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クールシェアマップ配布：平成２７年７月１日（水）

クールシェアイベント：コミュニティひろば

（内容）「クールシェアくまがや」の取組について広く市民に周知するため、
「クールシェアスポット」として登録された店舗（事業所）等のマップを今年度も
作成しました。掲載されたクールシェアスポットは、公共６２か所と民間１５３か
所の合計２１５か所。市報７月号の配布（７月１日予定）にあわせて毎戸配布しま
す。
また、クールシェアのイベント「きてみて、感じて Ｉ ＬＯＶＥ クールシェア」を
７月５日（日）に開催します。

（目的）公共施設やお店、企業など市内各所に点在するクールシェアスポットを紹
介したり、クールシェアイベントを開催することで、家庭・地域・行政が一体と
なって「クールシェア」の一層の推進を図ります。

(経緯）クールシェアスポットは、のぼり旗やステッカーが目印。より多くの方に周
知するため、紙媒体のマップを作成し市報と併せ配布しています。クールシェアイ
ベントは、クールシェアくまがやの新たな魅力の発信の場となっています。

(効果）「クールシェアくまがや」とは、一人一台のエアコン使用をやめて涼しい場
所に集まることで、節電、地域コミュニティの活性化、商業・中心市街地等等、地
域の活性化につなげる取組です。

クールシェアイベント：平成２７年７月５日（日）11:00～15：00　

特徴やPRポイント

クールシェアの取組も今年で４年目で、クールシェア参加店舗（事業所）数も昨年
と同様であり安定してきましたが、さらなる浸透を図っていきます。取組団体の一
つである熊谷青年会議所は、この取組により、平成２５年にＪＣＩアワード「最優
秀　長期的地域コミュニティシステム　開発プログラム賞」を受賞しています。

「クールシェアくまがや」の取組は、青年会議所、商工会議所、商工会、自治会連
合会、環境活動団体、ＰＴＡ連合会、大学、建築士会、熊谷市等が実行委員会を組
織し、地域あげての取組となっています。

主催　クールシェアマップ：クールシェア熊谷実行委員会
　　　　　　　　　　　　　事務局（公社）熊谷青年会議所　048-524-0440
　　　クールシェアイベント：（公社）熊谷青年会議所　048-524-0440

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

総合政策部企画課　権田、細江　　　　

048-524-1111（内線528）　　　　　　　

 クールシェアマップの作成及び配布について 
 ２０１５年度クールシェアイベント「きてみて、感じて Ｉ ＬＯＶＥ クールシェア」 

平成２７年 ６月２６日発表 

担当課：企画課 
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クールシェアとは?
ひとり一台のエアコンを切っ
て、涼しい場所を皆でシェア
する取組みだよ！

家庭のエアコンによるエネルギー消費を
削減することで地球温暖化防止をはかる
ほか、夏期の電力消費を減らすことを
目指します。省エネのみならず、お声が
けによる熱中症の予防、コミュニティ
や地域の活性化といったプラス

の価値を生み出すことが
クールシェアの特徴です。

COOLSHARE

クールシェアマップ
MAP

Share
map

中心市街地

Share
map

熊谷全域

この地図は人工衛星LANDSATによって計測された熊谷の地表
面の温度分布を表しており、赤色になるにしたがって熱中症の危
険度が増すことを示しています。熱中症には温度以外に風や湿
度、地表面の性質などが作用しますが、一応の指標にはなります。
現在、ご自分の居場所が熱中症危険度が高い場所に近い所でした
らクールシェアスポットを利用して涼んでいただき、熱中症の予
防に努めてください。

立正大学地球環境科学部環境システム学科　後藤・白木研究室

マップについて

クールシェアくまがや実行委員会

☎048－524－0440 クールシェアマップ  http://sharemap.jp

〈全般〉 公益社団法人 熊谷青年会議所
熊谷市宮町2-39 熊谷商工会議所内

ENJOY 
SUMMER 

2015

お
問
合
せ

暑さ対策日本一の熊谷市は、毎年新たな取組みを行っています。

視覚的効果による「暑さ対策」として、
熊谷駅（正面口・南口）、籠原駅（北口・南
口）の階段に涼感演出を与えるアート
展示を、7月1日から9月30日まで実
施します。

涼しさ体感アート事業涼しさ体感アート事業

熱中症予防を呼びかけるステッカー
を市内の清涼飲料水の自動販売機に
貼付することで広く市民に熱中症予
防を呼びかけます。

まちかどステッカー事業まちかどステッカー事業

市内全ての中学2年生を対象に、「熱
中症対策講習会」を行いました。今後
も、熱中症予防の知識等の普及促進
に向けて取り組んでいきます。

暑さに負けるな
中学生事業

暑さに負けるな
中学生事業

熱中症予防・対処法のオリジナルDVDの
貸し出しを行っています。
健康づくり課や市内の図書館で貸し出し
ていますので、ご利用ください。

みよう広げよう
熱中症ゼロの輪事業

みよう広げよう
熱中症ゼロの輪事業

6月1日から9月30日まで、暑さに
より屋外で気分が悪くなった方のた
めに、市内22か所の公共施設に水分
補給ができる一時的な休憩場所を開
設しています。

まちなかオアシス事業まちなかオアシス事業

新たに9月末時点で75歳以上となる高
齢者（昨年配布済みの方を除く）と単身
高齢者（65歳以上で昨年10月以降の登
録者）および平成27年度小学校入学児
童へ熱中症予防のため、「クールスカーフ」を無償配布しまし
た。また「クールスカーフ」は販売もしています。

熱中症予防グッズ配布事業熱中症予防グッズ配布事業

市内在住の3歳児を対象に、暑い夏にも安
全に外遊びするために、熱中症予防に効
果のある冷却機能を備えた「ニャオざね
クールキャップ」を配布します。

ちびっこ元気事業ちびっこ元気事業 えんむすび日傘事業
New

国宝妻沼聖天山付近を訪れた観
光客に、誰でも自由に使える日傘
（和傘）を貸出し、熱中症予防とま
ちなか移動を快適にします。

えんむすび日傘事業えんむすび日傘事業
New

こののぼりとステッカーの
貼ってある場所は
クールシェアくまがや
参加店です。

こののぼりとステッカーの
貼ってある場所は
クールシェアくまがや
参加店です。

暑さ対策事業紹介暑さ対策事業紹介暑さ対策事業紹介暑さ対策事業紹介

涼しさ体感アートでお慣じみの
階段アートを熊谷市誕生10周年
記念事業として実施します。

クールシェアスポットトピックス

&2tの温泉20tの雪 2tの温泉20tの雪
渋温泉から2t
の源泉が運び
込まれます。

「NPO法人子育
てネットくまが
や」の皆さんと一
緒に暑い夏の、熱
いお祭りで雪あ
そびしましょっ！

コミュニティひろば

AM10:00 ～雪が溶けるまで217 火

雪遊びひろば 特設足湯ひろば

長野県山ノ内町より

熊谷市内の公共施設や一般事業所の皆さ
まが、平成27年6月1日～9月30日の期間、
1人1台のエアコンを止めて、お出かけに
なった皆さまに、様々なサービス・おもて
なしをしてくれます。
あなたも節電して、地域活性・温暖化防止
に協力を！

★中心市街地に位置す
　る店舗情報は裏面に
　掲載されています。

マスコミ（テレビや新聞）にも
取り上げられ、たくさんのお
店がクールシェア加盟店に参
加され、様々なサービスをし
てくれました。

おうちで、ご近所で、公園で、
街でクールシェア！！

❷
クールシェア
サービス

❶

あつべえと涼べえは、
クールシェア運動を一
緒にがんばり、今年で
4年目です。

涼べえ MiteiC

クールシェアは、ひとり
１台のエアコンを使わ
ず、涼しい場所をみん
なでシェア（共有）する
こと。省エネ・熱中症
予防・コミュニティや
地域の活性化にもなる
んだよ。

❹ キミ達今年も手伝ってね！

わかった
 ニャ！

クールシェア斬り
!!

ジャーン

エアコン消して
涼しいところに集まろう！

あつべえと涼べえ
クールシェアに取り組む

20152015

熊谷誕生10周年記念

テ ー マ
「かがやき」、「飛躍」、「み
らい」をイメージさせる
作品（絵画、CG、写真な
どのアート作品）
※「熊谷らしさ」は問いません。
自由な作品を募集します。
締　　切　平成27年7月17日（金）必着
展示期間　平成27年10月1日（木）
　　　　　～平成28年3月31日（木）
展示場所　熊谷駅（正面口、南口）籠原
　　　　　駅（北口２か所、南口２か所）
注　　意
 ・ 作品の展示に関しては、作品名と氏名
　またはペンネームを公表します。
 ・ 作品は、印刷物への使用など、本市
　 のPRに活用することがあります。
 ・ 作品採用者の方には記念品を贈呈
　 します。
 ・ 籠原駅北口西階段については、中学
　 生以下の部として中学生以下の方
　 の作品を優先して採用します。
応 募 料 　無料
応募・問合せ先
熊谷市総合政策部企画課
〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地１
T E L  048-524-1111（内線528）
e-mail  kikaku@city.kumagaya.lg.jp

くまがや市商工会
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クールシェアの新たな取組みを募集し
ます。それぞれの立場でできる取組み
を考えて下さい。その取組みを通じて、
企業の競争力向上や経費節減、地元へ
の企業アピールを行いながら地域全体
でクールシェアに取組み、熊谷の企業
といえばクールシェアと市内外の皆様
から連想いただけることを目標に実施
します。
応募期間　
2015年7月1日（水）
　　～9月30日（水）
選考基準
 ・ 新しい取組みであ
　ること
 ・ 他企業への拡散性
　があること
 ・ 実現性があること
以上の３点の基準 の
うち、１点以上を満た
すこととします。
応募・問合せ先
クールシェアくまがや実行委員会
〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町2-39

皆さまからのご意見大募集

T E L   048-524-0440
FAX   048-524-0519
e-mail　info@kumagaya-jc.co.jp
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熊谷市と（一財）日本気象協会が
提供しています。

熱中症予防情報メール
無料メール配信中！
携帯電話での登録はこちら

お問合せ : 熊谷市健康づくり課
1048-528-0601



Community 集会施設、公民館、ロビー
などの開かれた施設

Child 子育て支援拠点や児童館な
ど「親子」のための施設

Park 公園、大きな木、緑地、寺社
など、土と緑のある所

Books 図書館、ブックカフェなど、
本を読めるところ

Museum 美術館、博物館、科学館、
資料館、記念館など

Art ギャラリー、カルチャース
クール、ショールームなど

Shopping ゆっくりできるお店、商
店街、百貨店など

Community

Child 親子のための
クールシェアスポット
親子のための
クールシェアスポット

Park
熊谷スポーツ文化公園 熊谷市上川上30048

子どもたちに安全な「親水広場（セラピーガーデン内）」のほ
か、木陰の多いウォーキングコースや水辺などが豊富です。

桜リバーサイドパーク50
木陰で風を感じ、水遊びもできる快適な場所です。

熊谷市相上1812

野鳥の森 荒川大麻生公園内
広大な森の木陰のなかで聴く野鳥のさえずりは清涼感
たっぷり。

49

めぬま館　お休み処
熊谷市妻沼1503-4 時間

45
10：30～16：00 休 木

どなたでも自由に「食べもの、飲みもの」持ち込み無料特 典

新光苑
熊谷市小島527
☎048-532-0665

46

休 日
時間 9：30～16：00

障害者との交流、美術品の鑑賞。(但し美術館入館の
場合は５００円)特 典

道の駅めぬま
熊谷市弥藤吾720

44
　  ☎048-567-1212

健康スポーツセンター
熊谷市津田１７８８-１ ☎0493-39-5511

51

プールで涼み、お風呂で汗を流し、身も心もリフレッシュ
できます。※有料

大沼公園 熊谷市須賀広６２４-１52
緑に囲まれた広大な水辺空間のなかに浮かぶ弁天神社
が幻想的なスポットです。

葛和田の渡船場 熊谷市葛和田  利根川河川敷55
群馬県と埼玉県を結ぶ渡船。付近は水上レジャーのメッカ
です。

わんこインDogRun
熊谷市野原840-1       ☎048-536-1551 

60

暑くても寒くても木立の中は快適♪熊谷の立地を考慮し
た広大なドッグランでワンコと遊ぼう!！エアコンを消して
遊びに来ていただいた方にクールバンダナを無料でレン
タルいたします。

妻沼図書館 熊谷市妻沼東1-164
☎048-588-6878 休 月、第1金、祝の翌平日

時間 9：00～17：00

妻沼中央公民館と隣接し、静かに読書を楽しめます。

大里図書館 熊谷市津田1-163

☎0493-36-1126 休 月、第1金、祝の翌平日
時間 9：00～19：00　土・日・祝 9:00～17：００

大里生涯学習センター「あすねっと」内にあり、静かに
読書を楽しめます。

江南図書館 熊谷市千代325-165

☎048-536-6303 休 月、第1金、祝の翌平日
江南総合文化会館「ピピア」内にあり、静かに読書を楽
しめます。

時間 9：00～19：00　土・日・祝 9:00～17：００

大里行政センター
熊谷市中曽根654-1 　☎0493-39-0311

19

妻沼行政センター
熊谷市弥藤吾2450 　☎048-588-1321

20

江南行政センター
熊谷市江南中央1-1 　☎048-536-1521

21

久下公民館
熊谷市久下1434-2 　☎048-521-0780

22

佐谷田公民館
熊谷市佐谷田347-1 　☎048-524-5411

23

まちなかオアシス（熱中症予防のための休息所）。

玉井公民館
熊谷市高柳44-1 　☎048-532-3987

24

大麻生公民館
熊谷市大麻生1010 　☎048-532-3519

25

中条公民館
熊谷市上中条812 　☎048-523-8565

26

奈良公民館
熊谷市下奈良609-6 　☎048-521-0056

27

別府公民館
熊谷市西別府2252-1 　☎048-532-6605

28

三尻公民館
熊谷市三ヶ尻2868-1 　☎048-532-3656

29

吉岡公民館
熊谷市村岡409-1 　☎048-536-1306

30

星宮公民館
熊谷市下川上5 　☎048-525-3422

31

妻沼中央公民館
熊谷市妻沼東1-1 　☎048-588-2044

32

大里生涯学習センター「あすねっと」
熊谷市津田１-１ 　☎0493-36-1122 

33

妻沼聖天山
☎048-588-1644

56
時間 10:00～16:00

国宝である妻沼聖天山の本殿「歓喜院聖天堂」の鮮や
かな彫刻技術、装飾建築をご覧ください。

熊谷市妻沼1627

能護寺（あじさい寺）
☎048-588-0901

61
時間 9：00～16：00

六月中旬のあじさい見学（有料）。

熊谷市永井太田１１４１

熊谷厄除大師　常光院
☎048-522-4084

62

県指定ふるさとの森、中条氏館跡、武蔵野の雑木林。

休 無休
熊谷市上中条1160

パーシモン広場1
熊谷市柿沼921-9（なでしこ保育園内）
☎048-501-0018

時間 9：30～12：00
休 土・日・祝

すずかけ広場2
熊谷市円光2-10-10（第三なでしこ保育園内）
☎048-520-1518

時間 9：30～15:30
休 土・日・祝

子育て広場「なかよし」
時間 9：30～15：00
休 日・月・祝

熊谷市弥藤吾６９２-１（妻沼児童館内）
☎048-589-1715

3

子育て広場「にこにこ」時間 10：00～13：00
休（原則として）水・木・土・日・祝熊谷市向谷373-1

☎0493-39-1208

4

子育て広場「のびのび」
時間 10：00～13：00
休（原則として）月・金・土・日・祝

熊谷市大麻生１０１０（大麻生公民館内）
☎048-532-3519

5

子育て支援拠点
小さいお子様とパパ・ママなど、子育て家庭の親子のため
のクールシェアスポットです。親子が交流したり、子育て情
報の交換や悩み相談もできます。

くまっぺ広場第27
熊谷市原島315（熊谷スポーツ・文化村「くまぴあ」内）
時間 10：00～ 15：00 休 月・火・祝日

0・1・2・3さい くまっぺ広場6
熊谷市本石2-135（イオン熊谷店内）
時間 9：30～ 15：30（12：00～13：00までは休憩）

休 木・土・祝日

子育て広場「きらきら」
熊谷市宮前町1-24-1（荒川公民館内）
☎048-525-0252

8
時間 9：00～12：00
休（原則として）火・水・木

石原児童館
熊谷市本石１-１０ 　☎048-524-0601

10

西児童館
熊谷市新堀新田５７６-１ 　☎048-532-1841

11

雀宮児童館
熊谷市上之１３０５-１ 　☎048-521-2673

12

大幡児童館
熊谷市代５９７-４ 　☎048-525-7710

13

箱田児童館
熊谷市中央１-１４９ 　☎048-523-1081

14

妻沼児童館
熊谷市弥藤吾６９２-１ 　☎048-589-1621

15

上須戸児童館
熊谷市上須戸１０５６-３ 　☎048-588-8587

16

児　童　館

時間 8：30～18：30各館共通 休 日・祝

子ども達や親子のためのクールシェアスポットです。
子ども達が、安全にみんなで遊べる場所です。

※上須戸児童館のみ、月～金8：30～17：00、土8：30～12：00

荒川児童館
熊谷市河原町２-１７３ 　☎048-522-0802

17

東児童館
熊谷市銀座４-９-６ 　☎048-525-1928

18

江南総合文化会館「ピピア」
熊谷市千代３２５-１ 　　☎048-536-6262

34

熊谷文化創造館「さくらめいと」
熊谷市拾六間111-1 　　☎048-532-0002

35

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」
熊谷市原島315

36

☎048-525-6000 休 毎月第２火曜日及び臨時休館日
時間 8：30～21：30

旧市立女子高校の施設を活用し、子どもから高齢者まで
の幅広い世代の市民がスポーツ・文化に親しむことのでき
る生涯学習センターです。

熊谷市役所
熊谷市宮町2-47-1 　　☎048-524-1111

37

中央公民館
熊谷市仲町19 　　☎048-523-0895

38

荒川公民館
熊谷市宮前町1-24-1 　　☎048-525-0252

39

文化センター文化会館
熊谷市桜木町２-３３-２ 　　☎048-525-4553

40

まこと幼稚園
まことベビー＆キッズ特別解放
対象：０～２歳の未就園のお子様

9
熊谷市上之1355 　☎048-524-1261

熊谷地方庁舎
熊谷市末広３-９-１ 　　☎048-524-1110

43

地方庁舎前にある交流サロンには、県政資料等があり、涼し
いところでご覧いただけます。

熊谷駅広場冷却ミスト 熊谷市筑波2-11241
熊谷の玄関口を、涼しいミストでお迎えします。

中央公園 熊谷市宮町２-３９57

まちなかにある緑いっぱいの空間は、リフレッシュに最適です。

星川
熊谷市星川  お祭り広場

59

親水広場に彫刻像もあり、整備された景観は市のシンボルで
す。最近では、「星川あおぞら市」なども開催されています。

ENJOY SUMMER 2015　クールシェア参加店

江南総合公園 熊谷市板井３７７53

楽しい遊具で疲れたら、木陰でゆっくりクールダウン。

熊谷さくら運動公園 熊谷市小島157-154

子ども広場や屋内プール、テニスコート、野球場など多様
な目的に合わせて利用できる公園です。夏場は、屋外プ
ールも開設され、水に親しめます。

星渓園
☎048-536-5062
（江南文化財センター）

58

清らかな「玉の池」と、その周辺に竹木や名石を集めた庭
園です。

時間 9：00～17：00
休 月（祝日の場合は翌日）

熊谷市鎌倉町32

様々な講座・イベントを開催していますので、気軽にお立
ち寄りください。

まちなか交流広場（ピッコロ館）
熊谷市本町1-247
☎048-524-1111
　（内線309）まちなか交流広場担当

時間

42
 10：00～15：00

休 土・日・祝（開館の場合有）

熊谷図書館 熊谷市桜木町2-33-266

☎048-525-4551 休 月、第1金、祝の翌平日
時間 9:00～19:00　土・日・祝 9：00～17：00

多くの蔵書や美術・郷土資料があり、ゆっくりと読書する
ことができます。

Books

江南文化財センター
熊谷市千代329 
☎048-536-5062

69

楽しく施設を利用できるように「つくる、しる、ふれる」を基本
コンセプトとし、多くの文化財資源の公開を行っています。

時間 9:00～17:00
休 土・日・祝

Museum

プラネタリウム館
熊谷市桜木町２-３３-２　
☎048-525-4554

70

外の天候や時間に関係なく、四季おりおりの星座や宇宙
の神秘を体験できます。

時間 9：00～17：00
休 月・第1金・祝日の翌平日

妻沼展示館
☎048-567-0355

67

多くの歴史資料や文化財資料を収蔵しています。

時間 9:00～17:00
休 月・祝

熊谷市妻沼東1-1

根岸友山・武香ミュージアム広場
熊谷市胄山152 ☎0493-39-0006

71

ベンチ設置
休 年中無休（正月を除く）

荻野吟子記念館
☎048-588-1327

68

利根川のほとりにあり、熊谷の偉人、荻野吟子女史の生
涯に関する資料が展示されています。

時間 9:00～17:00
休 月(但し、祝日に当たるときは開館し、翌平日休館)

熊谷市俵瀬581-1

クールなスペースで美術品を鑑賞して頂いた後、冷
茶で気分爽快。特 典

長島記念館
☎0493-39-2025

72
時間 10：00～16：00

休 月・木（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日を除く）

熊谷市小八林1022

Art

Shopping

時間 8：00～18：00

（株）松本材木店 緑風の家
熊谷市石原804-5 
☎048-523-2288

76

冷たい飲物や納涼グッズプレゼント。特 典

R+houseくまがや
熊谷市久保島2304 
☎048-531-3551

80
時間 9：00～19：00
休 第2・4水、木

アイスコーヒーもしくはアイス特 典

地元密着の奈良不動産
熊谷市円光1-6-50 
☎048-524-1105

79
時間 9：00～18：00
休 水、第1木

麦茶1杯サービス。特 典

narrative（ナラティブ）
熊谷市円光1-14-43 
☎048-524-1107

78
時間 10：00～17：00
休 水、第1木

冷た～いお茶を1杯。
(モデルハウスでいかがですか？)特 典

アイスクリーム（ワンカップ）サービス、またはオリジ
ナルハンドタオルプレゼント（1組1枚）。特 典

富士住建
☎048-529-3110

77
時間 9：00～19：00

熊谷市代877-1

窓やドアの専門店　(有)斉藤硝子店
熊谷市小島20-3
☎048-523-3571

109

休 第2・4土、日・祝
時間 8：00～18：00

暑い熊谷を涼しく過ごす為のエコリフォーム。
（窓、ドア、エクステリア）特 典

（資）梅月堂
熊谷市妻沼1493-12
☎048-588-0267

111

休 月
時間 9：00～19：00

冷たい麦茶とやまいもサブレ、あげまんじゅうの試食
サービス。特 典

（株）国分グリーンファーム
熊谷市万吉2710
☎048-536-7777

137

休 土・日・祝
時間 9:00～18:00

ご来店のお客様に「ヒメイワダレソウ」の苗をプレ
ゼント。特 典

ミヤ薬局
熊谷市宮町2-9
☎048-528-3889

157

休 日・祝
時間 9：00～18：00

ノベルティー文具プレゼント。特 典

ヘアーサロン あおぞら
熊谷市中西1-5-17
☎048-522-0764

146

休 月、第2・3火
時間 8：00～19：.00

炭酸冷やしシャンプーをして下さった方、+500円で
炭酸ジェルパックと炭酸ミスト。特 典

御菓子司 花扇
熊谷市中西3-15-15
☎048-526-0121

93
時間 10：00～19：00
休 月

糀で作った飲む点滴といわれる冷し甘酒を召しあがっ
ていただきます。特 典

Ｊ：ＣＯＭ熊谷
☎0120-34-0437

81

時間 9：30～12:00　13:00～17:30
休 土・日・祝

涼しい店内でケーブルテレビの放送をお楽しみ下さい。特 典

熊谷市原島380

幸せの幸望庵
☎048-501-0881

82

時間 8:30～17:30（利用時間9：30～16：40）
休 日

冷たいおいしいお水。特 典

熊谷市下奈良381-32

熊谷ハウジングステージ
熊谷市石原369-1 
☎048-527-4661

84
時間 10:00～18:00
休 無休

クールシェアでご来店いただいたお客様へ
冷たいドリンクプレゼント。特 典

くまがや館
熊谷市筑波1-29 
☎048-521-4625

85
時間 10:00～17:30
休 夏季休館日有

ギャラリー使用料10,000円off
（但し7月１日～9月30までの期間に限る）特 典

望みの幸望庵
熊谷市赤城町2-64-1 
☎048-577-5730

83
時間 9：30～16：30
休 日

涼しい部屋と冷たい麦茶。特 典

（株）時田工務店
熊谷市宮町1-3
☎048-521-0752

86
時間 8：00～17：00
休 土・日・祝

麦茶サービス。特 典

大和建設株式会社
熊谷市石原1194
☎048-524-6357

87
時間 8:00～17:00
休 日・祝

冷たいドリンクサービス。特 典

松坂屋建材（株）
熊谷市広瀬165
☎048-521-7711

88
時間 8:00～18:00
休 土・日

リフォーム工事で断熱塗料（ガイナ）の施工費を
10%OFF。特 典

（有）小林不動産
熊谷市新堀８５６－１
☎048-533-3371

89
時間 10:00～18:30
休 火、第三水曜日

賃貸物件の仲介手数料２０％ＯＦＦ特 典

お茶の小此木
熊谷市本町1-111
☎048-521-0132

時間 9：00～18：30
休 月

冷茶の提供。特 典

131

メガネの南海堂 本店
熊谷市鎌倉町100
☎048-522-1874

132
時間 9：45～19：30
休 年中無休

メガネ調整・クリーニング、補聴器調整・乾燥。
飴なめてひと休み。特 典

（株）エイチ・アイ・エス 熊谷ティアラ21営業所
熊谷市筑波3-202 ティアラ21 4F
☎048-599-0081

133
時間 月～金 10:30～19:00

土・日・祝 11:00～18:00
休 年中無休

うちわ配布。ウォーターサーバー。特 典

和洋菓子の三河屋
熊谷市宮町2-4
☎048-522-1691

134

休 火
時間 平日   9：00～19：00

日・祝 9：00～18：00

塩飴サービス。特 典

メガネの南海堂 円光店
熊谷市円光2-4-54
☎048-528-5799

110

休 木
時間 10：00～19：30

メガネ調整・クリーニング、補聴器クリーニング。特 典

(有)折原硝子店
熊谷市末広4-13-53
☎048-522-1670

121

休 日・祝
時間 8：00～17：30

特定商品にTポイント贈呈、ノベルティグッズプレ
ゼント。特 典

やさい広場
熊谷市葛和田888-3
☎048-567-0831

119

休 水
時間 9:00～18:00

冷たい麦茶。特 典

きもの玉川
熊谷市本町1-181
☎048-522-1900

128

休 月、第３火
時間 10：00～18：00

麦茶・飴の提供。特 典

（株）荒川青果
熊谷市宮本町24　
☎048-521-1251

127

時間 8：00～19：00

青空朝市での試食サービス。
特 典

虹色ハウスsugar120
熊谷市妻沼1431-2
☎048-588-5050 休 月

時間 10：00～18：00

店内で涼しく過ごせます。特 典

丸岡堂
熊谷市妻沼1507-2
☎048-588-0139

112

休 不定休
時間 9：30～17：00

セルフにてお茶のサービス特 典

おしゃれセンター　きくや
熊谷市妻沼1445-2
☎048-588-0035

108

休 月
時間 9：00～19：00

麦茶サービス。特 典

大福茶屋　さわた
熊谷市妻沼1537-2
☎048-589-1124

107

休 月
時間 9：00～17：30

麦茶　茶菓子（試食サービス）特 典

(有)ハタヤスポーツ 籠原店
熊谷市新堀623-11
☎048-533-2513

105

休 水
時間 11：00～19：00

涼しい店内でゆっくりスポーツ番組を見ながら過ごし
ませんか。特 典

（株）玉井事務所  総合保険代理店
熊谷市新堀1075-1北原ビル１F
☎048-532-8898

103

休 土・日・祝
時間 8：45～18：00

冷たいドリンクをサービス。特 典

（株）近江屋酒店
☎048-521-1009

94
休 日

アルカリイオン水500Ｐ、１本サービス。特 典

熊谷市肥塚4-7

（株）梅林堂

箱田本店 熊谷市箱田６-６-１５
☎048-521-465196

埼玉博通り店 熊谷市中西1-2266-1
☎048-522-135497

新島店 熊谷市石原176
☎048-522-224698

荒川大橋店 熊谷市宮本町25
☎048-521-211399

時間 9:00～19:00

熊谷駅ビルアズロード店
熊谷市筑波2－112
☎048-521-3250

100
時間 8:00～21:00
休 アズロードに準ずる

八木橋銘菓百選街店
熊谷市仲町74八木橋デパート内
☎048-525-7793

101
時間 10:00～19:00
休 八木橋デパートに準ずる

塩豆大福10％引き。特 典

95 熊谷市籠原南3-221
☎048-532-1681籠原南店

エアコンの効いたショールームにて休憩と冷たい飲み
物サービス（アイスコーヒー、カルピス等）

特 典 ご来店の方ワンドリンクサービス。

熊谷マイカーセンター 熊谷市広瀬166-3　　　
☎048-527-341173

74

75

休 月（祝は営業）時間 10:00～19:00

熊谷店 熊谷市佐谷田196
☎048-521-6121

かごはら店 熊谷市拾六間605-2
☎048-531-0404

冷たい飲み物の提供。特 典

特 典

特 典

ネッツトヨタ埼玉（株）

アクア福祉カレッジ
☎048-525-8888

102
時間 9：00～18：00

受講料５千円引き。特 典

熊谷市石原1203-3

（株）吉徳
☎048-588-5820

104
時間 9：00～18：00

冷たいドリンクをサービス。特 典

熊谷市葛和田960-1

宮町店 熊谷市宮町2-140-2
☎048-525-1460

116

休 日・祝(お中元・お歳暮期間は休まず営業致します）
時間 9：00～18：00

アズ熊谷駅ビル店 熊谷市筑波2-115アズ1Ｆ
☎048-524-3838

115
時間 10：00～21：00

武州養蜂園

休 日・祝(お中元・お歳暮期間は休まず営業致します）

久保島店 熊谷市久保島945-1
☎048-533-0038時間 9：00～18：00

114

113 熊谷市上之761-1
☎048-525-6253時間 9：00～17：00

上之店

フラワータイム パレット
熊谷市別府5-280-4
☎048-533-9377

117

休 火
時間 9：30～19：00

涼しそうに見える花束・アレンジメントフラワーをお
創りします。特 典

読売センター（YC）熊谷南部 大里店118
熊谷市佐谷田3742-1
☎048-526-3738 休 年中無休

時間 事務所営業 9：00～17：00

一服休憩所がわりにどうぞ。冷たい飲み物の提供並
びに新聞読み放題。特 典

熊谷駅ビル アズ
☎048-523-1411

124

時間 ショッピング10:00～21:00 レストラン10:00～24:00
※一部店舗により異なる

休 8月18日（火）休業予定

暑い日は、アズでショッピングをお楽しみください！特 典

熊谷市筑波2－115

ティアラ21
☎048-526-7800

125
時間 10：00～21：00

７/1～ 8/31 熊谷の最高気温が40℃を超えたら、1F
のSUBWAYで凍らせマンゴのオレンジジュースを各
日先着100名様にプレゼント。

特 典

熊谷市筑波3-202

ニットーモール
☎048-522-4011

126
時間 10：00～21：00

8/1～ 8/31 10：50～ 15：50熊谷地方気象台が毎時
50分頃更新する熊谷の最高気温が38℃を超えたら1時
間後の定時より、1F ルコントブルーのソフトクリームを先
着100名様にプレゼント。

特 典

熊谷市銀座2-245

（株）ピーアイピー
☎048-524-1463

129
時間 9：00～18：00

ご来店注文者ランチパスポート熊谷版・秩父版・上尾
版・川越版・太田版どれか1冊プレゼント！特 典

熊谷市筑波1-157-2

JTB　熊谷店130
熊谷市筑波1-207
☎0570-200-696 休 水

時間 10：30～18：30

うちわサービス。特 典

休 土・日・祝
時間 9：00～16：00

冷たい緑茶、冷たいコーヒーをご用意しております。特 典

石原支店 熊谷市石原3-241
☎048-522-8200

159

冷たいお飲み物を用意致します。特 典

籠原支店 熊谷市新堀新田498-2
☎048-532-5457

160

熊谷商工信用組合

店内ロビー展（毎月変更）。アイスコーヒー、冷たいお茶のサービス。特 典

本店営業部 熊谷市本町2-57
☎048-522-4381

158

Dining

カラオケ館
☎048-529-3051

90
時間 日～木・祝  11:00～翌5:00

金・土・祝前11:00～翌6:00休 年中無休
室料30分料金30％off。各種割引併用不可。
フリータイム、飲み放題は対象外。特 典

熊谷市筑波2-49五大ビル 1Ｆ

シネティアラ21
☎048-599-2222

91
時間 8:00～24:00

(時間変更の可能性あり)休 無休

雪くま５０円引き。特 典

熊谷市筑波3-202 ティアラ21 8Ｆ

Music

映画館、スタジオなどMusic

籠原店

サロン・ド・ｊｕｎ
熊谷市別府4-13　
☎048-533-5556139

時間 土・平日9：00～19：00　
日・祝日8：30～18：30

休 火

熊谷上之店 熊谷市上之2032-9　
☎048-524-3515

140

クーリングシャンプー無料キャンペーン。特 典

ドリンク１杯サービス。特 典

サイタマ健康ランド
☎048-533-2614

141

時間 ２４時間　年中無休　毎朝8：30～10：00風呂清掃あり
休 10月中旬に数日休館日あり

熊谷市久保島９３９

2F大広間レストランのソフトドリンク（限定4品）100
円引き(大広間営業時間内に限る・他のサービス券と
の併用はできません)

特 典

Dining ゆっくりできるレストラン、
食堂、カフェ、雪くまなど

Bank 金融機関

美容室、温泉施設など健康・
美容に関するお店Health&Beauty

BankHealth&Beauty

武蔵野銀行
熊谷支店 熊谷市鎌倉町１

☎048-523-6111
167

時間 9：00～15：00休 土・日・祝

麦茶の提供。特 典

168 熊谷東支店 熊谷市中央3-38
☎048-527-5231

籠原支店 熊谷市新堀780-1
☎048-533-4411

169

妻沼支店 熊谷市妻沼1451　
☎048-588-1221

170

休 土・日・祝
時間 9：00～17：00

熊谷支店 熊谷市本町1-101
☎048-521-1511

171

熊谷駅前支店 熊谷市筑波2-48-1
☎048-521-4351

172

給水機の設置。特 典

埼玉りそな銀行

時間 11：00～14：30オーダーストップ
17：00～21：30オーダーストップ（土、休日は21：00）

レストラン　とんふみ
熊谷市新堀781　　 ☎048-532-4129

175

休 無休

冷たいウーロン茶一杯。特 典

休 月
時間 11：00～18：00

(売り切れじまい)

元祖熊谷うどん福福
熊谷市妻沼台29
☎048-589-2900

181

お冷・お茶を無料でお出し致します。特 典

熊谷うどん 熊たまや
熊谷市桜木町1-202-1
☎048-521-8908

185
時間 10：30～20：00
休 年中無休

ドリンク1杯サービス。特 典

十一屋（居酒屋）
熊谷市筑波3-80 ☎048-525-8989

184

おつまみを１品サービス。特 典

HOMES CANTINA.
熊谷市宮町2-96-1
☎048-522-6326

183

休 年中無休

時間 11：30～13：30
17：00～24：00

ホルモン1皿サービス（1組に1つ）。特 典

時間 17:00～23:00
ホテルシティーフィールド お食事処 和
熊谷市籠原南1-123
☎048-531-2626

182

ソフトドリンク１杯サービス。特 典

まるかんのお店
熊谷ロイヤルホテルすずき店
熊谷市宮前町2-51 熊谷
ロイヤルホテルすずき内
☎048-521-0523

186

時間 10：00～18：00
休 休刊日なし

見た目が変わる？！美容気功無料サービス。特 典

茶の西田園
熊谷市妻沼1523
☎048-588-0304

179

休 月
時間 9：00～19：00

冷茶等のサービス。特 典

ふぁーまーずはうす アーク
熊谷市中央５-２-１
☎048-522-2941

176

休 無休

時間 昼11：00～14：30
夜17：00～21：30

プチデザートサービス（アイスクリームなど）特 典

ホルモン焼 八ツ田
熊谷市新堀881-5

178
休 水時間 17：00～24：00

日替わりおつまみサービス。特 典

焼肉ホルモン 諒
熊谷市広瀬246-1
☎048-523-5529

177

休 月・第2日

時間 17：00～ 24：00
（L.O.23:00）

ホルモン１皿サービス。特 典

足利銀行 熊谷支店
熊谷市本町1-127-1
☎048-523-0078

173

休 土・日・祝
時間  9:00～15:00

冷水の提供、あめの用意。特 典

シノン洋菓子店
熊谷市新堀954-1
☎048-532-7242

180

休 火（祝祭日の場合は営業）
時間 9：00～19：30

ヘアーサロン＆ネイルサロン THE HeDから当店に
ご来店の方、雪くま 5％OFF
氷カフェ430円→380円

特 典

ホシカワカフェ
☎048-594-7574

187

休 月

時間 11：00～19：00
日・祝 11：00～17：00

熊谷市星川1-77  

ポイント2倍。特 典

おかず屋 だいどころ
熊谷市桜木町1-121 下妻ビル1F
☎048-598-3654

189
時間 10：30～14：00

16：00～20：00

ドリンク1杯サービス。特 典

いづみ寿司
熊谷市本町1-206
☎048-521-2640

190
時間 11：30～13：30

17：00～23：00
休 日・祝 昼

アイスコーヒー 1杯サービス。特 典

三船
熊谷市鎌倉町79
☎048-522-2967

191
時間 11：30～14：00

17：00～21：30

ウーロン茶サービス。特 典

そば処 木村屋
☎048-522-1867

188

休 日

時間 11：00～15：00
18：00～20：00

ジュースサービス。特 典

熊谷市筑波2-20

水よし本店
熊谷市星川1-13
☎048-525-8929

192

休 火

うちわプレゼント。特 典

ラグビーバー No Side
熊谷市筑波1-194 No Sideビル
☎048-524-0005

193

時間 17：00～24：00

イベント随時開催中。特 典

自然食 料理処　田べい
熊谷市星川1-87
☎048-526-9011

196
時間 11：30～14：00

17：00～21：00

冷たい麦茶サービス。特 典

創作ダイニング 優
熊谷市筑波3-45
☎048-594-7203

197

休 基本的に月(連休によっては月も営業)

時間 火～金 11：00～14：00
火～日 17：00～24：00

ミニかき氷をプレゼント。ミニかき氷をプレゼント。特 典

A.L.F. Coffee Stand
熊谷市本町2-41
☎048-526-1155

200

休 不定休

時間 12：00～24：00
（14：00オープンの日あり）

アイスクリーム小さいサイズをサービスします。アイスクリーム小さいサイズをサービスします。特 典

子豚食堂
熊谷市筑波2-37 2Ｆ
☎048-526-5541

201

休 無休
時間 17：00～24：00

ホルモン1人前サービス。ホルモン1人前サービス。特 典

市場の食卓
熊谷市筑波2-66-4　
ジュエルコート１階
☎048-526-2612

202

休 日曜日（予約時営業）

時間 11：00～15：00
17：00～24：00

雪くま５０円引き。雪くま５０円引き。特 典

鉄八はっかい
熊谷市筑波2-115 ＡＺ熊谷5Ｆ
☎048-528-8000

205

休 不定休
時間 11：00～23：00

ソフトドリンクを1杯サービス。特 典

八木橋特別食堂
熊谷市仲町74 八木橋百貨店7Ｆ
☎048-526-2777

206

休 八木橋百貨店と同じ

時間 10：30～19：00
（18：30L.O）

ミニアイスクリーム（バニラ）提供。特 典

よらんね　のまんね 阿蘇火（あそび）
熊谷市本石2-207-2 1F
☎048-501-5154

207

休 日・祝
時間 平日18:00～23:00

日替りおつまみ一品サービス。特 典

船場
熊谷市弥生2-35
☎048-527-1578

208

休 日・祭日
時間 17:00～27:00

17時～20時まで生ビール250円。特 典

旬菜茶房　みかわ　熊谷本店
熊谷市小島708-1
☎048-501-1020

210

休 無休
時間 11:00～15:00　17:00～23:00

平日のみソフトドリンク無料
(お盆期間はやりません)特 典

十六夜
熊谷市赤城町3-132-13
☎048-526-4447

212

休 月
時間 11:30～15:00　17:00～23:00

ランチ・・・アイスキャンディ1本サービス
夜・・・生ビール1杯サービス特 典

楽呑み処　ばさら
熊谷市本町１-２４２
☎048-526-5551

213

休 月
時間 18:00～24：00

ミート＆チーズ　バル　零じ屋
熊谷市筑波2-38-2 三和ビル1F・2F
☎048-577-7563

214

休 なし

時間 月～金　ランチ　　11:30～14：30
金・土　ディナー　１７：30～  2：00
日　　　ディナー　１７：30～24：00

チーズたっぷり野菜とトマトの煮込み料理
（フラメンカエッグ）無料！特 典

Soba de Café とら吉
熊谷市肥塚4-79-1
☎048-538-8990

211

休 日(祝日の場合は営業・翌火曜振替)
時間 10:30～18:0010:30～20:00(土・日・祝日)

ソフトドリンク1杯無料特 典

就労継続支援B型事業所
カフェギャラリー　ギャレット
熊谷市村岡102
☎048-577-3657

209

休 木・日・祝日
時間 10:00～16:00

お食事のお客様にかき氷無料サービス(6/1～ 10/31)特 典

彩庵
熊谷市星川2-8 根岸ビル1F
☎048-526-4125

198

休 日・祝
時間 17:30～23：00

ソフトドリンクもしくはサワー各種1杯サービス。ソフトドリンクもしくはサワー各種1杯サービス。特 典

Ｓｈｏｔ Ｂａｒ Ａｃｅ ショットバーエース
熊谷市弥生２-４７ 村岡ビル１Ｆ
☎048-525-4778

194

休 日
時間 19:00～26:00

お会計より10％引き。特 典

中華料理 永香閣
熊谷市筑波2-49
☎048-527-7788

195
時間 11：30～23：00
休 年中無休

15:00～17:00お食事のお客様へソフトドリンクを1
杯サービス。特 典

Cinnamon cafe 
熊谷市仲町45
☎048-521-9584

199

休 水、第３火
時間 11：00～18：00

ありがとう券1ｅｍｉを使用可能店舗一覧付きでプレ
ゼント。特 典

絆家本舗
熊谷市星川2-41-2
☎048-522-1400

203
時間 月～木 17:00～25:00

金土　 17:00～26:00
休 不定休

冷たい生ビール１杯サービス、又はソフトドリンク1
杯サービス。特 典

ばんや楽
熊谷市弥生2-74
☎048-526-1304

204
時間 月～木 17:00～25:00

金土　 17:00～26:00
休 日

冷たい生ビール１杯サービス、又はソフトドリンク1
杯サービス。特 典

サクラギ薬局
熊谷市桜木町1-76
☎048-523-0712

156

休 日・祝
時間 9：00～20：00

ノベルティー文具プレゼント。特 典

美容室パームパム熊谷店
熊谷市筑波2-56-1五城ビル1Ｆ
☎048-525-3657

155

休 火
時間 9：30～18：30

冷やしシャンプーをサービス。特 典

HAIR & MAKE J-GENIC
熊谷市銀座2-30
☎048-522-6401

154

休 火

時間 水～金 10：00～21：00
　土　  9：00～21：00
日・月   9：00～19：00

クールSPサービス。特 典

Ｃｕｔ　Ｓｈｏｐ ブロス
熊谷市万平町2-25
☎048-526-7363

153

休 月、第２・３火
時間  9：00～19：00

カットシャンプーのお客様に冷やしシャンプー。特 典

ヘアーメイク　ブロッサム熊谷店
熊谷市宮前町2-123 
宮前ビル1F
☎048-501-0288

152

時間 平日 10:00～19：00
土日祝 9：00～18：00

スキャルプソーダシャワーを使って頭皮マッサージ！
（５分程度）特 典

ＰＲＥＭＩＡＴＡ
熊谷市筑波3－152 ２F
☎048-526-7330

150

休 火、第３水

時間 平日 10：00～19：30
土 9：30～20：30
日 9：30～19：00

ミントのすっきりさわやかシャンプーに毛穴スッキリマイクロ
バブルの泡で洗い流します。500円を無料（税別）特 典

BE AREA 本店
熊谷市星川2-48 KMGビル１F 
☎048-525-1086

149

休 火、第３水

時間 平日 10：00～19：30
土 9：30～20：30
日 9：30～19：00
祝祭日 9：30～19：30

爽快ミントシャンプーでシャンプーさせて頂きます！さら
に流すお湯も話題のマイクロバブルにて！特 典

ハル理容院
熊谷市星川2-74
☎048-522-4854

148

休 月・火

時間 平日 9：00～20：00
土日 8：30～19：00

冷やしシャンプーメニュー 10％ＯＦＦ。特 典

みずほ銀行 熊谷支店 
熊谷市筑波3-95
☎048-523-5115

174

休 日・祝
時間 9：00～15：00

ご来店されたお客さまにうちわの配布を致します。特 典

新日本整体総合学院 熊谷校
熊谷市玉井1973-164 ２F 
☎048-530-3380

145

休 水・金・祝

時間 月・火・木 11：00～20：00
土  ・  日 14：00～19：00

冷たい麦茶を用意しています。特 典

リラックス整体院 えびす
熊谷市玉井1973-164 
☎048-533-8178

144
時間 10：00～21：00
（最終受付20：00）

休 無休

冷たい麦茶を用意しています。特 典

熊谷温泉　湯楽の里
熊谷市月見町2-1-65
☎048-525-4126

142
時間 9：00～25：00
（最終受付 24：30）

休 年数回メンテナンス休業あり

お一人様に付き1枚レンタルタオル（小）をサービス。特 典

ビューティハウス1511
熊谷市妻沼1511-1
☎048-588-4215

138

休 火、第3水
時間 9：00～18：00

ご来店のお客様に冷たいドリンクサービス!！特 典

明治安田生命　熊谷支社
熊谷市本町2-93明治安田生命熊谷ビル
☎048-523-1321

136

休 土・日・祝
時間 9：00～17：00

冷水と塩分補給塩飴のサービス。特 典

堀内製菓
熊谷市本町2-15
☎048-522-1556

135

休 日
時間 9：00～19：00

お茶と五家宝の提供。特 典

肥塚薬局
熊谷市肥塚4-58
☎048-599-3933

143

休 日・祝
時間 9：00～18：00

ノベルティー文具プレゼント。特 典

三国コカ・コーラボトリング（株） 熊谷支店
熊谷市玉井6-1
☎048-523-0240

106

休

時間 8：45～17：30
土・日

mod's hair 熊谷店
熊谷市本町2-59 
☎048-527-0554
休 火、第３水

時間 平日 10：00～19：30
土 9：30～20：30
日 9：30～19：00

爽快ミントシャンプーでシャンプーさせて頂きます！さら
に流すお湯も話題のマイクロバブルにて！特 典

151

滋草学舎　木もれび
熊谷市今井232-2
☎048-598-5415

47

休

時間 10:00～16:00

お茶のサービス特 典

土・日・月

星川あおぞら市
☎048-524-1111（内線499）

92

試食あり。特 典

熊谷市星川お祭り広場

5Fインテリア売場123
期間中、遮熱オーダーカーテン、遮熱ブラインドスクリー
ンをご注文頂いたお客様には、今ご使用しているカーテン
・ブラインド等を1窓1000円にて下取り致します。（掛け替
えを行う窓が対象となります。）

特 典

2F休 スペース

熊谷市仲町74
☎048-523-1111

122
休 水（不定休）
時間 10：00～19：00

ご来店のお客様に冷たい水をご用意しております。特 典

八木橋 百貨店 

本店営業部 熊谷市本町1-130-1
☎048-523-2101161

休 土・日・祝
時間 9：00～15：00

飴玉サービス。特 典

籠原支店 熊谷市新堀723-1
☎048-532-7381162

江南支店 熊谷市江南中央3-8-9 
☎048-536-4321166

熊谷市美土里町1-147-1
☎048-532-6911籠原南支店163

上之支店 熊谷市中西3-14-5 
☎048-525-1111

164

熊谷東支店 熊谷市久下4-141 
☎048-526-3361165

埼玉縣信用金庫

ヘアーサロン　ＴＨＥ　ＨｅＤ
熊谷市美土里町２-１
☎048-598-8539

147

休 水

時間 平日 8：00～20：00
土日祝 8：30～19：00

シノン洋菓子店から当店にご来店のお客様に全メニュー
２０％ＯＦＦ※店売商品は除く。
クールハンドマッサージ1000円→700円
1日3名様限定、クールシャンプー（ブロー付）無料

特 典

四季（とき）の湯温泉 ヘリテイジリゾート
熊谷市小江川228　
☎048-536-1126

215
時間 10：00～22：00（無休）

年2回メンテナンス休業有

・  クールシェア」と言っていただいた方に限り
　10:00～16：00の間　大人850円 子供540円
・  冷やしシャンプー、リンス、ボディシャンプーの用意有

特 典
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