飲食店

フォー川口
（ベトナム料理）

KAWAGUCHI MAP
川口宿エリア商店マップ

01

行列コース

フォーはもちろん生春巻、
バインミーもございます。
ベトナ
ム人にも人気、
現地の味が楽しめます。

店内で醸造しているクラフトビール
「川口御成道エール」
が
飲める店！窯焼きピザとお楽しみください。

控えめで上品な甘さの手作りクッキーの他、
木工製品、
織
物、
押し花など心を込めて作った商品が並んでおります。

対象期間中MAP持参 「クリームチーズの川口御成道麦みそ漬」をプレゼント！

ラーメン屋

ラーメン アオイロー

ネイルサロン

24〜36

※１組１枚飲食利用のお客様に限る。

02

ビューティー マジック 川口店

04

大晃飯店
定休日：火曜日

対象期間中MAP持参 生ビールグラスorウーロン茶1杯サービス

39

40
42 41

たこやき

あべのたこやき やまちゃん川口店

43

44

45

46

05

47

49

06

幸町2-17-1-103 ☎048-256-2455
営業時間：17：00〜25：00

愛情いっぱいで接客をさせていただきます。

丁寧な調理を心がけております。
是非ともご来店ください。

焼き鳥屋

幸町2-2-16 ☎048-299-5855
営業時間：17：00〜24：00

対象期間中MAP持参 串揚げ３本サービス

07

定休日：無休

おいしい焼き鳥と料理。
おいしいお酒と一緒に！

ソーセージバルSAUL
（ソル）

13

川口洋食

キッチン トモ

08

香楽園本店
定休日：火曜日

まるそう一福川口店

19

茶・のり小売販売

中野屋茶舗

栄町3-11-21 ☎048-253-1948
営業時間：10：00〜19：30

定休日：不定休

自家製ソーセージなどが楽しめる。
アットホームなカジュア
ルバル。
全ての商品がリーズナブルに楽しめます。

地元埼玉のお土産の草加せんべい、
あられの専門店！
対象期間中MAP持参 1,000円以上お買い上げで草加せんべい１枚プレゼント（11/9〜11/11）

カフェ

サンマルクカフェ川口そごう店

33

オーブンキッチン

川口マルミット

26

創業慶応元年より荒川のほとりの店から約150年余り、
川
口でお茶ひとすじに営業しております。

20

洋食・レストラン

ドリアハウス しらゆり

34

喫茶

UCCカフェプラザ
栄町3-5-1 そごう2階 ☎048-258-7916
営業時間：10：00〜20：00

一杯だてのコーヒーはもちろんの事、
夏はスムージーが人
気です！！定番のチョコクロは毎日お店で手作りです。

UCC直営店ならではの轢きたてのコーヒーをご用意し
てお待ちしております。

定休日：無休

27

焼肉一番club
定休日：無休

対象期間中MAP持参 会計時10％OFF（ランチタイム除外、他割引併用不可）

グラッチェガーデンズ川口駅東口店

28

創業明治26年のつきじ宮川です。
ふっくらと軟らかく蒸し
上げたうなぎです。
対象期間中MAP持参 食事利用のお客様ソフトドリンク１杯サービス

36

和定食屋

新潟十日町 魚沼食堂
栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-291-8985
営業時間：11：00〜22：00

定休日：無休

栄町3-5-1 そごう裏口2階
営業時間：9：00〜25：00

パスタ、
ドリア、
ピザなどを中心に街の昔ながらの洋食店。

ピザ食べ放題、
パンケーキ食べ放題、
アルコール飲み放題、
単品料理などニーズに合わせてご利用いただけます。

新潟県魚沼産コシヒカリが美味しく食べられる定食屋で
す。

対象期間中MAP持参 御成道まつりスペシャルランチ １コイン５００円（11/11のみ）

対象期間中MAP持参 バニラアイス人数分サービス
（食事利用の方）

対象期間中MAP持参 食事利用のお客様白玉ぜんざい１杯サービス

ブランドリサイクルショップ・マルク
☎048-299-4468

21

定休日：火曜日

ディスカウントストア

ドン・キホーテessense川口駅前店
栄町3-9-13 ☎048-240-5411
営業時間：9：00 〜 2：00

22

定休日：無休

ドキドキ・ワクワクする驚安商品を多数取り揃えて皆様の
ご来店をお待ちしております。
対象期間中MAP持参 パックジュースプレゼント（11/11のみ）

※アップル、
グレープ、
オレンジのどれか１つ

定休日：無休

定休日：無休

栄町3-13-4 2F ☎048-253-0280 定休日：火曜日
営業時間：11：00〜14：00、
17：00〜20：00

ブランド品の買取販売

☎048-250-0225

つきじ宮川
栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-258-2329
営業時間：11：00〜21：30

窓側に５つのBOX席があります。そこは展望レストラン
風です。
土日祝は要予約！

ファミリーレストラン

35

うなぎ

中国料理

ホテルオークラレストラン川口 中国料理 桃源

29

理容

おしゃれサロン クラウン

栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-258-5801 定休日：無休
営業時間：11：00〜15：00、
17：00〜21：30 ／土日祝：11：00〜21：30

本町4-1-2 ☎048-224-4918 定休日：月曜、火曜日
営業時間：9：30〜19：00 ／土日祝：9：00〜19：00

そごう川口店10階にて本格的な広東料理をお楽しみいた
だけます。
是非ご来店くださいませ！

丁寧な仕事を心がけております。

対象期間中MAP持参 食事利用でウーロン茶又はオレンジジュース一杯サービス

イタリア料理

イタリアンダイニング エスタリア
栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-252-1510
営業時間：11：00〜22：00

30

定休日：無休

スタンダードな料理から、
あまり知られていない料理まで
幅広い本格イタリアンをご提供いたします。
対象期間中MAP持参 食事利用でパンナコッタ又はジェラートの
どちらか一点サービス

アパレル

本町4-3-6 ☎048-225-2363
営業時間：10：00〜23：00

37

ピタットハウス川口店 （株）たちばなホーム

40

定休日：水曜日

対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

4D by GARO 川口店

41

対象期間中MAP持参 通常メニューでご来店のお客様全員に、すっぴんスパをプレゼント

42

ヤスユキ時計店
定休日：8･18･28日

お洒落でかっこいい洋服がリーズナブルで買えちゃいま
す！是非、
ジーンズメイトにお立ち寄りください。

生花店

フラワーショップ ＧＡＵＤＩ+花々詞

46

フラワーGIFTを得意にしています。
お花だけじゃなく、
枝物や
葉物も充実しています。
是非ご来店ください。

47

和食割烹

海老家味可久門
本町3-4-3-101 ☎048-223-6111 定休日：月曜日
営業時間：11：30〜14：00、17：30〜22：00

安全・安心
おいしい食事と優雅な時間を提供しています。
対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

フランス料理

ビストロ・サスヴィール

48

本町3-4-3-102 ☎048-226-1013 定休日：月曜日
営業時間：11：30〜14：00、17：30〜22：00

是非ともご来店ください。

気軽に利用できるフランス料理店。
ワインも色々取り揃え
ています。
美味しい料理をお楽しみください。

対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

写真撮影・貸衣装・美容

（株）
サン・ブライダル

対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

43

49

和菓子屋

太陽堂

本町4-5-26-110 キャメリア ☎048-224-8228 定休日：火曜日
営業時間：10：00〜18：30 ／土日祝：10：00〜19：00

本町3-6-23 ☎048-222-4580
営業時間：9：00〜18：30

お気に入りの記念写真を撮ります。
結婚式出席のモーニン
グ・留袖・フォーマルドレスのレンタルもございます。

皆様に喜んでもらうため、
全ての商品を丁寧に手作りして
おります。

対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

44

パン屋

ほうげつ堂

定休日：水曜、第4木曜日

対象期間中MAP持参 和菓子１つプレゼント

定休日：月曜、第３日曜日

大正14年創業のパン屋です。
ぶどうがたっぷり入ったレー
ズンブレッドが１番人気です。
対象期間中MAP持参 プチラスクプレゼント

オススメのお店

佐藤はるなさん
38

全国の蔵を訪ね、
自分の目と舌で選んだ純米酒と、
本格焼
酎を取り揃えております。
毎週末には、
試飲も出来ます。

対象期間中MAP持参 会計時10％OFF

「美容師がいない毎日もキレイ」
次に美容室に来るまでの
毎日のキレイをつくります。

時計商

定休日：火曜、水曜日

本町4-6-10 ☎048-223-4187 定休日：無休
営業時間：10：00〜20：00 ／土日祝：10：00〜18：00

創業45年。
地元を愛するスタッフがお待ちしております。
住
宅・テナント・駐車場・不動産のことなら当店へ！

美容室

白鳥屋酒店

対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

準御成姫

定休日：無休

対象期間中MAP持参 会計時5%OFF

不動産

本町4-5-26-106 ☎048-223-1315
営業時間：10：00〜19：00

対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

（株）
ジーンズメイト 川口店

対象期間中MAP持参 記念品プレゼント

45

地酒専門店

本町4-5-26 ☎048-222-2801
営業時間：11：00〜20：00

おかげ様で25周年！和牛中心の自慢のラインナップ！
一番人気ロース、
上ロースは絶品！P.S. 内臓に自信あり。

本町4-3-10 ☎048-222-2403
営業時間：10：00〜18：45

対象期間中MAP持参 コーヒー注文のお客様おかわり1杯無料

焼肉屋

定休日：火曜日

本町4-5-32 フジタツロマンション1Ｆ ☎048-222-4580 定休日：火曜日
営業時間：9：00〜19：00

栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-252-1500 定休日：無休
営業時間：11：00〜22：00

栄町3-5-1 そごう3階 ☎048-250-1309 定休日：無休
営業時間：7：30〜21：00

栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-241-8929
営業時間：11：00〜22：00

定休日：火曜日

対象期間中MAP持参 ブランド品の買取査定５％UP。地金買取1g５０円UP。

14

定休日：無休

対象期間中MAP持参 会計時10％OFF

対象期間中MAP持参 会計時10％OFF

ブランド品、
貴金属などの買取査定無料！お気軽にお電
話のお問い合わせ下さい。
店内掘り出し物あり♪来てね♪

幸町2-2-16-1F ☎048-299-7816 定休日：無休
営業時間：17：00〜25：00
（平日、
土、
祝）
／日曜：15：00〜23：00

対象期間中MAP持参 メガ・ハイボール700円→500円

18

お茶、
海苔

創業50年。
川口洋食の老舗。
おいしい洋食を創業以来すべ
て手作りで作っております。

米菓販売

銀座ライオン川口店

対象期間中MAP持参 食事利用のお客様ソフトドリンク１杯サービス

対象期間中MAP持参 食事利用のお客様ソフトドリンク１杯サービス

栄町3-13-1 HIDビル2F-1
営業時間：10：00〜19：30

予約にて持ち帰り可能

25

ビヤホール

「お皿の上に真心のせて」
を合言葉にオリジナル洋食の店。
サイコロステーキ発祥の
「地元の洋食屋さん」
です。

対象期間中MAP持参 サッポロ小グラスorソフトドリンク１杯サービス

栄町1-8-11 ☎048-255-0043 定休日：火曜、
第２月曜日
営業時間：11：00〜14：00、
17：00〜20：00

「お姫様ランチ」を
対象期間中MAP持参 店内限定メニュー「お殿様ランチ」

対象期間中MAP持参 会計時10％OFF

ソーセージバル

定休日：無休

焼とり、
焼とんはもちろん当日自店で下ごしらえ、
名物卵焼
きもぜひ召し上がってください。

焼肉 ソウル

本町4-5-32 ☎048-227-2220
営業時間：10：00〜19：00

定休日：無休

対象期間中MAP持参 1,000円以上お買い上げコットンフィールティッシュ

会計時５％OFF

幸町2-17-4 ☎048-252-0056 定休日：火曜、
第３月曜日
営業時間：10：00〜20：00 ／木曜：10：00〜18：00

炭火串焼 ひら井 川口店

52

串まる

栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-258-5760
営業時間：11：00〜22：00

川口鋳物技術と洋食の技術を合わせ、
地元の食材を使っ
たオーブン料理で地産地消を推進しています。

対象期間中MAP持参 ただし、現金払い、ようかんを除きます。
（11/9 〜11/11）

12

串揚げダイニング

定休日：日曜日

ビッグシェフ

５種類の生ビールとそれらに合う豊富なおつまみ。
川口駅
すぐ、
そごう３階にあるビヤホールです。

栄町3-13-5 ☎048-252-2668
営業時間：10：00〜19：00

定休日：無休

対象期間中MAP持参 グラスワイン１杯サービス

新規のお客様限り
「3000円相当」
の

51

11

美味しいお酒と、
美味しい料理を食べながら、
オシャレで
落ち着いた店内でごゆっくりおくつろぎ下さい。

対象期間中MAP持参 ヘッドスパ無料券プレゼント

50

食楽 YOKO STYLE

とりけん

32

カフェグリル

シルバーミセス、
シニア向けの商品を豊富に取り揃えてお
ります。
お布団は無料にて配達しております。

いろいろな品が充実。
アイスなどスイーツも大人気！

創作家庭料理

対象期間中MAP持参 食事利用のお客様ソフトドリンク１杯サービス

24

焼とり、
焼とん

鹿児島県産の豚肉を使用したこだわりとんかつと、
惣菜、
サラダバー、
デザートが食べ放題
（２時間）
。

39

焼肉屋

本町4-3-6 ☎048-224-7321
営業時間：17：00〜23：30

定休日：無休

栄町3-5-1 そごう3階 ☎048-254-8001
営業時間：11：30 〜 22：30

立ち呑みできる酒屋です。
飲んで気に入ったらお土産に
買って帰れます。
おつまみも60種以上あります。
対象期間中MAP持参 川口御成味噌を使用した「梅みそハイボール」１杯サービス

かつ友そごう川口店

栄町3-12-1 ☎048-252-2161 定休日：無休
営業時間：10：00〜19：00

栄町3-12-2 ☎048-251-6334
営業時間：10：00〜19：00

生地にこだわった熱々のたこやき、
出汁が旨い明石焼きは
極上の一品。
お気軽に食べに来てください。

ヘアーブレス

※トイレは2Fとなります。

幸町2-2-23 ☎048-256-1010 定休日：無休
営業時間：平日15：00〜23：00／土曜：14：00〜24：00／日、祝：12：00〜21：00

幸町2-17-1-104 ☎048-255-0222
営業時間：15：00〜23：00

美容業

48

10

角打 新井商店

幸町2-3-10 ☎048-290-8440 定休日：不定休
営業時間：11：30〜22：00 ／土日祝：11：30〜21：00

対象期間中MAP持参 たこ焼き購入者にたこやき２個増量

17

紳士・婦人用品

１箱とサービス券プレゼント

酒屋兼立ち呑み屋

ほけん百花は
「無料の来店型保険ショップ」
。
ご相談にのり
ながら、
ご要望に沿ったプランをご提案します。

31

とんかつ

栄町3-5-1 そごう10階 ☎048-229-7387
営業時間：11：00〜22：00

対象期間中MAP持参 会計時5%OFF
（定休日のため11/11除く）

コーヒー 120円→100円
（11/11のみ）

ヤマイチ

定休日：無休

栄町3-5-1 そごう1階 ☎048-253-8857
営業時間：17：00 〜 22：30

対象期間中MAP持参 「龍泉洞の水」ドリンク／お茶150円→120円／

対象期間中MAP持参 ご新規様限定20％OFF＆ハンドマッサージ無料

中国料理店

定休日：水曜日

東日本大震災の被災地商品を販売。
岩手のNPOが運営す
る、
売上のほぼすべてが復興に役立つお店です。

店内で醸造しているクラフトビー
ルは飲み比べセットでいろんな味
を楽しめます！
広くて明るい店内で、
川口の鋳物
鍋フェラミカを使ったストウブ料理
や川口麦味噌を使ったピザなどの
料理を堪能できます。

ネイルに関することならできないことはありません。
他で断ら
れた方も是非ご相談ください。
デザイン画像持ち込みOK！

16

復興応援「みちのく社中」

阿部朱美玲さん

03

創業40年の老舗中国料理店。
是非ご来店ください。

38

栄町3-11-22 ☎048-242-3799
営業時間：11：00〜19：00

幸町2-5-9-1F ☎048-251-2344 定休日：水曜日
営業時間：10：00〜21：00 ／土日祝：10：00〜19：00

幸町2-4-14 ☎048-251-5644
営業時間：11：30〜21：00

37

準御成姫

ほけん百花

対象期間中MAP持参 ノベルティセットプレゼント

ポイントカード１ポイントサービス

アンテナショップ

23

保険ショップ

栄町3-14-4 ☎0120-561-998
営業時間：10：30〜19：00

定休日：火曜日

対象期間中MAP持参 お買い上げ金額にかかわらず商品購入のお客様に

オススメのお店

対象期間中MAP持参 味玉プレゼント

13

すいーつばたけ
栄町3-11-21 ☎048-255-0408
営業時間：10：00〜19：00

丁寧な調理を心がけております。
是非ともご来店ください。

14
15
16 17
18
19
20
21
22
23

15

クッキー屋

幸町2-2-16 ☎048-280-6130 定休日：無休
営業時間：月〜木：16：00〜22：00・金：16：00 〜 23：00・土：11：30〜23：00・日：11：30〜22：00

幸町2-16-3 ☎048-229-2350 定休日：不定休
営業時間：11：00〜14：30、18：00〜22：00 ／日曜：11：00〜14：30、18：00〜21：00

04
05 06
07 11
12
08
09
10

川口ブルワリー

幸町2-5-6-1F ☎080-4452-8444 定休日：水曜日
営業時間：11：00〜15：00、
17：00〜21：00

対象期間中MAP持参 会計時5％OFF

01
03 02

09

ビアレストラン

毎日たくさんの種類の焼き立てパ
ンが並ぶ人気店♪近くを通りかか
ると、
焼きたてパンの香りにつられ
て、
つい立ち寄りたくなるそんなお
店 で す。
「ほうげ つ 蒸しパ ン」
や
「レーズンブレッド」
など昔懐かし
いパンから
「フランクデニッシュ」
などお惣菜パンまで揃っています。

50

蕎麦屋

きそば足立屋
金山町7-1 ☎048-222-2891
営業時間：12：00〜22：00

定休日：火曜日

創業65年・そば一筋。
対象期間中MAP持参 唐辛子
（小缶入）
をプレゼント

小売、
コーヒー豆屋

豆工房コーヒーロースト川口店
本町2-1-20-103-2 ☎048-228-3201
営業時間：10：00〜19：00

51

定休日：火曜日

ご注文頂いてから、
お客様の目の前でコーヒー生豆を焙
煎致します。
ご来店お待ちしております。
対象期間中MAP持参 オーダー焙煎でコーヒー生豆10ｇアップ（セール商品は対象外）

手打ち蕎麦屋

和蕎麦家 禾

52

川口2-13-23 ☎048-251-4817 定休日：水曜、木曜日
営業時間：11：30〜14:00、17:30〜20：30

毎日打つ手打ち蕎麦と季節の自家菜園野菜の天ぷらがお
薦め。
夜は一品と旨い燗酒でおもてなしします。
対象期間中MAP持参 天付きせいろ200円引き

