入間市商工会メンバー優待ショップ協賛店名簿
平成２４年１２月２８日現在
番
号

事業所名

1 印ショップ

所在地
豊岡3-2-15

電話
04-2960-2006

業種

営業時間

小売業 印
鑑、ゴム印、
9：30～19：00
印刷、T-シャツ

定休日
土・日・祝
日

プリント

2 洋品センター㈲関根

3 ブティック ナオミ

4 手打ちそば 仲むら

5 本場銘茶・丸水園

鍵山1-7-16

下藤沢488-5

久保稲荷4-10-6

宮寺252-3

04-2962-2649 洋品販売

9：00～19:00

04-2965-2086 婦人服販売 10:00～19:00

日曜

iruma@e-mail.jp

す。

http://www.fsekine.com/

学校用品取扱店・身近な街の洋 10％OFF又はルマチップ５倍（指
定品・特売品は除きます）
品店
3,000円以上お買上げで５％割
７号サイズ～１７号サイズ、お
引
しゃれな洋服、バック、アクセサ
ナオミのポイントカードでさらに
リーそろってます。
値引き

8 はこ店。

久保稲荷1-26-4

04-2963-3346 飲食店

ランチ11：30～14：00
月曜
ディナー18:00～0:00

9 大東建託㈱狭山支店

狭山市東三ツ木201
泉レジテンス１階

04-2954-8481 建設業

9：30～19:00

野田467-1

04-2932-0189 洋品小売

04-2964-3556

9:00～18:00

土曜・日
曜・祝日
火曜・木
曜・土曜・
日曜

04-2965-2615

13 フロアメンテナンス㈱ 下藤沢1032-22

ビルメンテナ
04-2960-6701 ンス（定期清 不定

味の良いお茶・のり・急須類を
販売
http://www.nezusr.com
nezu-sr@hb.tp1.jp

給与計算、就業規則作成、是正 サービス
顧問料１年間10％割引
勧告対応、記帳代行、他

i-bridge@ictv.ne.jp

商工会認定教場。商工会の検
定試験委員です。

東町1-2-25

04-2946-8412 カフェ+雑貨

11：00～19:00
（L.O18：30ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）

年金相談及び労働相談各々１回
又は顧問料１ヶ月分サービス

月謝５％off その他

お気軽にご連絡下さい。

http://helloworld.jpn.or ランチもやっているカフェっぽい メンバーズカードご提示で１０％
ランチにも使用出来ます♪
g/shop/hakoten/
居酒屋です！
割引致します。
http://www.kentaku.co.jp 全国に65万戸以上のアパート・

（テナント営業部
門のみ）

sayama@kentaku.co.jp

日曜

ta-ka-ko@ictv.ne.jp

地元・小中学校洋品取り扱い店．安
1,000円以上のお買上げの方抽
心していただける商品をお手頃価
選でチップ３倍５倍出し
格で提供させていただいてます。

http://www.kokorost.jp

衣装・ヘアメイク・着付・撮影ま 2ポーズ以上のお客様 キャビ
証明写真10％off（通常￥2100
で全て揃ったトータルフォトスタ ネサイズお写真額付でプレゼン
→￥1890）
ジオ
ト

不定休

sakurafm@ictv.ne.jp

土曜・日曜 aikobo@ictv.ne.jp

月曜

マンションを管理しています
（2011.8月現在）

アパート・マンションの仲介手数 只し狭山支店取り扱いの物件に
料50％OFF
限らせて頂きます。

自家製パン、デザート、季節の野菜
ワンドリンクサービス（グラスワ
やくだもので作ったスープは最高で
イン or ソフトドリンク）
す。

掃等）

04-2960-3774 広告代理業 9：30～17：30

ルマチップ２倍進呈

水曜

営業写真撮
影・ヘアメイ 10：00～19:00
月曜
ク・着付・レン （日曜のみ18:00迄）
タル衣装
ランチ11：30～15：00
フレンチレス L.O 14:00
月曜
ディナー17：30～22：00
トラン
L.O 21：00

12 レストラン ポティロン 豊岡1-15-25

検索

不定休

16:00～19:30

15 acht8

ナオミのポイントカードは1,000
円で１ポイント ５０ポイントで
2,500円値引き、期限なし

8:00～18:00

は翌日）

04-2933-1523 珠算塾

豊岡5-2-6

※クレジットカード、各種カードと
の併用は不可。

04-2934-2073 茶販売

飲食業

上藤沢864-36

14 ㈲アイ工房

（セルフコーナーを除く）

備考

090-1505-3442

7 石橋そろばん塾

豊岡1-4-8

割引内容

月曜・第１． http://www.m.ictv.ne.jp/~
11:30より売切り次第 ３火曜
十割そば・2×8そばを手打ちで 飲食代より10％off（お土産品・会席
teuchi/index.html
パートさん募集中
は除く）
終了
（祝日の場合 「手打ちそば 仲むら」で 提供しています。

04-2966-3039

専門サービ
04-2963-4884
9:00～17:00
ス業

11 心 写真館

企業PR

http://www.in-shop.biz
ホームページより大量コピー自 ご来店のお客様
http://www.copy-shop.biz 動お見積り自動発送が出来ま 全品５％引

水曜

オフィスNEZU
6 ねづ社会保険労務士 豊岡5-3-20
事務所

10 洋品はまの

ホームページ及び
E-mail

誠実 ていねいな 床清掃

床面500㎡以下の店舗事務所定期
清掃契約後、初回無料にて。以後
毎回見積額より５％引。500㎡以上
一率10％引き。

広告に関するあらゆるご相談に 5万円以上申し込み頂いた方に
応じます。
名刺100枚プレゼント

http://sekainozakka.shop 週替わりのﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄｾｯﾄやｲﾀﾘｱの
ﾎｯﾄｻﾝﾄﾞ（ﾊﾟﾆｰﾆ）自家製のお菓子 ご飲食代金より５％OFF（雑貨
-pro.jp
などをご用意しています。ドリンクは は除く）
ｶﾌﾟﾁｰﾉなどﾃｲｸｱｳﾄも出来ます。

15 acht8

16 hair clesigh shushu

17 ㈲メガネのフジタ

18

東町1-2-25

04-2946-8412 カフェ+雑貨

（L.O18：30ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）

月曜
info@acht-8.com

当日18:00までにご予約のお電
話を頂ければ、最大22:00までカ 新規のお客様１０％OFF
ラー・パーマ受付致します

小売業（メガ
ネ・コンタクト
04-2964-0944
9：30～19:20
レンズ・補聴
器販売）

水曜（GW・お
盆・年末年始 megane-f@m.ictv.ne.jp
休日有）

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器各 店頭価格より、さらに５％割引
※クレジットカード、その他の割
種取り揃えております。地域に密着 （備品、補聴器・コンタクトレンズ
引との併用は不可。
した店づくりを目指しております。
を除く）

04-2962-2278 小売販売

9：00～19:00

木曜

火曜

味は狭山茶でとどめさす。日本
ルマチップ３倍
一

創業明治22年 はんこの老舗

実印・銀行印 ５％引又はルマ
チップ５倍

創業明治18年のまじめな呉服
屋です。

5％OFF又はルマチップ３倍進
呈

無休

より良いお茶を皆様に!!

メンバー優待カード持参のお客
様１０％割引いたします。

日曜（TEL
の相談は
受けます）

家のことならなんでも

設備器機20～50％OFFエクステ
リア20～30％OFF

無休

葉巻30種類

500円以上粗品

04-2966-3336 美容業

豊岡1-5-31

10:00～20:00

19 川根園

東藤沢5-9-20

04-2962-5052 茶小売販売 9:00～18:00

20 関口印房

鍵山1-11-22

04-2962-3286

7:00～19:00

日曜

21 ㈱たびしょう

鍵山1-3-1

呉服・宝飾・
04-2962-3568 健康関連商 9：30～19:30
品・他

木曜

22 ㈱関谷園

下藤沢1317-1
お茶の製造
04-2963-0010
10:00～21：00
ヨークマート入間店内
販売

23 ㈲旭創建工業

仏子３４７－３

印鑑・ゴム
印

建築、リ

04-2932-0349 フォーム、外 9：00～17:00
構

24 越後屋 タバコ店

タバコ、ライ
9：00～20:00
ター

東藤沢3-6-38

04-2962-3904

豊岡1-12-20

04-2960-6776 飲食店

26 クリハラヤ

宮寺591-6

04-2934-2240

27 紅龍房 （㈲吉龍）

宮寺541-1

04-2936-6758

25

らーめん むつみ屋
入間店

28 ㈲河村商店

東町1-5-1

青山ケンネルインター
29 ナショナル 入間彩の 東町1-2-2
森サロン
30 ON THE ROAD

東町1-5-8
ｼﾞｮﾝｿﾝﾀｳﾝ4002N

週替わりのﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄｾｯﾄやｲﾀﾘｱの
ﾎｯﾄｻﾝﾄﾞ（ﾊﾟﾆｰﾆ）自家製のお菓子 ご飲食代金より５％OFF（雑貨
などをご用意しています。ドリンクは は除く）
ｶﾌﾟﾁｰﾉなどﾃｲｸｱｳﾄも出来ます。

月曜

東町1-6-6

サイクルショップ マス
豊岡3-1-15
コ

11：00～19:00

11:00～24：00

無休

化粧品・雑
貨小売業

9：00～19:00

木曜

飲食業（中
華料理）

11:00～23：00

無休

パンク修理1200円→１000円

tabisyou@hotmail.co.jp

北海道らーめんのお店です。濃
http://www.mutsumiya.
厚なみそらーめんがおすすめで ギョーザ１枚無料サービス
co.jp/mutsumiya.html
す。
ルマチップ２倍
平日17：00よりお食事の方お一
http://www.kouronbou. ゆったり客室で本格的な中華を
人様に一口餃子一皿サービス
com/
ご堪能ください。
いたします。

日曜

ご自宅からご贈答用まで、こだ
わりのおいしいお茶・お酒・お米 優待カードご提示で、ルマチップ
を数多く取り揃えております。全 ２倍サービス
国発送も承っております。

04-2964-8771 ペットサロン 10：00～19：00

木曜

http://pbgv-lover.com/ アットホームなペットサロンで
す。一頭一頭、家族のように接 初回に限りバブルバスサービス
info@pbgv-lover.com
しています。

サムライ
04-2946-8419 ジーンズ専
門店

不定休

04-2962-4134 小売業

9：00～19：00

11:00～19：00

東日本では当店のみのサムラ
イジーンズ専門店

５％OFF全品

他のサービス・スタンプカードと
の併用はできません。

良質な素材にこだわって、国産の
材料を使いお客様に愛され、地元
http://kameya-m.com/ の手土産になる和菓子づくりを目指 ルマチップ２倍
しております。

31 宮寺 亀屋

宮寺627-1

04-2934-5325 製菓業

8：30～18：50

木曜

32 長沢酒店

寺竹789

04-2936-0107 酒類 食品

8：30～19：30

水曜

33 ㈱宮崎土建工業所

牛沢町5-1

04-2962-3635 土木工事業 8：00～17:00

日曜、祝日

34 ㈲松石薬局

東藤沢3-15-1

医薬品、化
04-2962-4417
9：00～20：00
粧品、タバコ

日曜、正月
三が日

どちらの医療機関の処方箋も受け
付けます。お薬と健康相談、又、お
ルマチップ２倍サービス
肌診断しながらお肌にあったアドバ
イスをさせていただきます。

35 そば処 喜久本

東藤沢7-30-8

04-2964-4653 飲食業

11:00～20:00
(L.O19:45)

火曜

定番メニューからセットメニュー
まで充実した味自慢の当店をぜ 大盛サービス致します。
ひご利用ください。

36 入間野球道場

下藤沢1292-7

04-2963-8871 野球指導

13:00～21:30

土曜・日
曜・祝日

37 永瀬久税理士事務所 東藤沢5-26-9

9：00.～18:00 尚、問
04-2964-3067 会計事務所 い合わせ・相談は終
日可能です。

38 ㈲アソシアード

ソフトウェア
04-2966-3432
10：00～19：00
開発業

39 COURT

東藤沢3-13-8-107

04-2966-7720 理容・スパ

10:00～20:00

40 Mission進学教室

豊岡1-8-32
豊岡太陽ビル２Ｆ

04-2901-0077 学習塾

16:00～22:00
日曜・祝日
（TEL受付は13:00～)

41 パソコン教室マウス 河原町13-13

42 日本料理 おお津

下藤沢1268-2-102

ラケットハウス ジュ・
43
鍵山1‐15‐32
ド・ポーム

44 明治堂印刷㈱

45 ㈱ヤマトウ

46 ㈱板金塗装BEST

河原町5-13

鍵山1-2

宮寺3179-7

04-2960-5757

小さな工事でも何でも行いま
す。

見積り作成無料

http://www.yakyuudojo 埼玉西武ライオンズＯＢによる
.com/
直接指導

初年度年会費10,000円を5,000
円に

月曜

祝日

http://www.courths.com/
http://missionps.com/
info@mission-PS.com
http://www.pcsmouse.com/
info@pcs-mouse.com

ヘッドスパ 初回通常3150円を
500円割引
入塾特典：最初の授業料
10%OFF
初心者でも個別指導だから安
心して学べる教室です。

入会金無料!!

旬の食材を毎日市場や漁港直送、農家
から仕入れて、【おすすめ】として提供
するお造りや煮物などのメニューは毎
日変わるので、何度でも足を運びたくな
るお店です。

来店時にカードを提示していた
だくと会計から５％引き

月曜

http://www.washokuootsu.com/

テニス・バト
04-2963-3000 ミントン用品 10：00～20:00
販売

火曜

http://www1.ttcn.ne.jp ケットストリンガーズ協会認定Ｓ－ 引き
ストリンガー資格を有するプロショッ <特売日及び他の割引等との併用
/~lejeudupaume/

04-2964-2944 印刷

8:00～17:00

土曜・日
曜・祝日

OA機器・オ
フィス家具・文
9:00～18:00
具・書籍の販
売

土曜・日
曜・祝日

自動車板金
9：00～20：00
塗装業

年末年始

04-2964-1699 和食店

04-2962-1275

0120-450-591

11：30～14：00
17：30～22：00

チップ３倍（店頭販売に限り）

土曜・日曜・
税理士はあなたの身近なパート 初回相談無料です。
祝日もご相 近日中に作成予定
ナー、社長のミカタです。是非一 初年度、顧問料１０％割引致し
談に応じま nagase_office@ybb.ne.jp
度御問合せ下さい。
ます。
す。
http://www.asociad.co.j システム開発をメインに、ホーム
システム開発や、ホームページ作
土曜・日
ページ作成やコンサルティング等IT
成の依頼に関して、保守管理料を
p/
サービスのワンストップ企業として、
曜・祝日
最初の１年間、「無料」とします。
創業20年の実績があります。

東藤沢3-10-14
関ビル3階

パソコン教室
トラブルサ
10：00～18:00
ポート HP作
成・サポート

http://www.miyazakidk.co.jp/

各種地酒 どぶろく等

埼玉県西部地域で数少ない日本ラ ガット張替え時に、ガット代金100円
プです。

meijido@lapis.plala.or.jp 各種印刷・カレンダー販売
http://yamatou.biz/
info@yamatou.biz
http://www.bankinbest.com

事業主の皆様のお役に立てる
会社です。

は不可>

粗品進呈

ご成約時粗品進呈します。

三井アウトレットパークななめ前
メンバーズカードお待ちの方に
の修理工場です。安い・早い・仕
限り 5%off
上がりキレイ

社名の「アソシアード」は、会社設立
年に行われたバルセロナオリンピッ
クにちなみ、スペイン語の「パート
ナー」を意味しております。

47 吉沢家具株式会社

48 酒井自動車

鍵山1-10-17

家具・インテ
04-2964-1171 リアの専門 10:00～19:00
店

火曜･水曜･
http://www.big木曜･金曜
arch.com/
（祝日を除く）

宮寺300

04-2935-0600 自動車販売 10:00～19:00

東町1-2-1

飲食業
04-2965-0701
（カフェ）

(火)～(木) 11:00～
22:00 (金)～(日)
11:00～23:00

50 ㈱伝師(じょんのび亭) 鍵山2-12-41

04-2963-3363 居酒屋

11:30～13:30
17:00～24:00
(LO23:30)

水曜

51 ㈲駒井百貨店

04-2962-2218 百貨店

9:30～19:00

木曜

49 カフェ彩の森

豊岡3-3-17

水曜
月曜
第１､第３火
曜

こだわりの家具・インテリア２Ｆ
壁面ショールーム

５％割引

車両本体金額５０万円以上の車 ・新店舗R16号沿いに「R16号店」
sakaijidousha@drem.co 弊社は創業２０年となります。自
ｵｰﾌﾟﾝいたしました。
両金額より10,000円お値引きい ・本店同様ご来店お待ちしておりま
m
社工場、積載車完備!!
たします。
す。
http://sites.google.com/si
te/cafesainomori/
cofesainomori@tbz.tcom.ne.jp

http://jonnobitei.daa.jp/index.html

ジョンソンタウンの入口。アメリカン・
カントリーの雰囲気の落ちついた店
内。カフェと手作り、自家製のお料
理でランチから夜のお酒まで。雑貨
新潟にこだわった居酒屋です。くつ
ろぎの空間”じょんのび亭”で日本
海”漁師直送の鮮魚”をお愉しみ下
さい！
昔ながらのつくりのお店で手芸品・
手作り品・学校用品・雑貨からコー
セー化粧品まで色々置いてます。

お料理・飲料の合計料金から
５％引き

ルマチップ３倍

52 大沢はきもの店

豊岡3-7-1

04-2962-3777 履物小売

9:00～18:00

不定休

53 ㈲鈴木工務店

下藤沢859

04-2962-2429 一般建築

8:30～18:00

日・祝日

老舗工務店が人格と技術の確
相談無料
かな職人を紹介します

芝球倶楽部(ｺﾞﾙﾌｸﾗ
ﾌﾞ)ＨＥＲＯ’Ｓ

下藤沢926-8

04-2930-6091

55

ｓｔａｆｆミュージックス
クール

下藤沢859-11-205

04-2965-8878 音楽教室

扇町屋3-1-2

04-2962-2970 米穀小売

56 ㈱田島屋米穀店

ゴルフ練習
8:00～22:00
場

ルマチップ２倍

無休

http://heros-golf.com/

ヒーローズであなたのゴルフは
体験レッスン無料
変わります。

㈲鈴木工務店

10:00～20:00

土・日・祝
日

http://www.musicastaff.com/

ＳＴＡＦＦミュージックスクールは
入会金半額
アットホームなリトミック・ピアノ
\5,000→\2,500
教室です。

㈲鈴木工務店

9:00～20:00

日曜

http://www.hiおいしいお米の専門店
ho.ne.jp/iruma/tajimaya

ルマチップ２倍

57 味の狭山茶 西沢園 扇町屋2-3-8

04-2962-3802 茶製造販売 8:00～20:00

年中無休

当園は、狭山茶の主産地入間市で、栽
培から加工、販売までを一貫して行い
味にこだわって製造しております。是非
一度、本物のお茶の味を、ご堪能くださ
い。

58 竹内青果

04-2964-9599 青果小売

日曜・祝日

品質と味に自信のある商品をご カード提示でルマチップ５倍進
提供します
呈

日曜・祝日

創立５０周年を迎え、管工事業を主
体として土木・建築・設計・施工と
お客様のニーズに合った事業を展開
しています。

59 ㈱田中工業所

東藤沢8-36-12

野田1516

04-2932-0625 管工事業

9:00～19:00

9:00～17:00

ルマチップ２倍

工事見積もり無料
工事相談無料
市内出張無料

60 司産業㈱

野田936

04-2932-3111 総合建設業 9:00～17:00

総合建設サービス会社として、お客様 耐震相談無料
http://www.tsukasa.co. の事業企画、設計、土木、建築施工、
日曜・祝日
事業サポート、メンテナンスまでサービ 工事見積もり無料
jp
工事相談無料
ス提供いたします。

61 ㈱荻野鉄工

豊岡3-6-4

04-2962-5401 鉄工

9:00～17:00

土・日・祝
日

04-2936-0024 乳類販売

9:00～18:00

日曜

62 明治牛乳金子販売所 西三ツ木120-1

他の割引クーポンとの併用は
出来ません

ドリンク１杯サービス

昔懐かしい履物の下駄・草履・雪駄等皆様
に楽しんで履いていただけたらと思います。
その他紳士・婦人サンダル等履き心地の良
い物を取りそろえております。

54

平成２４年８月３１日閉店

鉄骨建築を中心に、鉄に関わる 見積もり無料
Ogino事であればどんな小さな仕事で 相談無料
tekko@amber.plala.or.jp も請け負います。
市内出張無料

１本からでも配達します

宅配月契約で初回月のみ５％ｏ
ｆｆ

9:00～19:00

木曜

お料理器具の事なら何でもおま カード提示でルマチップ２倍進
かせ！
呈

04-2936-0218 酒類小売

8:30～19:30

月曜

お酒のご用命は当店へ、市の
酒「祭万燈」を年間扱っていま
す。

65 ㈲若月オートサイクル 東藤沢1-1-22

オートバイ
04-2962-5659 修理、販売
業

8:30～19:00

火曜
第１、第３
水曜

66 アートサイン

04-2962-5868

広告・看板
制作業

9:00～18:00

土・日・祝
日

63 岩田屋商店

豊岡2-2-1

04-2962-3959

64 四方木屋商店

西三ツ木123-1

小谷田765-4

金物・雑貨
販売

67 山三電設㈱

宮寺2799-1

04-2934-1777 電気工事業 9:00～17:00

土・日・祝
日

68 ㈲寺井工業所

宮前町7-6

04-2964-3131 管工事業

9:00～17:00

日曜・祝日

http://www2.suzuki.co.j あなたの愛車探しのお手伝いか
p/bikeshop/11225068/ らメンテナンスまで、お任せくだ パンク修理１割引き
top
さい！
看板の事なら何でもお任せくだ 見積もり無料
さい。企画から設置まで一括し 相談無料
て請け負います。
市内出張無料
denki@yamasandensetsu.com

顧客満足度100%をモットーに地域密着
型企業として一般電気設備から高圧引
込受変電設備･自動制御設備等、専門
分野まで幅広く対応しております。

見積もり無料
相談無料
市内出張無料
工事見積もり無料
工事相談無料
市内出張無料

69 土屋興業㈱

南峯174-1

04-2936-1256 建設業

9:00～17:00

http://www.tsuchiya日曜・祝日
group.com/index.html

70 吉沢建設㈱

東町1-1-3

04-2964-6221 建設業

9:00～17:00

日曜・祝日

04-2932-0352 土木工事業 9:00～17:00

カード提示でルマチップ２倍進
呈

http://www.ycom.co.jp

大正十年の創業より９０余年、地元
地域に密着し、高品質で低価格、
安全で安心に暮らせる快適な住空
間を創造、提供しています。
建築工事を主体にあらゆる顧客の
要望を実現できる技術力及び営業
体制により地域への貢献を主眼に
事業展開しています。

耐震相談無料
工事見積もり無料
工事相談無料
市内出張無料
耐震相談無料
工事見積もり無料
工事相談無料
市内出張無料

工事見積もり無料
工事相談無料
市内出張無料

71 築地工業㈱

野田698

72 ちゅるり

豊岡1-4-37

73 ㈱十一屋電機

鍵山1-14-5

04-2964-1182

74 吉野種苗店

扇町屋1-5-28

04-2962-4037 種子販売業 9:00～18:00
木曜
（月２回月曜日15:00まで）

75 松本美装

小谷田3-9-25

04-2965-2163 建築塗装業 8:00～18:00

日曜・祝日

見積もり無料
相談無料
市内出張無料

76 ㈱小林工務所

春日町2-6-5

04-2962-2632 総合建設業 8:00～17:30

日曜・祝日

昭和１７年の創業より７０年を迎え 耐震相談無料
建築工事、土木工事、舗装工事、 見積もり無料
管工事等広範囲の施工が可能です 相談無料

77 のり平

豊岡4-4-18

04-2965-7101 飲食店

78 真栄工業㈱

小谷田1495

04-2966-6678

04-2968-9176 飲食業
アインヴァウム西沢ビル２Ｆ

11:00～23:00

家電製品販
9:00～19:00
売・修理

11:00～うどん終了ま
で

屋根板金工
9:00～17:00
事業

日曜・祝日

(月曜が祝日の
ときは火曜日)

http://www5.hpez.com/hp/tyururi
tyururi@sky.plala.or.jp

美容健康食ふのりそばの店。越
後の地酒もそろえ居酒屋として プチデザートプレゼントします
も！

水曜

juichiyadenki@aol.com

家電のお困り事は即解決しま
す！お気軽にご相談下さい

１万円以上お買いあげで
5%OFF！１０万円以上で
10%OFF！

種子の事は、専門店におまか
せ!!

種子1,000円以上お買上げの方
５％引き

月曜日

月曜日
(祝日の場合
は翌日)

日曜・祝日

地域に密着したアットホームな
武蔵野うどんのお店です

ちくわ天サービス

相談無料
見積もり無料

※各種クレジットカードとの併用
は不可

㈲グローバルデザイ
79
ン

三ツ木台134-4

80 ㈱島崎土建

東町2-3-41

81 大安堂時計店
エスニックカフェ
82
クシュクシュ

豊岡3-3-17

豊岡5-1-2 BF1

http://www.tamatama.c ＩＴ活用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ＰＣｻﾎﾟｰﾄ・
ﾈｯﾄﾜｰｸ保守等ＩＴ関連でお困り
om
初回相談料・訪問出張料無料
の方はなんなりとご相談下さ
akaha41@gmail.com
い。

04-2936-4686

ＩＴｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸﾞ・ﾊﾟｿｺﾝｻ
ﾎﾟｰﾄ

２４時間電話受付
7:00～23:00出張訪
問

日曜 (予約

04-2962-2789

土木・設備
工 事 業

8:00～18:00

日曜・祝日 ossan@ictv.ne.jp

の方のみｻ
ﾎﾟｰﾄ)

時計･メガ
ネ･宝石･補
04-2962-3356
9:00～18:00
木曜
聴器販売、
修理
11:45～
04-2966-9494 飲食店
15:00(LO14:30) 18:00 月曜
～22:00(LO21:30)

http://www.atml.jp/?in=61216

家庭のかたずけ、漏水工事等
即日対応いたします。

見積もり無料
料

相談無

時計修理・宝石リフォーム。電
池交換すぐ出来ます。

ルマチップ２倍

インドから取り寄せた本場のスパイスを
使って、デリーの高級ホテルで修行を
積んだインド人シェフがつくる「本格エス
ニック料理」をご堪能下さい。

メール会員と同じ特典を提供い
たします。

春日町1-10-14

包装資材の 9:00～17:30（月～
http://www.bansei04-2966-4189
日曜・祝日
販売
金）9:00～16:00（土）
pack.com/

フードパック・包装用品・イベント用
品から伝票などの事務用品、のぼ
ポイントカード２倍進呈
り、のれんなど何でもご相談下さ
い！

84 増田園本店

豊岡1-12-20

狭山茶製造
04-2962-3987 販売・喫茶 8:30～20:00
店

年中無休

自家栽培の茶畑で出来た茶葉を、自社
工場で製造して食卓まで責任を持って
お届けしています。8月下旬には喫茶店
もオープンいたします。

85 フェイス

豊岡3-10-1

090-7251-3988 飲食店

20:00～24:00

日曜

４月１１日にオープンしたばかり
のお店です。よろしくお願いしま 瓶ビール１本サービス
す。

86 お食事 きらく

豊岡5-3-18

04-2962-2452 飲食店

11:00～14:00
17:00～23:00

月曜

野菜を中心としたヘルシーなメ
ニューを提供しています。

５名以上の宴会に焼酎１本サー
ビスいたします。

87 ㈲浅見米穀店

春日町1-1-3

04-2962-2659 米穀販売

9:00～19:00

日曜

５ツ星お米マイスターがいる店

カード提示でルマチップ３倍進
呈

88 吉川米穀店

宮寺2072

04-2934-4216 米穀販売

9:00～19:00

日曜

89 バイタルたかはし

久保稲荷1-27-1
コア入間１階

接骨院
8:00～13:00
04-2968-9522 ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯ
15:00～20:00
ｸ

木曜午後
金曜午前

90 美容室あーる

久保稲荷4-21-31

04-2966-1046 美容業

火曜

83 ㈱バンセイ

91 藤沢 増田屋

92 和菓子 富士屋

東藤沢7-38-1

04-2964-1705 酒類販売

下藤沢409-7

和菓子
04-2962-3627
製造販売

93 肉の登美ヤ

東藤沢6-21-33

04-2962-6035 精肉販売

94 ㈲入間堂

宮寺611

04-2934-1848

9:00～18:00

9:00～19:00

8:30～19:00

10:00～20:00

事務用品・
9:00～18:00
OA機器販売

ts-shop@m.ictv.ne.jp

喫茶店のコーヒー・ケーキセット 喫茶店オープンよりサービスを
無料券進呈
開始いたします。

お客様のご要望に応じて自家精米
を致します。３分づきから白米まで ルマチップ２倍
つきたて米をお届けします。
ハイテクコンピュータによる安全・ソフトなカイ
ロプラクティックを施術させていただきます。
肩こり、腰痛、関節痛、しびれ、頭痛、めま
い、冷え性、ヘルニア、座骨神経痛などに有
効です。

初診料 千円サービス

天然ヘナカラーを取りそろえた
アットホームなお店です。早朝
の予約も承ります。

粗品進呈

木曜

ビール・日本酒・洋酒等、数多く取りそ
ろえ、お客様のお越しをお待ちしており
ます。配達もいたしますので、お気軽に
お電話下さい。

カード提示のお客様
ルマチップ２倍進呈

年中無休

毎日のおやつ、季節の和菓子を手
作りしています。お祝い、七五三、 カード提示のお客様
法要などの注文も承っておりますの ルマチップ２倍進呈
で、是非ご利用下さい。

第１・第３月曜

日曜

土曜・日曜

info@vitaltakahashi.com

http://www.nikunotomi あなたの街のお肉屋さん！
ya.com
入間産の美味しい豚肉をお届
info@nikunotomiya.com けします！

ポイントカード２倍サービス

カードの提示で５％ｏｆｆ

捻挫、打撲、肉ばなれに対して
は、保険診療できます。

95 ㈲木下精肉店

東町2-2-39

04-2962-3746 食肉販売

10:00～19:00

日曜・祝日

カードのご提示で
ルマチップ２倍進呈

8:00～20:00

年末年始

http://www.watanabesekizai.com
(12/31～1/3) info@watanabesekizai.com

墓所、墓石、霊園の事なら渡辺 墓所工事代金から３％割引
石材工業へ
（霊園除く）
すべてのお菓子を手作りしておりま
１,０００円以上お買い上げの
す。お茶を使った”グリーンかすて
お客様５％ＯＦＦ
ら”を是非ご賞味下さい。

96 ㈱渡辺石材工業

扇町屋5-5-10

04-2962-3260 石材業

97 笹屋 いさぶ

東藤沢6-24-10

04-2963-5969

和菓子
製造販売

9:00～20:00

火曜

98 ふとんのすゞき

東藤沢6-21-20

04-2962-6734

寝 具
小売販売

9:30～20:00

月曜

http://www.suiminkan.com

西川商品をはじめトータル寝具
５％ＯＦＦ（特価品を除く）
販売、打直し、羽毛リフォーム

狭山市
広瀬東1-3-10-1F

広告・
04-2954-8333 ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ・
印刷

9:00～17:00

土・日・祝
日

omakasekoukoku@yahoo.co.jp

入間市、狭山市８７,０００世帯へ、
主婦が中心となり丁寧なポスティン ５％引き
グをしています。

100 手打うどん つきじ

宮前町7-12

04-2963-5855 飲食店

11:00～17:00

木曜

101 ㈱ハマダ印刷

中神774-2

04-2934-3927 印刷業

8:30～17:30

土・日・祝
日

Ｗｉｌｄ Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ
102
～ 野いちご ～

豊岡1-3-7
池田ビル2F

カフェ・
04-2930-1152
カフェバー

月～木 11:30～19:00 日曜
第１･第３月
金 ・土 11:30～21:30 曜

99

㈱地域広告舎
れっつくらぶ

103 ㈱京極電機工業所

104 ㈲菅野電機

パーマスタジオ トリ
105
オ
パーマスタジオ トリ
106
オ２

電気表示器・
看板製造
8:30～17:00
LED照明各種
販売･工事

野田1804-7

04-2932-7161

牛沢町11-24

電気設備
04-2964-8388
工事業

東藤沢３－１１－１２

04-2963-2959 美容院

8:30～18:00

info@hamadaprint.co.jp

土・日・祝
日

http://www.kyogokudenki.co.jp/

日曜

http://kannodenki.main.
jp/

手打うどん一筋３５年

宴会のみ５％割引

創業４５年 下請一筋

粗品進呈

当店では、新潟こしひかりを毎日精
米して提供しています。また、材料
はすべて国産のものを使っていま
す。
NEC､ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製のLED式照明器具
を格安で販売･工事｡JR看板製作の
技術を活かし格安で良い看板の製
作をします。

ランチをお召しあがりの方にお
試しドライカレーのプレゼント

金曜と土曜は、18:00～21:30ま
でバータイムで営業していま
す。

お見積り額 50,000円以上
３％引き

平成２３年度埼玉県経営革新計
画承認企業

建物の電気配線を中心にエアコン・太陽光
発電・エコキュートの取り付けを行っておりま
す。電気のことなら親切・丁寧・安全・安心が
モットーの当店にお気軽にご相談下さい。

電気工事代金５％割引

電話でのお問い合わせは
10:00～19:00

カード御呈示のお客様いつでも
カラー＋カット１５％ＯＦＦ

9:00～18:30

月曜・火曜 http://trio-ps.jp/

入間市に店舗を構え、半世紀近くになる老
舗美容院です。たくさんの方に愛され、最近
は髪に関するよろずお悩み相談所になって
います。

月曜・火曜
http://trio-ps.jp/
隔週木曜

内装・設備は昭和の匂いがし自慢できるも
のではありませんが来店される多くのお客
様がホッとするとおしゃいます。また、ここに
は他店に勝る技術力があります。

カード御呈示のお客様いつでも
カラー＋カット１５％ＯＦＦ

扉を開けるとそこは砂浜をイメージした白い
空間。ヘアースタジオトレスは癒しとくつろぎ
をコンセプトに、トリオの発展系として誕生し
ました。

カード御呈示のお客様いつでも
カラー＋カット１５％ＯＦＦ

東藤沢３－１２－１１

04-2962-8399 美容院

9:00～18:30

東藤沢３－１３－８
ウェスタ武蔵藤沢

04-2966-8111 美容院

水～日 9:00～18:30
年中無休
月・火 9:30～19:00

108 ㈱清水電機

豊岡１－２－３

家電品販売
04-2964-1515
8:00～19:00
電気工事

日曜

ボールファクトリー
109 (運営責任者 株式会社

宮寺４０４８－３
ＢＡＬＬビル１Ｆ

04-2936-6133

飲食業
（カフェ）

水曜

http://www.ballfactory.jp

東藤沢２－１７－１０

04-2964-4511 食品製造業 8:00～17:00

土・日・祝
日

http://www.nair.co.jp
インド風味の純カレー粉です
indiracurry@iaa.itkeeper
.ne.jp
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ヘアースタジオ トレ
ス

円)

110 ㈱インデラ

11:00～14:00
L.O13:30

http://trio-ps.jp/

家電品の販売及び電気配線工事
等、お気軽にご用命下さい。お客様 カード提示のお客様ルマチップ
に満足していただけるようがんばっ ２倍差し上げます。
ております。
インテリア関連のショールーム内
カードを提示して店内でカレーを召
で、美味しいカレーと飲物をご提供 し上がって頂いたた方に、ソフトドリ
しています。
ンクを１杯サービスいたします。

「スタンダード１００ｇ」 ２０円
引き（￥５１０→￥４９０、税込
み）

宮岡モーターサイクル商

自転車・バイ

111 会

仏子８７７－３

04-2932-0523 ク販売修理

112 ㈱オフィス・サプライ

所沢市下富１０９３－１
ＯＡ機器・事
04-2943-7500 務用品の販
６

当店で購入の自転車、バイクは
パンク修理
修理の引取出張料サービスで
８５０円 → ７００円
す

木曜
10:00～18:00

第１･第３水
曜

オフィス家具・

9:00～17:00

土・日・祝
日

http://www.kkos.co.jp

無休

http://arl-corp.com
madamclair@arlcorp.com

パソコン関連の設定、名刺作成
配送無料
承ります

売
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ウイッグ専門店
マダムクレア

豊岡２－１－１
サイオス１Ｆ

ウイッグ
04-2963-0622 (女性用かつ 10:00～19:00
ら)専門店

簡単ボリュームアップの部分ウイッグから本格人毛
ミックスまで、リーズナブルな価格でご提供します。
ゆっくりご試着できる専用試着室完備です。初めて
の方もお気軽にお立ち寄りください。

カード提示で
ウイッグ ２０％ＯＦＦ
(一部除外品有)

ご連絡は担当中根まで

