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NO 店 名 等 所 在 地 電 話 番 号 備 考サービス内容

NO 店 名 等 所 在 地 電 話 番 号 備 考サービス内容

①新座農産物直売センター

②野火止緑道

③新座市役所

④平林寺

⑤睡足軒の森

⑳新座市観光プラザ

⑰新座市商工会
⑥野火止用水

⑧新座市民総合体育館

⑪新座市片山農産物直売所

⑫歴史民俗資料館

⑦本多の森　お花畑

⑨市場坂（黒目川） ⑩妙音沢

食事処　祭
㈱平山工業
㈲昭和自動車整備工場
（社）新座市シルバー人材センター
だちょう牧場　並木屋
酒のおぎはら
焼きだんごの金井屋
そば処　柿屋
黒豚しゃぶと唐揚げの　架け橋
王朝飯店　新座店

新座市あたご 3-7-8
新座市中野 1-16-15
新座市東 3-1-9
新座市堀ノ内 3-4-11
新座市池田 3-7-16
新座市野火止 6-24-22
新座市野火止 6-3-31
新座市中野 2-10-19
新座市野火止 1-14-2
新座市中野 2-4-48

048-481-1860
048-481-3043
048-471-2932
048-481-4305
048-478-5546
048-477-3438
048-477-5275
048-478-3118
048-479-3751
048-479-3775

①・②・③
①・②
①・②・③
①・②
①・②・③
①・②・③
②
①・②
①・②・③
①・②

コーヒー１杯サービス

アトムグッズ割引き販売

ダチョウのエサ２カップサービス
お茶出しサービス

ランチ注文の方にコーヒーサービス

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

㈱伊勢宇
まるまる工房
スワンベーカリー　新座店
木村屋
㈲堀天
㈲芙蓉サービス
新座市商工会
新座市民総合体育館
新座市総合運動公園管理事務所
新座市観光プラザ

新座市新座 2-8-12
新座市東北 1-8-24
新座市菅沢 1-3-1
新座市石神 3-17-17
新座市堀ノ内 1-11-11
新座市大和田 2-1-41
新座市野火止 1-9-62
新座市本多 2-1-20
新座市本多 2-8-16
新座市野火止 1-23-15

048-481-0101
048-473-6397
048-480-3367
042-475-4167
048-478-0184
048-483-1375
048-478-0055
048-478-8011
048-479-5515
048-477-1111

①・②・③
①・②
①・②・③
②
①・②
①・②
①・②・③
①・②
①・②
①・②

飲料水・パン・お菓子５％引き

パン・ラスク５％引き

※自転車の組立等業者（修理できます。）
※お茶出しサービス・アトムグッズの販売

※市内観光案内・ゾウキリングッズの販売

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

※サービス内容
① 休憩場所の提供
② 空気入れ貸与
③ 利用者特典

JA あさか野管内の組合員
が会員となり、安全、安心
でおいしい新鮮野菜や彩り
豊かな花等を提供します。
営業：毎日（水曜、祝日及
び年末年始を除く）

新座市野火止６－１－５１

野火止用水に続く雑木林を
見ながら武蔵野の面影を堪
能できます。

新座市野火止３丁目付近

新座名物「にんじんうどん」
が本庁舎地下のレストラン
「ペッパーミル」で味わえます。
本庁舎８階の一角にあるガラ
ス張りのロビーからは、平林
寺境内林を一望でき、空気が
澄んだ日には富士山も見るこ
とができます。(関東の富士見１００景)
また、新座市特別住民の鉄腕
アトムの特別住民票とステッ
カーも本庁舎１階の市民課で
無料配布しています。

新座市野火止１－１－１

平林寺は、関東地方でも名
高い古刹の一つで、開山は
当時鎌倉建長寺の住持をし
ていた石室善玖禅師です。
開山当時は現在のさいたま
市岩槻区にありましたが、
寛文３（１６６３）年、川
越藩主松平伊豆守信綱の遺
志を継ぎ、その子輝綱に
よって野火止の地に移され
ました。
平林寺の寺域はとても広
く、国指定天然記念物に指
定されている境内林は約４
３ｈａあります。とりわけ
紅葉は有名で、毎年秋が深
まる頃には境内林が真っ赤
に染まり、各地から多くの
観光客が訪れます。

新座市野火止３－１－１

平林寺の境内林にある睡足
軒の森は、もともと昭和の
大茶人松永安左ヱ門（耳庵）
の屋敷地だったものです。
その後、平林寺住職・野々
村玄龍氏から市に無償貸与
され、日本の伝統文化を学
ぶ場所として整備されてい
ます。紅葉の美しさは格別
で、年間を通して多くの人
が訪れます。

新座市野火止 1-20-12

新座市野火止１－２３－１５

承応４（１６５５）年、当
時川越藩主であった松平伊
豆守信綱によって、武蔵野
開発の一環として野火止台
地開発のために開削をされ
た用水路です。現在では、
ウォーキングコースとして
整備され、多くの人に愛さ
れています。

午前９時から午後９時３０
分までご利用できます。
トイレのご利用等、休憩ス
ポットとしてご利用くださ
い。
休館日：第２・４月曜日（祝
日の場合はその翌日）、年
末年始

新座市本多２－１－２０

生産農家が対面販売してい
ます。
お買い物の際には、農家と
の交流も楽しめます。
（土、日曜営業：午前８時
から午後３時まで）

新座市堀ノ内１－９－１６

失われつつある歴史、民俗、考
古に関する資料の収集や保存を
するとともに、皆さんに親しま
れ、楽しく利用していただくた
めの施設です。
入館料：無料　時間：午前９時
から午後５時まで（入館は午後
４時３０分まで）休館日：月曜
日（祝日の場合はその直後の祝
日でない日も休館）、祝日（文
化の日除く）、年末年始

新座市片山１－２１－２５

畑いっぱいに菜の花やひま
わりが咲き誇り、春まつり、
ひまわりイベントが行われ
ます。

新座市本多 2-8-16
（新座市総合運動公園内）

秋の夕焼けと富士山との
マッチングがきれい。

新座市営墓園付近

江戸時代、滝見の参道や茶
店が存在していたと伝えら
れる他、信仰深い盲目の琵
琶法師が弁財天から琵琶の
秘曲を授かるという、「妙
音沢」の名前の由来となっ
た伝説もあり、この沢にま
つわる話や掛け軸等が市内
の法台寺に残されており、
歴史的にも価値のある場所
です。
環境省の「平成の名水百選」
に選定されています。

新座市栄１丁目黒目川沿い

新座市イメージキャラク
ター｢ゾウキリン」のオリ
ジナルグッズは、市役所隣
の観光プラザで購入できま
す。

新座市野火止１－９－６２

新座市特別住民「鉄腕アトム」
のオリジナルグッズは新座市
商工会で購入できます。
午前８時３０分から午後５時
までご利用できます。
（休館日：土、日及び祝日、年末年始）
トイレのご使用等、休憩スポッ
トとしてご利用ください。

≪掲載写真は新座オリジナル
　ア トムシール　1枚１００円≫

サイクリストサポートステーション（自転車の駅） みどころスポット

見どころモデルコース
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