
名称 業種 サービス内容 住所 電話番号

1 えすぽわーる伊佐沼
飲食

宿泊

和洋レストラン「さくら」　→アイスクリームプレゼント

売店　→お買い物1,000円以上で5%割引※一部商品除く

宿泊　→粗品プレゼント

伊佐沼667-2 049-224-3210

2 銘茶やまもり 土産 商品10%割引 霞ヶ関北4-22-19 049-234-1188

3 川越菓舗　道灌 菓子 500円以上お買い上げの方は5％割引 郭町2-11-3 049-222-1576

4 川越城本丸御殿 観光 団体料金にて入館できます。 郭町2-13-1 049-222-5399

5 川越市立博物館 観光 団体料金にて入館できます。 郭町2-30-1 049-222-5399

6 川越市立美術館 観光 団体料金にて入館できます。 郭町2-30-1 049-222-8080

7 川越歴史博物館 観光 入館料500円を400円に割引 久保町11-8 049-226-0766

8 門前うどん一心庵 飲食 コーヒー一杯サービス 久保町11-9 090-2165-0307

9 山﨑屋クリーニング 商店
着物についてのアドバイスをいたします。

（お手入れ、着付け等)
久保町1-5 049-222-2179

10 隆清堂 菓子 芋せんべい540円を500円に割引 久保町3-17 049-224-6265

11 本多商店 商店 8％割引き 久保町3-6 049-224-0362

12 モダン亭 太陽軒 飲食 ランチタイムウェルカムドリンクサービス 元町1-1-23 049-222-0259

13 幸すし 飲食 グラスビールまたはウーロン茶一杯無料サービス 元町1-13-7 049-224-0333

14
Mio Casalo

（ミオ･カザロ）
飲食 2Fでお食事された方にミニデザートサービス 元町1-15-3 049-222-2861

15 吉寅 飲食 お食事された方にウーロン茶またはコーヒー１杯無料 元町1-9-3 049-222-0102

16 HATSUNEYA GARDEN 飲食 記念撮影＆写真プレゼント 元町1-9-8 049-222-2300

17 川越ベーカリー 楽楽 飲食 1,000円以上お買い上げの方にミニラスクをプレゼント 元町2-10-13 049-257-7200

18 川越まつり会館 観光 団体料金にて入館できます。 元町2-1-10 049-225-2727

19 もち亀屋(亀屋元町店) 菓子 税込み1080円以上お買い上げの方 5%割引 元町2-1-6 049-225-7451

20 元町珈琲店 ちもと 飲食
コーヒー・紅茶等をオーダーされた方に

ミニソフトクリームサービス
元町2-3-12 049-226-6969

21 稲葉屋本舗 菓子 1,000円以上お買い上げの方に「いもどうなつ」1ヶサービス 元町2-7-6 049-222-2513

22 三代目 彩香(さいこう) 土産 ５％割引 元町2-7-7 049-222-1650

23 かのん 飲食 お食事の方にソフトドリンクサービス 幸町15-9 049-225-5952

24 マリー美容室 美容
着付け30％割引

和装アップスタイル料5,000円が2,500円に（要予約）
元町2-9-2 049-222-2093

25 そばきり 悠々庵 飲食 お食事された方にソフトドリンク1杯無料サービス 幸町10-11 049-225-4121

26 料亭　山屋 飲食 喫茶室(平日の昼間営業)にお越しの場合、一品サービス 幸町11-2 049-224-0048

27
小江戸川越変身処

美々庵（びびああん）

レンタル

着物
３,０００円以上のレンタルプランご利用で粗品プレゼント 幸町14-5 090-3524-8979

28 甘味処　福呂屋 飲食 テイクアウトのお茶５種類５０円引き 幸町15-1 049-222-1103

29 菓匠 右門 時の鐘店 菓子 2,000円以上お買い上げの方に５％割引 幸町15-13 049-226-5663

30 菓匠 右門 一番街店 菓子 2,000円以上お買い上げの方に５％割引 幸町1-6 049-225-6001

31 開運亭 飲食 お食事された方コーヒー無料サービス 幸町2-11 049-223-3335

32
くらづくり本舗

（一番街店）
菓子 1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 幸町2-16 049-225-5252

毎月 日は、川越きものの日

きものが似合うまち川越

『きものが似合うまち川越』を合言葉に、毎月8日・18日・28日は『川越きものの日』としています。

川越きものの日には、着物：きもの・浴衣：ゆかた（甚平・作務衣は対象外）で川越散策される方を対象に、さまざまなご優

待をご提供します。（※一部18日のみサービス対象の店舗あり）

詳細な内容・定休日等につきましては、川越きものの日ホームページをご覧ください。

（URL：https://kawagoe-kimono.info/） ※甚平・作務衣は対象外になります。

川越きものの日 協賛店



名称 業種 サービス内容 住所 電話番号

33 ぽっちり　川越店 商店 定価より5％割引 幸町2-20 049-223-0511

34 玉屋 商店 お買い物された方へパワーストーンプレゼント 幸町2-20 049-277-4111

35 呉服かんだ
着物

（レンタル有）
商品お買い上げの方に当店ポイントカードのポイントを2倍に 幸町3-1 049-222-1235

36 小江戸おつけもの店 土産 お買い物された方に干し梅サービス 幸町3-13 049-224-2160

37
きものリサイクル

右左（uza)

リサイクル

着物
3,000円以上お買い上げのお客様に粗品をサービス 幸町3-14 049-223-5144

38
Mie　Coco

(ミー ココ)
飲食 お食事をご注文の方にウィーンのぶどうジュース（赤or白）をサービス 幸町3-6 049-222-2273

39 中市本店 土産 かつおぶしパック進呈 幸町5-2 049-222-0126

40 川越体験工房 青い鳥 商店 手作り体験、ショップ、カフェご利用の方粗品プレゼント 幸町5-4雅堂2F 049-225-2720

41 亀屋栄泉 菓子 1,000円以上お買い上げのお客様５％OFF 幸町5-6 049-222-0228

42 甘味茶房かすが 飲食 お食事の方にソフトドリンクサービス 幸町6-1 049-226-2392

43 近長魚店 飲食 お食事をお召し上がりの方にデザートサービス 幸町6-11 049-222-0818

44 セサミキッチン 飲食 ミニアイスサービス 幸町6-7 049-223-0988

45 陶路子（とろっこ） 飲食 さつまいもミニ懐石　5%引き 幸町7-1 049-226-1065

46 はるり銀花（ぎんか） 工芸 消費税分サービス 幸町7-1（2F） 049-224-8689

47 川越銘茶 おきな園 土産 温かい狭山茶、冷たい狭山茶サービス 幸町7-12 049-222-0750

48 TéPAN Le OMUS 飲食 コエドビール(生小)またはウーロン茶サービス 幸町8-11明文館201 049-298-6377

49 ぎゃらりー たま 観光 お手洗い、休憩場、お茶サービス 三久保町21-24 049-225-2049

50 岡田畳本店 内装 ショールームにご来店の方に粗品をプレゼント 三光町3-2 049-222-2141

51 源氏家 飲食 お食事された方にソフトドリンク1杯無料サービス ※要予約 志多町12-1 049-222-0739

52 いも膳 飲食 オリジナル「いも膳カクテル」グラスサービス 小室15-1 049-243-8551

53 紋蔵庵　喜多院門前店 菓子 税込1,000円以上お買い上げの方に、“江戸の母”1個プレゼント 小仙波町1-19-1 049-226-2727

54 亀屋(妙喜庵) 菓子 税込み1080円以上お買い上げの方 5%割引 小仙波町1-20-2 049-225-1820

55 寿庵喜多院店 飲食 食事をされた方にアイスクリームサービス 小仙波町１-2-11 049-225-1184

56 いちのや 飲食 ソフトドリンク一杯無料 松江町1-18-10 049-222-0354

57 芋十 土産 商品お買い上げの方に消費税8％サービス 松江町2-1-5 049-226-1616

58 東洋堂 菓子 定価より5％割引 松江町2-6-9 049-222-1852

59
まかない処八州亭

（小江戸蔵里）
飲食

お食事された方にソフトドリンク1杯無料サービス

※毎月8日、28日も実施
新富町1-10-1 049-228-1785

60 割烹　福登美 飲食 お食事された方にソフトドリンク1杯無料サービス 新富町1-3-7 0120-222-913

61 民芸　つちかね 土産 定価より１０％割引 新富町1-5-4 049-222-0836

62
川越温泉湯遊ランド

ホテル三光

飲食

娯楽

①ソフトドリンク１杯無料券サービス

②入館料1,785円を1,365円（5名様までOK、小人半額、観劇料込み）
新富町1-9-1 049-226-2641

63 すずのき 川越本店 着物 店内商品10% OFF (一部商品と加工は除かせて戴きます) 新富町2-12-4 049-225-1571

64 紳士服バルコン 服飾 買い物された方に粗品プレゼント 新富町2-8 049-222-1946

65
ヘアーサロン

ハーモニーロード
美容 5％割引き券プレゼント 神明町62-4 049-225-0039

66 和洋お食事処　栄 飲食 『食後のコーヒープレゼント』 西小仙波町1-14 049-225-4464

67 てんぬま 飲食 お食事いただいたお客様にソフトドリンク一杯サービス 西小仙波町1-14-1 049-225-0012

68 フラワープロデュース ＨＡＭＡ 商店 １０％off
新富町1-18-6戸田本

川越ビル１F
049-298-8789

69
弓削多醤油　醤油王国

川越時の鐘店
飲食 税込み1000円以上お買上げで5%割引(一部商品除く) 大手町14-5　1F 049-298-4491

70 栗原商店 商店 商品お買い上げの方に粗品プレゼント 仙波町2-17-5 049-224-7998



名称 業種 サービス内容 住所 電話番号

71 あぶり珈琲 飲食
ご飲食された方に自家焙煎のオリジナルドリップコーヒーを

プレゼント
大手町15-8 049-226-8556

72
カメラ・写真

ひまわり堂 川越時の鐘店
商店 観光記念フォト　１枚　1080円　※予約優先 大手町3-12 049-222-0122

73 日なた
リサイクル

着物
5,000円以上の帯お買い上げのお客様１０％割引 大手町3-14 049-227-6689

74 イーグルバス(株) バス 小江戸巡回バス1日フリー乗車券500円を3割引きの350円 中原町2-8-2 049-226-0111

75 松本醤油商店 土産 1,000円以上お買い上げの方にミニ醤油プレゼント 仲町10-13 049-222-0432

76 深井屋（鰻） 飲食 お食事をされた方にウーロン茶またはオレンジジュース一杯無料 仲町2-8 049-226-9666

77
フトンハウス

わたなべ
商店 1,000円以上お買い上げの方に粗品をプレゼント 仲町3-18 049-222-0729

78 亀屋（本店） 菓子 税込み1080円以上お買い上げの方 5%割引 仲町4-3 049-222-2052

79 呉服 笠間 着物 お買い上げ商品5%割引/着物相談・着崩れ直し 仲町5-10 049-222-1518

80 紅茶浪漫館シマ乃 飲食 ドリンクオーダーの方にプチデザートをお付けします。 仲町5-11 049-222-2715

81
川越堂

タルトレットパーラー
飲食 5%割引 仲町5-19 049-222-2280

82 割烹　川島 飲食 お食事された方にソフトドリンク1杯無料サービス　※要予約 通町18-5 049-224-3456

83 和道総合学院 着物 着付け・出張着付け30%割引 南台2-1-22 049-243-5819

84
ヤオコー川越美術館

（三栖右嗣記念館)
観光 お好きな絵葉書（小）を1枚プレゼント 氷川町109-1 049-223-9511

85
帯津着付教室

（平塚教室、本川越教室）
着物 教室での着付けは1割引きとする。くわしくはお問い合わせ下さい。

・平塚121-3

・通町13-1 和てらす

1号 和の仕事屋2F

049-231-0057

86 そば処　冨久屋 飲食 お食事された方に粗品プレゼント 連雀町10-1 049-222-0887

87 レストラン シブヤ 飲食 お食事代50円引き 連雀町10-1 049-222-0690

88 川越陣力屋 観光 人力車利用の方に、陣力屋にてコーヒー一杯無料 連雀町11-5 049-225-1015

89 シマノコーヒー大正館 飲食 お飲み物を注文された方にケーキをサービス 連雀町13-7 049-225-7680

90 トラットリア・カーロ 飲食 お食事された方にソフトドリンク一杯無料サービス 連雀町14-2 1F 049-299-8959

91 松山商店 飲食 商品お買い上げの方にお茶サービス（店内にて） 連雀町７-１ 049-222-2374

92 山瀬屋履物店 履物 草履・下駄お買い上げの方「すげ」代金サービス 連雀町7-2 049-222-2519

93 しゅしゅまあも 商店 半額中のアクセサリーを更に１０％割引 連雀町8-1 049-226-1061

94 きものや沙羅
レンタル

着物
ご利用の方に粗品プレゼント ※要予約 連雀町8-4 049-227-6898

95 まことや 飲食 500円以上お買い上げの方にトッピングサービス 連雀町8-4 049-224-2915

96
アンテナ・ショップ

くるみの木
商店 来店の方小さなプレゼント（花苗など） 連雀町9-1 049-222-3886

97 麻彦商店 工芸 定価より5％割引 連雀町9-2 049-222-0651

98 きものつるや 着物 お買い上げ商品5％割引、着崩れ直し 脇田町11-2 049-225-1331

99 (株)鈴乃屋 着物 店内商品10%off(お仕立て代や工料除く)
脇田町104

アトレマルヒロ4F
049-226-7423

100 川越カメラショップ 商店 デジカメプリント・スマホプリント　定価より５％割引 脇田町12-10 049-223-0128

101 川越着物レンタルNANAKO
レンタル

着物
帯飾り料金サービス ※季節によって変更あり

新富町1-16-6ジョイ

７ビル3Ｆ
049-299-7368

102 旧山崎家別邸 観光
毎月8日、18日、28日に着物（甚平、作務衣を除く）で来場された方は

団体料金扱い
松江町2-7-8 049-224-5940

103 川越着物レンタル　柚屋
レンタル

着物
着物レンタルご利用で和小物プレゼント 仲町1-4-2Ｆ 049-227-9150

104 観光人力車　いつき屋 観光 30分以上のご乗車で10％オフ
喜多町2-1　喜多町弁

天長屋 7号室
090-7341-0088

105 れんたるきものや　寛kan
レンタル

着物
街歩き着物レンタル代の8％割引します。 幸町2-13 070-3294-0616

106 和菓子屋　彩乃菓 飲食 1,080円以上お買い上げのお客様5％割引 連雀町10-1 049-298-4430

107 麺処　湧光 飲食 餃子3個 松江町1-16-5 080-1101-1102

108
元祖　武蔵野うどん　めんこや小

江戸店
飲食

うどん1食につき、トッピング1品サービス！！

うどん1食につき100円引き（つけ汁うどん、小盛うどん除く）
大手町5-1 049-298-7371



名称 業種 サービス内容 住所 電話番号

109 ワインスタンドPON! 飲食 フィンガーフード1品お付けします 仲町5-7 049-224-2626

110 鼠屋ちゅう吉 商店
お買い上げの方に、川越唐桟ヘアゴム１つプレゼントもしくは

定価より5%OFF
元町2-6-6 049-299-4533

111 染色工房稲木 商店 きものでのお客様は、型友禅体験を割引いたします。 仲町9-10 090-5525-3399

112 土麦 飲食 ちくわ天サービス 連雀町9-1 049-214-3394

113 Café bar Sicurezza 飲食 ミニドルチェサービス
通町13-3クリオ弐番

館1F
050-1466-5287

114 Coide 飲食 バニラor抹茶アイスサービス（お食事またはお飲み物ご注文のお客様に） 郭町2-9-10 049-225-6675

115 丹徳庭園 観光 抹茶50円引き 六軒町1-8-2 049-224-9115

116 川越プリン 飲食 きものをお召しのお客様　大盛りサービス 幸町1-13 049-277-5762

117
くらづくり本舗

（久保町本店）
菓子 1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 久保町5-3 049-225-0030

118
くらづくり本舗

（新富町店）
菓子 1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 新富町2-3-2 049-222-3747

119 COFFEE GALLERY 飲食 コーヒー・店内商品をご購入された方にドリップパックプレゼント 松江町2-3-5 049-277-4870

120 dining kitchen LIFE 飲食 ソフトドリンク一杯無料 連雀町10-1 049-298-8331

121 音羽屋 飲食 ガトーショコラと珈琲のセット800円を700円に割引 大手町7-16 049-299-6004

122 縁側・ちゃぶ台　お着物や
リサイクル

着物
¥1,000以上お買い上げで、和小物プレゼント 元町2-6-6 090-2498-0852

123 紋蔵庵　蔵の街店 菓子 税込1,000円以上お買い上げの方に、“江戸の母”1個プレゼント 元町1-15-5 049-228-9555

2021/5/18 現在

123店舗

●お問い合わせは

「川越きものの日」実行委員会事務局（小江戸川越観光協会内）

　〒350-0056　川越市松江町2-1-8　TEL：049-227-9496　FAX：049-227-9497

　URL：https://kawagoe-kimono.info/


