01 くるみうどん

2017
くるみ好きにはたまらない。

Yorii Ippin

うどん生地にくるみを練り込んだ初の商品。
手練りだからできた逸品です。麺を一口食べれば
くるみの風味が広がり、くるみ汁で更にくるみ感
を味わえます。

VOL.2

一人前 500ｇ 900 円 ( 税込 )

ふるさと寄居商店会

関東一の水祭り

寄居玉淀水天宮祭

うどん・そば

03 焼鳥

梅の三徳
「心を癒し体を癒し道を説く小梅」
釜伏山の清流で育った無農薬の小梅を天塩で漬け
天日干ししています。

ひだまり工房にお気軽に
お立ち寄りください。

110ｇ 162 円 ( 税込 )

04 辛モツ

焼鳥を焼いて四半世紀
寄居で焼鳥と言えばカシラ肉！他、各部位。
生肉から焼あげるつくね、鳥皮など。
寄居で酔っぱらって、波久礼ではぐれて、
樋口でひっくり返って、野上でのびちゃった．．．。

俺様の極み！

昔ながらのナポリタンも
大人気！

ホルモン好きの“店主”が、辿り着いた究極の味！
鮮度抜群の国産豚のモツ使用！
七輪で焼くもよし、串焼きを焼いてもらうもよし、
一度食べたらくせになるたまらん逸品。

焼鳥 108 円～ ( 税込 )

串焼き １本 160 円、七輪焼き １人前 430 円

金太郎 寄居駅前店

寄居町大字寄居 366-3
048-586-1605
営 9:00 ～ 16:00 休 土・日・祝日

寄居町大字寄居 1227
048-581-5005
休 不定休
営 17:00 位 ～ 22:00 位

06 江戸錦「粋」「艶」けむりの少ないお線香

07 マルゲリータ

こんなに柔らかいとは思わなかった

粋で艶のある香りの聞きくらべ

焼き立て 10 秒が命！

かしらの串焼き＝通称やきとり。当店のかしらは、
柔らかい“豚のこめかみ”のみを使用しています。
一口大に切った肉とネギが良く合う！
「もう一本食べちゃおうかな！！」

150 円

( 税込 )

首都圏限定販売！
ネットでは買えません

焼き上がりをカウンターで、
ほおばるのが BEST ！！

イタリアから取り寄せた水牛のモッツァレラを
はじめ厳選した食材を使用して焼き上げるナポリ
ピッツァ。薪窯の高温で焼く PIZZA 生地は外側は
カリっと、内側はモチっと！

1,080 円 ( 税込 )

1,080 円

( 税込 )

リビングショップおおたに

寄居町大字寄居 1231-4
048-581-1251
営 17:00 ～ 22:30 ※ただし店主の都合で２３時頃まで
休 水曜

08 クマ笹歯みがき

つや

江戸時代に花開いた浮世絵や江戸小紋に代表され
る町人文化。2020 年東京オリンピックに向けて、
江戸＝東京の文化を香りとパッケージで提案する
少煙タイプのお線香です。

やきとり田なべ

サイズは約 26cm

正喜バル

寄居町大字寄居 999-2
048-581-0275
営 9:00 ～ 20:00 休 月曜

寄居町大字寄居 582
営 17:00 ～ 24:00

うどん・そば まるきゅう

至 秩父

01

( 税込 )

048-581-1418
寄居町大字寄居 1231-3
営 17:00 ～ 23:00 但し、日曜日のみ 14 時頃から
休 月曜

05 やきとり（豚のこめかみ）

いき

まさにこの辛モツ、
キャベツの恋人だね。

金之介 ほるもん

ひだまり工房

備長炭で焼いているから、
おいしさ倍増！

まるきゅう

寄居町大字末野 78-１
048-580-2609
営 11:00 ～ 16:00 ※夜の部、水・金・土のみ 17 時から 20 時
休 木曜

毎年 8 月の第一土曜日に開催

02 天地有機小梅

うどんを愛し続けて
うどん屋始めました。

休

048-577-5866
不定休

至 児玉・本庄

㈱酒井材木店

DogSalonChai

18

波久礼駅

寄居橋
寄居警察署

254

17

140

JR 八高線

皆野寄居
バイパス
寄居町
役場

至 皆野

中央公民館・図書館

16

秩父鉄道

寝具の
タキザワ

寄居駅
天沼陸橋

金太郎 寄居駅前店

お口の森林浴！！

02

アルビオン化粧品。フタアミン
クリーム。取り扱ってます！！

寄居郵便局

口臭を防ぐ！ムシ歯を防ぐ！歯を白くする！
口中を浄化する！歯垢を除去する！
原料のクマ笹は１００％国産。明海大学歯学部と
の共同開発です。一度お試しください。

80ｇ 1,296 円

（有）新島薬品
休

048-581-1115
日曜

MAP

金之介
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大黒屋商店
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10

シューズイワタ

東武東上線

（GORIGORI CAFE）

㈲新島薬品

消防署

リビングショップおおたに

( 税込 )

寄居町大字寄居 944
営 9:30 ～ 19:30

03 04

ひだまり工房

荒

川

肉のみねぎし

玉淀駅

09 タレかつ丼

10 アサヒメディカルウォーク

2017
ん～また会いたくなる味！

お持ち帰りできます。

Yorii Ippin

ボリューム満点！！甘じょっぱいタレがたっぷり
染みた揚げたてのかつとご飯のシンプルなタレか
つ丼です。「味と匂いを思い出すと食べたくなる」
と、何度も通って頂いています。

850 円

VOL.2

( 税込 )

ふるさと寄居商店会

今井屋

世界初ひざのトラブルを予防する
特許取得！ひざを守るから歩きやすい。
ウォーキングシューズの代名詞！さらにクッショ
ンと耐久性がバージョンアップ。使用している革
も柔かくなりました。安心と信頼の日本製。

15,120 円～ 37,800 円

お惣菜は、おふくろの味。

寄居町大字寄居 902
営 9:30 ～ 19:30

休

048-581-0363
月曜

カラトン

12「ヒゲ理論」

おいしい・安心をモットー
に健康重視のお弁当です。

( 税込 )

シューズイワタ

寄居町大字寄居 1236-1
048-581-0464
営 11:00 ～ 14:00
16:00 ～ 17:00 ※要予約
休 日曜・祝日

11 日替わり幕の内弁当Ｂ

13 辛豚（豚キムチ）

ヒゲの時代が来てます。

ヒゲの“ウンチク”
教えます。

カラトントン

ヒーヒー！ぶーぶー！辛豚豚♪
カラトン

旬の取れたて野菜を中心に、手づくりのお惣菜は
種類も豊富。揚げもの無しでもボリューム満点。
日替わりメニューの身体に優しいお弁当は電話注
文にてお願い致します。

戦国の世のヒゲの歴史を知ることで「なぜ、日本
のビジネス・シーンでヒゲが NG なのか？」が判
ります。その「答え」はお店で。

豚ロース ×（キムチ + 豆板醬）＝辛豚。
そのまま焼くのが大人の食べ方。季節の野菜と炒
めてファミリー向け。片栗粉まぶして簡単『から
あげ』が私のオススメ。

500 円

サービス（0 円） ※カットご利用時

100ｇ 150 円

( 税込 )

エプロンマム
寄居町大字寄居 904
営 8:00 ～ 17:30

休

048-581-8161
不定休

肉のみねぎし

寄居町大字寄居 887-6
048-581-2559
営 8:00 ～ 19:00 休 毎･月曜、月末以外の火曜

寄居町大字寄居 796
営 8:00 ～ 19:00

15 こんにゃくスイーツ

コラーゲン豊富な肉シュウマイ！

今夜喰う？こんにゃくスイーツ♪

休

048-581-1377
月曜

16 ２層式 羽毛掛ふとん

ギフトセットも
ありますよー。

そうかい

この爽快な目覚めはなぜだろう！

厳選国産豚のカシラ肉を使用しジューシーで旨味
が溢れます。一つひとつ店内で手造りしており着
色料、保存料不使用の為安心安全。
カシラ肉赤身 100% で栄養満点低カロリーです。

ゴリゴリカフェで人気のスイーツ♪
定番の「黒蜜きな粉」と「抹茶」の他に、季節限
定のフレーバーもご用意。お土産に人気です！

上の層と下の層のキルトをずらす事で暖かさと嵩
高をＷアップした画期的な羽毛布団です。
生地は超長綿使用、中綿はハンガリー産ホワイト
ダウン 93％を 1.3ｋｇ入の高級品です。

6 個入り 360 円

300 円～

39,600 円

出来立て時のみバラ売り

1 個 60 円 ( 税込 )

( 税込 )

秩父屋

大黒屋商店（GORIGORICAFE）

寄居町大字寄居 845-4
048-581-0263
営 9:00 ～ 18:00 休 日曜

寄居町大字桜沢 482
営 11:00 ～ 17:00

17 ホイップアロマバス

休

愛が伝わる、
おいしさです。

( 税込 )

大橋理容室

14 お肉屋さんの手作りシュウマイ

出来立て情報は
Facebook にてお知らせ

ずっと元気なひざで
歩きたいですね！

一度使ったら手放せない
今話題の商品です。

( 税込 )

寝具のタキザワ

048-581-0121
月曜・日曜 ( 不定休 )

寄居町大字桜沢 564-1
048-581-0159
営 9:00 ～ 19:00 休 月曜

18 名刺入 ver.Ⅱ
About Yorii Ippin
寄居逸品とは、ふるさと寄居商店会の商店が、お客様に自信を持ってお薦めす
るこだわりの商品やサービスです。
参加店は毎月１～２回集まってアイディアを出し合いながら日々商品磨きを
行ってきました。
何でも揃うデパートではないけれど、それぞれのお店には時間をかけて選び、
開発した自信を持ってお薦めできる「逸品」があります。
寄居の商店同士が「これはいい！」「これは凄い！」と認めた「逸品」を是非、
ご覧ください。

ふわっふわな泡でリラックス

うとうと ZｚZｚ・・・・
うっとりキモちぃ～ワン

会話が弾む名刺入

〇oo 泡の温浴♨oo〇
ツルツルふわふわな仕上がりで、ボリュームアッ
プ！毛もつれ防止し、アロマオイル配合でリラッ
クス。※シャンプー or カットコースご利用時のオプション※

初めての商談で必ず使う必需品が名刺です。木の
名刺入で相手に好印象を与えられます。
使えば使うほど、日焼けして味が出てきます。好
みの木目を選んでください。

小型犬 1,000 円～

6,500 円～

( 税込 )

お墨付きの商品は「寄居逸品」シールが目印です。
「住む人の心にしみる木の香り」
新たに展示場 OPEN です。

( 税込 )

DogSalonChai（ドッグサロンチャイ）

株式会社 酒井材木店

寄居町大字桜沢 2341-8
048-501-8687
休 不定休
営 9:00 ～ 18:00

寄居町大字寄居 1386
048-581-4554
休 日曜・祝日
営 8:00 ～ 17:30

- お問合せ -

ふるさと寄居商店会事務局（寄居町商工会内）

℡ 048-581-2161

ふるさと寄居商店会では、私たちと一緒に活動いただける会員を常時募集して
います。（年会費 6 千円）
【主な活動】・一店逸品 ・まちゼミ ・イベントの開催 ・先進地視察研修
発行：ふるさと寄居商店会

平成 29 年 3 月発行

