0763

小川まちやどツキ
小川眼鏡

か

住所

小川町みどりが丘2-8-1
(ヤオコーみどりが丘店内)

16：30～22：00

平日 7:00~19:00

奥平石油店

小川町小川479-1

小熊電気商会

小川町小川717-5

9:30~18:00

月曜日

0493-72-0582

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

オシヤ

小川町大塚74-5

9：30～18：30

月曜日

0493-72-4519

カットハウスピットイン

小川町東小川3-10-13

9:00~19:00

月曜日・第3火曜日

0493-74-0337

割烹角屋

小川町大塚1301

月曜日

0493-72-0457

割烹むらさき

小川町大塚20

水曜日・第1火曜日

0493-72-1417

割烹旅館二葉

小川町大塚32

月曜日

0493-72-0038

金子園茶陶器店

小川町小川115

9:00~17:30

月曜日

0493-72-0508

カネミ薬局BeautyLabo

小川町大塚1151-7

9:00~19:30

第1,第3日曜日

0493-72-0816

株式会社武州めん

小川町小川499-1

11:00~17:00

なし(但し年始休みあり)

0493-72-1133

紙すきの村

小川町小川1091

10:00~16:00

カメラの秩父堂

小川町大塚76

醸し家ダイニング

小川町大塚39

curry&noble強い女

小川町大塚171-7

観光案内所(むすびめ)

小川町大塚1176-5

靴みやこや

小川町大塚236-1

祝

7:00~18:00

12:00~22:00
(最終入店 20:00)
11:00~14:00
16:00~22:00
11:30~14:30
16:30~20:00

10:00~18:00
11:30~14:30
16:00~23:00
11:00~14:30
18:00~23:00
9:30~18:30(~9月末まで)
9:30~17:00(10月~)
10:00~18:00

月曜日・火曜日
夏季休業あり

0493-72-2919

木曜日

0493-72-0355

火曜日

0493-81-3175

月曜日

0493-81-5681

なし(年末年始)

0493-74-1515

水曜日

0493-72-5646

店舗名
クリーニングアニカ小川店

クリーニングアニカみどりが丘店

さ

住所
小川町大塚1152-1

営業時間
10:00~19:00

(小川ショッピングセンター内) (14:00~15:00 休憩)
小川町みどりが丘2-8-1

10:00~19:00

(ヤオコーみどりが丘店内)

(14:00~15:00 休憩)

定休日

電話番号

木曜日

0493-73-2220

木曜日

0493-72-7390

クリーン住まいる

小川町木部46-4

8:30~20:00

不定休

0120-206-303

クリナス

小川町青山1323-8

8:00~17:00

土曜日・日曜日・祝日

0493-73-1477

車鮨

小川町大塚280-1

11:30~22:30(休憩有)

火曜日

0493-73-0391

グレーシーやはた

小川町大塚76-1

10:00~18:00

月曜日・第2日曜日

0493-72-2111

小松屋本店小川駅前店

小川町大塚74-1GMビル内

9:00~17:00

なし

0493-74-1166

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

コワーキングロビーNESTo

小川町大塚7-4

9:00~18:00

土曜日・日曜日・祝日

0493-53-6717

月曜日(祝日の場合開館)
埼玉伝統工芸会館

小川町小川1220

9:30~17:00

祝日の翌日

※最終入館16:30

(土,日,祝日の場合開館)

0493-72-1220

12/29~1/3

た

麦雑穀工房

小川町大塚88-6

茶房藤善
佐山商店
サラダ館小川町駅前店

小川町大塚88-3

水~金

15:00~18:30 LO

月曜日・火曜日

0493-72-5673

土,日,祝 11:00~18:30 LO

(祝日の場合は営業・振替休有)

小川町角山192-6

11:30~15:00

日曜日・祭日

0493-72-0868

小川町小川1065

8:00~17:00

日曜日・祭日

0493-72-0323

10:00~19:00

月曜日

0493-72-4360

不定休

0493-72-0007

平日 9:30~19:00

三星社

小川町大塚1187

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

三代目清水屋(工房店)

小川町大塚93-1

10:00~17:00

日曜日・月曜日・水曜日

0493-72-0622

JA埼玉中央小川直売所

小川町下横田676-1

9:30~16:00

火曜日

0493-74-3396

自然食の店リフレ

小川町大塚180-2

10:00~17:00

日曜日・月曜日

0493-74-0971

自然処玉井屋

小川町大塚178-2晴雲酒造内

11:00~

水曜日(祝祭日は営業)

0493-71-1450

女性のための鍼灸サロンつぼみ

小川町腰越174-1

8:30~

月・水・木・金・日曜日

0493-72-5010

女郎うなぎ福助

小川町小川97

11：30～14：30

月曜日・火曜日・水曜日

0493-72-0026

杉田サイクル

小川町大塚244

10:00~18:00

月曜日・第3火曜日

0493-72-0509

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

寿司忠

小川町大塚1300-1

11:00~21:00

月曜日

0493-72-0018

月曜日・第2,第3火曜日

0493-73-2230

日曜日

0493-72-0598

木曜日

0493-72-0186

なし

0493-72-0055

木曜日

0493-72-5503

日,祭 10:00~18:00

11:30~14:00

鮨処梅田

小川町小川734-3

鈴木商店

小川町大塚1185-1

スナック紫蘭

小川町大塚45

晴雲酒造株式会社

小川町大塚178-2

精華

小川町大塚75-1

セブンイレブン東小川店

小川町東小川4-6-10

24時間

なし

0493-74-6051

そば処ごうど

小川町奈良梨952

11:00~14:30

火曜日・水曜日

0493-72-1881

そば処しむら

小川町大塚74-5

11:00~18:30

金曜日

0493-72-0840

そば処パークヒル更科

小川町東小川3-10-10

月曜日

0493-74-0577

第2いずみ接骨鍼灸院

小川町腰越174-1

8:30~19:30

水曜日・日曜日

0493-72-5010

髙野治療院

小川町小川379-4

9:00~19:00

日曜日・祝祭日

0493-72-0848

竹鮨

小川町大塚930-8

11:30~20:30

水曜日

0493-72-1416

ダスキン島崎

小川町下横田633

9：00～18：00

日曜日

0493-72-2866

館乃小川店・寿司と手打ちそば

小川町高谷1384-1

11:00~22:00

元旦のみ

0493-74-6611

日曜日

0493-72-0219

8:00~18:00

日曜日

0493-73-2025

24時間

なし

0493-74-3902

たばた商店

小川町高谷2608-1

ツインズオート

小川町小川526-24

デイリーヤマザキ小川日赤病院前店 小川町高谷1203

17:00~22:00
7:00~18:00
昼(月,水.金) 11:30~14:30
夜

19:00~24:00

9:00~17:00

11:00~14:00
18:00~20:00

平日 8:30~19:00
土

9:30~19:00

店舗名

な

定休日

電話番号

小川町大塚18

9:00~19:00

月曜日

0493-72-0105

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

とね川商店

小川町靱負697

7:30~19:00

木曜日

0493-72-5831

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

ドライクリーナース明月

小川町大塚250-5

9:00~19:00

日曜日

0493-72-0645

ナカバヤシ電気店

小川町青山845

10:00~19:00

月曜日

0493-72-3635

仁木茶店

小川町小川120-5

9:00~18:00

日曜日

0493-72-0966

肉の大ふみ

小川町東小川3-10-9

10:30~18:45

月曜日・第1,第3火曜日

0493-74-0023

不定休

0493-72-0549

パーソナル整体院

小川町腰越207

通常 8:00~19:00
日,祭 8:00~18:00

小川町上横田911-8

10:00~22:00

金曜日

080-3525-4149

ハウスクリーン楽々

小川町小川526-24

8:00~18:00

日曜日

0493-73-2025

パティスリートリヨンフ

小川町青山634-1

10:00~19:00

水曜日

0493-72-2022

早川薬局

小川町大塚227-4

9:00~19:00

日曜日・祭日

0493-59-8888

ハリカ小川店

小川町青山712

10:00~18:00

月曜日

0493-72-3629

日野屋酒店

小川町大塚175-3

9:00~18:00

月曜日

0493-72-0114

美容室レーヴ

小川町大塚1254-7

10:00~20:00

月曜日・火曜日

0493-72-5326

FUNKYDININGくろまさ総本店

小川町大塚74-1GMビル1F

17:00~23:00

日曜日

0493-72-0188

藤屋精肉店

小川町大塚1-4

10:00~18:30

日曜日

0493-72-0268

武州めん本店

小川町小川500-1

なし(但し年始休みあり)

0493-72-1212

9:00~19:00

月曜日

0493-74-1187

10:30~16:00

火曜日

050-3578-0330

リラクゼーションベース

フラワーショップタカイチ
ブリスクル珈琲

ま

営業時間

凸坊輪店

肉の大森

は

住所

小川町大塚1166
小川町下横田676-1
小川農産物直売所敷地内

平日

11:00~14:30

土,日,祝 11:00~15:00

分校カフェMOZART

小川町下里824-1

11:00~16:00

金曜日

0493-81-3015

ヘアーサロンあらい

小川町下里1160-4

8:30~19:00

月曜日・火曜日

0493-72-3628

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,第3火曜日

0493-73-2244

ヘアーサロンタカナシ

小川町大塚209-1

8:00~19:00

月曜日・第2,第3火曜日

0493-72-1490

ヘアーサロンハシモト

小川町大塚249-6

8:00~19:00

月曜日・第2,第3火曜日

0493-72-0999

火曜日

0493-72-1352

日曜日

0493-72-0749

月曜日

0493-81-7390

日曜日

0493-73-1784

水曜日

0493-72-0607

日曜日・祭日

0493-73-2827

木曜日

0493-74-1234

なし

0493-72-1234

平和苑

小川町大塚1151-1

朋栄米穀・ガス

小川町大塚112

Hot屋

小川町大塚918-2

マイショップしんごうや

小川町勝呂808-1

11:30~14:00
17:00~22:00
9:00~18:00
火~日 11:30~14:30
金,土 18:00~20:00
7:00~10:00
11:30~13:00
15:00~20:00

まつうら食堂

小川町上横田955-5

松島薬局

小川町大塚148-1

帝松松風庵

小川町下古寺3-1

帝松直売店

小川町下古寺3-2

10:45~16:00
18:00~20:00
月~金 9:30~19:30
土
平日

9:30~19:00
11:00~15:00

土,日,祝 11:00~17:00
9:00~17:00

月曜日(祝日の場合開館)
9:30~17:00

祝日の翌日

※最終入店16:45

(土,日,祝日の場合開館)

道の駅おがわまち

小川町小川1220

0493-72-1220

有限会社宮沢燃料

小川町腰越57

8:00~19:00

なし

0493-72-0587

ミララ

小川町下横田867-2

9:00~18:00

なし

0493-72-0555

武蔵自動車工業

小川町中爪740-3

8:30~17:30

日曜日・第2土曜日・祝日

0493-72-3235

武蔵鶴

小川町大塚243

9:00~17:00

不定休

0493-72-1634

武蔵ワイナリー

小川町高谷104-1

10:00~17:00

第1木曜日

0493-81-6344

武蔵ワイナリー玉成舎直売所

小川町小川197

11:00~21:00

月曜日・火曜日

080-7331-8870

村木米穀本店

小川町増尾111-1

10:00~19:00

日曜日

0493-72-0535

12/29~1/3

店舗名

住所

営業時間

定休日

電話番号

村田製菓店

小川町大塚1161-2

8:30~18:00

月曜日・第2,第4日曜日

0493-72-1325

明治宅配センターたけざわミルク

小川町角山477

9:00~17:00

水曜日・土曜日・日曜日

0493-81-3691

メガネのしみず

小川町大塚87

9:00~18:00

月曜日

0493-72-1099

火曜日・第1,第3月曜日

0493-72-0017

めし処一力

小川町大塚26

11:30~14:30
17:30~20:30

月曜日(祝日の場合開館)
麺工房かたくり

小川町小川1220

11:00~14:00

祝日の翌日
(土,日,祝日の場合開館)

0493-72-1220

12/29~1/3

や

ら

11：00～20：30

有機野菜食堂わらしべ

小川町小川197-4

（有）山崎工務店

小川町大塚682-5

8:00~

不定休

0493-72-1331

悠悠トラベル

小川町腰越641-6

8:30~17:30

日曜日

0493-72-4643

洋菓子マルセン

小川町角山616-5

不定休

090-5992-4411

よしだ呉服店

小川町小川151

9:00~18:00

月曜日

0493-72-0724

ラブリーチェーン

小川町腰越423

リビングショップヨシダ

小川町小川120-1

（LO

20:00）

月曜日・火曜日

月~土 8:00~19:30

0493-72-2549

日,祝 10:00~18:00
9:30~19:00
11:00~14:00

0493-74-3013

月曜日

0493-72-0215

水曜日

0493-81-7758

RYUGUDINER

小川町小川91-1

理容金子

小川町腰越2401

8:00~18:00

月曜日・第2,第3火曜日

0493-72-1921

理容室ぷろぺら

小川町大塚110-2

8:30~18:00

月曜日・火曜日

0493-73-2088

理容しばさき

小川町飯田323-1

8:00～19：00

月曜日・第2.第3火曜日

0493-72-1437

理容にし

小川町腰越486-2

8:00~19:00

月曜日・第2,3火曜日

0493-72-0882

レストランシャランドリラ

小川町靱負85-1

11:30~14:00

月曜日

0493-74-5030

ローソン小川町駅前

小川町大塚1142-1

24時間

無休

0493-72-6035

ローソン小川町大塚

小川町大塚40-1

24時間

なし

0493-81-5900

ローソン小川町西古里

小川町西古里698-2

24時間

無休

0493-59-9620

ローソン小川町東小川四丁目

小川町東小川4-6-8

24時間

無休

0493-81-6508

17:00~23:00

