
【飲食加盟店一覧】

ＮＯ，業種 店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日

1 飲食 茶寮 はなあゆ 春日部市中央二丁目17-3 048-763-2222 11:00～18:00 金曜日

2 飲食 Chinese restaurant けいらく 春日部市粕壁二丁目1-2-4 048-752-7069
11:00 ～ 15:00

17:00 ～ 22:00
木曜日

3 飲食 壽亭 春日部市藤塚2356-5 048-738-0155
11:00~14:00

17:00~20:00
火曜日

4 飲食 和風レストラン・むさし 春日部市大場991番ムサシビル8階 048-734-0634

11:00~14:30

ディナータイムはご宴会など事前のご予約のみとさせ

ていただきます。

毎週火曜日（及び毎月最終月曜日)

5 飲食 café&dining CATBASE 春日部市小渕243 さいたま春日部市場内 048-797-9051 8:30~16:30 日曜日・祝日・水曜日・春日部市場の休日

6 飲食 光苑 春日部市役所 地下店 春日部市中央6-2-B1
048-736-1111

（内線）3872
10:00~17:00

土曜日・日曜日・祝日・

年末年始

7 飲食 オークウッドカフェ 春日部市八丁目966-51 048-760-0357
3部制・完全ご予約制

11:00~LO18:00
水曜日・火曜日（不定休）

8 飲食 とんかつ 一幸 春日部市中央5-8-24 048-736-7835
昼の営業：11：30～14：00

夜の営業：17：30～21：00
木曜日

9 飲食 クレ－プハウスジョイ 道の駅 庄和 春日部市上柳995 道の駅庄和 080-5467-1428 10:00~17：00 水曜日、金曜日

10 飲食 麦ぼうず 春日部市上柳995 道の駅庄和食彩館内 048-746-6003
１１：００～１９：００(Lo：18:30)

※火・金のみ１４：３０まで
年中無休

11 飲食 季寄せ料理 暖歩 春日部市中央1-8-21 048-872-6400
ランチ：11:30 ～ 14:30

ディナー：17:30 ～ 23:00
月曜日・第1、第3火曜

12 飲食 中国料理 庄和飯店 春日部市上柳26-2 048-746-0015
昼の部 11:30～15:00

夜の部 17:30～21：30
第1、第3月曜日・火曜日

13 飲食 たつ吉 春日部市小渕2104-3 048-754-8561 11:00~14:30 
17:00~21:00 月曜日・第三火曜日・水曜日

14 飲食 BAR WEST COAST 春日部市中央1-48-3-301 048-872-6066 19:00～5：00
営業時間・定休日は変更となる場合がござ

いますので、ご来店前に店舗にご確認ください

15 飲食 TEA House 茶屋 春日部市粕壁東1-2-12 048-761-1919 11:00～20:00 月曜日

16 飲食 一ノ割珈琲工房 10＄coffee 春日部市一ノ割1-1-6 048-733-7361
10:00～21:00

日曜日のみ 10:45～17:00
木曜日

17 飲食 懐食 山ノ月 春日部市粕壁6899-6 048-753-2510 11:30～22:00 水曜日

18 飲食 武寿司 春日部市中央1-46-2 048-735-4141

平日　夜の部：17：00～

土日祝　昼の部：12：00～15：00

　　　　夜の部：17：00～23：00

水曜日

19 飲食 包工房 春日部市上柳995 道の駅庄和野外店舗 090-4416-8635 8：00～16：00頃 基本は月曜日

20 飲食 レストランピノ 春日部市南4-21-2 048-737-6053 11:00~15:00、17:00~20:30 火曜日



ＮＯ，業種 店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日

21 飲食 モーモー亭 春日部市大沼1-92 048-716-5851 ランチ11:00~15:00 ディナー18:00~22:00 火曜日

22 飲食 ヤマヤ　東口本店 春日部市粕壁1-9-44 048-761-0311 11：00～22：00 月曜日

23 飲食 アジアンレストラン　シタラ 春日部市大袋496-57 048-797-7175 ランチ11:00～15:00 
ディナー17:00～23:00 月曜日

24 飲食 Kitchen　HARU 春日部市中央6-1-6 048-733-1009

月～金 ランチ：11:30～14:00(L.O.13:40)

(※祝日を除く)

月～土 ディナー：17:00～24:00(L.O.23:00)

日曜日

25 飲食 珈琲処　ふなこし 春日部市中央6-1-16　第一KNビル1階 048-708-3173 9:00~20:00　土・日9:00~18:00 月曜日

26 飲食 もつ焼き　いしん 春日部市中央1-51-10-101 048-733-6540 16:00~23:00 不定休

27 飲食 鮨処　はやし田 春日部市粕壁6957-3 048-755-5698
ランチ：11：00~14：00

ディナー：17：00~22：00
月曜日

28 飲食 トラットリア　バル　ソットテット 春日部市粕壁東1-21-2 048-763-8828 11:30~14:00　18:00~22:00 日曜、祝日

29 飲食 そば処千奈利 春日部市緑町2-8-23 048-737-4810
月～金：11:00～16：00

土日祭日：11：00～20：30
火曜日

30 飲食 キッチン　Pura-Vida 春日部市中央5-1-2 048-733-5555
11:00~15:00　18:00~22:00

日曜11:00~21:00
月曜日

31 飲食 めん房　朝日屋 春日部市藤塚2371-32 048-736-1296 11：00~21:00 水曜日

32 飲食 KIaOra Coffee Roastery & Cafe 春日部市大沼3-123-1 048-797-8828 11：00～18：00 月曜日

33 飲食 広島流お好み焼き　七夜 春日部市牛島1587-1 048-738-0588

火～日、祝日、祝前日

ランチ11:30～14:30

ディナ－ 17:00～23:00

月曜日

34 飲食 喫茶ラク－ン 春日部市中央1-43-14
細井ビル2階 048-884-8571 6:30～19:00 年中無休

35 飲食 Deli Cafe COO♡co 春日部市粕壁東2-1-34
レックプラザビル1F 048-720-8550 10：00～19：00 水曜日

36 飲食 蕎麦カフェ竜人 春日部市大衾496-57 090-3957-3132 平日 11:00 -14:00　
土曜 11:00 -14:00 日曜・月曜　　第１・第5土曜

37 飲食 春日部飯店＆麺創屋　道の駅庄和 春日部市上柳995 道の駅庄和 080-3359-7994 １０：００～１９：００ 不定休

38 飲食 炭火やきとん肉刺しジョニ－ 春日部市中央1-43-9　富久春日部ビル1F
048-793-6851

(090-9364-4197)
17:00～翌0:00 日曜日

39 飲食 ふくずし 春日部市本田町1-177 048-735-5992
ランチ：11：00~14：00

ディナー：17：00~21：30
水曜日



ＮＯ，業種 店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日

40 飲食 ティールーム　花時計 春日部市中央6-1-4 048-736-8075

モーニング10:00~11:00

ランチ11:00~14:00

カフェ14:00~18:00

日曜日、祝日

41 飲食 いつでも微笑みを 　春日部市米島1186-30-2F 048-689-3043 11：00～21：00 月曜日

42 飲食 おむすびcafe　空と糸 　春日部市粕壁東1-23-8 048-628-0919 11：30～14：00 日曜日、祝日　木曜日不定休

43 飲食 海鮮割烹　魚元 　春日部市牛島1577-1 048-735-4363

平日：昼の部：11：00～14：00

　　 夜の部：17：00～22：00

土日祝：11：00～22：00

月曜日

44 飲食 からあげ鳥元 　春日部市牛島1583 048-797-8819 11：00～20：00 月曜日

45 飲食 CONA 春日部店 春日部市中央1-8-1 050-3468-5309

月：15：00～23：00

火～木：15：00～24：00

金：15：00～翌1：00

土：12：00～翌1：00

日祝：12：00～23：00

不定休

46 飲食 串兵衛 春日部市小渕489-17 048-763-2294 不定休

47 飲食 イタリア食堂テラマ－テル 春日部市中央2-1-20 048-753-7355
ランチ：11:30～15：00

ディナ－：17:00～22：00
水曜日

48 飲食 シェ・ウメツ 春日部市中央1-51-10　第24アオイビル202 048-733-3393

ランチ：12：00～14：30

ディナ－：18：00～21：30

ご来店の際は、必ず予約お願いします。

月曜日

49 飲食 共栄 春日部市大沼5-28 048-736-0773
11：00～20：00

毎週火曜日　15：00迄
水曜日

50 飲食 石窯ピザカフェダイニング快斗 春日部市大衾496-22 048-747-1727

17：00～23：00

ランチ営業は８名様以上の予約制

11：00～15：00

火曜日

51 飲食 スペインバル　タパス 春日部市中央1-48-3
第25アオイビル201 048-796-8833
ランチ 11:30～14:30 (L.O.14:00)

ディナー 17:00～00:00 (L.O.23:00)
不定休

52 飲食 酒肴大衆ばる青挑 春日部市一ノ割1-12-19　
ワンブレイク1F 101 048-876-8472 12:00~23:00
月曜日のみ16:00~23:00 木曜日

53 飲食 コパ 春日部市粕壁2-6-28 048-754-7632
  18:00～23:00 月曜日、日曜日

54 飲食 麺屋ジョニ－ 春日部市中央1-43-9　
富久春日部ビル1F 048-793-6851
 17:00～翌0:00 日曜日



ＮＯ，業種 店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日

55 飲食 会津ラ－メン和 春日部市中央1-46-9 048-796-0046 11：00～23：00 年中無休

56 飲食 うめ酒家　遊人 春日部市中央1-48-7 048-737-8800 17：00～翌3：00 日曜日

57 飲食 麺や　豊 春日部市粕壁東1-3-1 048-754-5151
11:30～15:00／18:00～22:00

[日・祝] 11:30～15:00／18:00～21:00
火曜日

58 飲食 居酒屋ようすけ 春日部市中央1-9-13　M2ビル1F 048-753-1120 17:00 - 24:00 水曜日

59 飲食 中国料理祭麺堂
春日部市備後東１丁目２２−５６

 スミレハイツ 1F
048-733-0780

ランチ　11:30~13:30

ディナー　17:30~20:00

月曜日、火曜日

※祭日でもお休みになります。

60 飲食 Bien-びあん- 春日部市粕壁1-7-1 048-763-9928 11:30～ 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日

61 飲食 大村庵 春日部市南4-19-15 048-735-2217

62 飲食 食事処たむら水産 春日部市小渕243さいたま春日部市場内 048-812-5517
月曜、火曜、木曜、金曜　　　6：00～15：00

日曜　　　　　　　　　　　　　　11：00～15：00
水曜日


