
店舗名
電話番号
（市外局番

0494）
エリア 住所 営業時間 駐車台数 バスの駐車場　※１受け入れ可能人数 予算の目安 おすすめメニュー　※２ 施設容態 備考

長瀞　有隣倶楽部 66-0070 宝登山 長瀞町長瀞704 11：00～15：00 ２５台 大・マ・可 １８０名 1,620円～ 竹膳料理 お食事処 火曜定休・電話対応9時～17時

ガーデンハウス有隣 66-0951 宝登山 長瀞町長瀞704 11：00～15：00 ２５台 大・マ・可 １１２名 1,300円～ 和定食 お食事処 木曜定休・電話対応9時～17時

寳　ＴＥＲＡＳ 69-0005 宝登山 長瀞町長瀞544-1
11：00～19：00
週末23：00まで

10台 大・マ　可 70名 1,000円～1,240円 まるごと秩父ランチ お食事処

花のおもてなし　長生館 66-1113 岩畳 長瀞町長瀞449 11：00～15：00 30台 大・マ　可 ２００名 2,300円～4,000円 清流・早瀬・瀞・荒川　　　　　　　　　　　　　　 旅館
年中無休・料金は税別

見晴 66-0028 岩畳 長瀞町長瀞452 9：00～17：00 20台 大・マ　可 １５０名 1,080円～ 和定食・釜めし　他 お食事処 不定休

ガーデンレストラン桜ながとろ 66-3888 岩畳 長瀞町長瀞417-1 11：00～日没まで 11台 大  不可・マ　可
店内５４名
テラス32名

2,160円～6,480円 桜コース \2,160、桜華コース\2,590 お食事処

きそば　むらた 66-0043 岩畳 長瀞町長瀞489-1 10：30～売切まで 3台 不可 約２０名 1,000円～2,000円 そば、やまいも揚げ お食事処 不定休

丹一 66-0092 岩畳 長瀞町長瀞453 10：00～16：00 20台 大・マ　可 80名 1,620円～2,160円 鮎の塩焼御膳、鮎づくし お食事処

長瀞屋 66-0266 長瀞駅前 長瀞町長瀞531 10：00～16：00 有り 大・マ　可 300名 1,000円～2,000円 おっ切り込み定食・釜飯御膳 お食事処
不定休・料金は税別
ＦＡＸ：66-2946

あすなろ亭（さくらい） 66-3022 長瀞駅前 長瀞町長瀞800-7 11：00～17：00 ２０台 大・マ・可 ４０名 1,000円～1,500円 野菜天ざるそば お食事処

若松 66-0030 長瀞駅前 長瀞町長瀞488-3 9：00～17：00 10台 不可 5０名 1,500円～3,000円
秩父ヤマブ味噌使用みそかつ重・とろろ定食・そ
ば＆うどん・鮎塩焼き

お食事処 金額は応相談可

勉強屋・長瀞荘 66-0336 上長瀞 長瀞町長瀞1504 11：00～17：00 100台 大・マ　可 和100・バ250 650円～3,000円（税別）
ざるそば・酒宴会（秩父長瀞メニュー）・バーベ
キュー

民宿・お食事処 和→和食、バ→バーベキュー

養浩亭 66-3131 上長瀞 長瀞町長瀞1446 11：30～14：00
大型4台

乗用車12台
大・マ　可 ２４０名 1,296円～3,240円 おっきりこみうどんを軸にした和御膳 旅館 テラスでBBQもできます。（2,160円～）

楓庵 66-2917 樋口 長瀞町野上下郷947-1 11：30～14：00 9台 マイクロ可 ４０名 1,000円～1,500円 ざるそば、くるみ汁、天ぷら、鳥そば、鮎セット お食事処 定休日：火曜、水曜（冬季のみ）

長瀞　古沢園 66-3511 井戸 長瀞町井戸511-1 10：00～17：00 50台 大・マ　可 ４５０名 900円～4,500円 バーベキュー・ずりあげうどん・しゃくし菜飯定食
バーベキュー場
レストラン、和室

17：00以降要予約・不定休

小さなホテル　セラヴィ 66-3168 井戸 長瀞町井戸419-1 11：00～15：00 7台 大・マ　可 ２５名 4,000円～6,000円 季節の会席料理（日本料理） ホテル 定休日：不定期（要問合せ）

千葉亭 66-1980 井戸 長瀞町井戸675-3 11：00～17：00 30台 大・マ　可 ２８名 2,500円
鮎と猪鍋定食【ぼたん（猪）鍋、鮎塩焼、小鉢、サ
ラダ、お新香、ライス、ドリンク】

お食事処

和銅鉱泉　ゆの宿　和どう 23-3611 秩父市 秩父市黒谷813 11：00～14：00 50台 大・マ　可 １５０名 3,780円～8,640円 旅館

左記金額の場合、入浴サービス可。但し、
タオルはお持ち頂くか別料金にて、バスタ
オル（レンタル）216円、フェイスタオル（販
売）324円。

秩父　菓子処栗助 25-2411 秩父市 秩父市黒谷822-1 11：00～15：00 30台 大・マ　可 ４５名 970円～3,240円 栗おこわ膳 土産処・ドライブイン

いこいの村ヘリテイジ美の山 62-4355 皆野町 皆野町皆野3415 ２４時間 100台 大・マ　可（10台） ３００名 1,080円～制限なし 山つつじ・藤・あじさい　などの初夏の御膳　★ 宿泊施設

秩父温泉　満願の湯 62-3026 皆野町 皆野町日野沢4000 10：00～21：00 200台 大・マ　可 ４５名（バス１台） 黄金めし・まんがん御膳・ぶた味噌弁当　他　★ 日帰り入浴施設 年中無休・昼食のみでもＯＫです

かんぽの宿　寄居 048-581-1165 寄居町 寄居町末野2267 11：00～13：00 123台 大・マ・可 ８０名 1,500円～5,000円 幕の内・会席料理 宿泊施設

風布にじます釣り堀センター 048-581-4095 寄居町 寄居町風布1955 10：00～16：30 50台 大・マ　可
１２０名

（60名×２棟）
1,200円～1,800円 にじます炭火焼・季節の山菜料理 釣り堀 火曜定休（8月無休）

冬桜の宿　神泉 0274-52-2100 神川町 児玉郡神川町矢納1431-1 11：00～14：00 30台 大・マ　可 60名
ランチ1,000円前後

宴会3,000円～（税別）
冬桜御膳・ダムカレー 旅館

昼食団体客予約受け入れ可能店舗一覧　2018
※１ 大・・・大型バス マ・・・マイクロバス


