参 加 店 舗 数

147

鶴ヶ島市高齢者応援クーポン券取扱店一覧
（順不同）
R3.8.31現在
《

飲
事業所名

食
電話番号

店

所在地

》
取扱商品・業種等

ベリー畑カフェ

049-299-7550

鶴ヶ島市太田ヶ谷５４２－５

ランチ・コーヒー・ケーキ

居酒屋すうちゃん

049-285-8272

鶴ヶ島市上広谷４－３

から揚げ・ヤキトリ

割烹

049-286-3630

鶴ヶ島市上広谷５－８

割烹料理

和食処とんでん鶴ヶ島店

049-287-6471

鶴ヶ島市上広谷６－１

鮨・そば・天ぷら等

蕎麦処 寿美吉

049-285-0496

鶴ヶ島市上広谷１４－１

そば・うどん・丼物

049-286-3371

鶴ヶ島市上広谷１５－６

焼肉・やきとり・お食事

いわし屋ますみ

049-285-8790

鶴ヶ島市上広谷１６－９

いわし料理

Ryori Labo とかとか

049-298-4125

鶴ヶ島市上広谷１３２－５

刺身・海鮮丼・定食

壽鮨

049-286-0239

鶴ヶ島市上広谷１３３－７

寿司・飲み物

049-285-2170

鶴ヶ島市上広谷１７６－５

天ざる・天重・他丼もの・麺類

049-285-6787

鶴ヶ島市上広谷３６８－２７

餃子・五目そば・マーボー丼

レストラン シャン･ドゥ･フルール

049-272-7473

鶴ヶ島市上広谷４２９－２

洋食

ｋｅｎの厨房

049-285-8222

鶴ヶ島市上広谷６７０－１

ピザ・パスタ・ロールキャベツ

ががちゃ屋

049-287-7779

鶴ヶ島市下新田１２－８

肉汁うどん・どんどんセット

麺屋信玄

049-271-2700

鶴ヶ島市新町３－１－２１

ラーメン

（株）旬彩ぷらんたん

049-271-8288

鶴ヶ島市新町３－１２－４

ロールキャベツ･コロッケ･オムライス･スパゲッティ

インドレストラン

049-237-7135

鶴ヶ島市脚折１１４７－１

インドカレー・ナン

イタリアン食堂 アルベロベッロ

049-285-7736

鶴ヶ島市脚折町３－１－１

ピッツァ・パスタ

ｃｏｎａｙａ

049-299-7314

鶴ヶ島市脚折町３－１８－２０

定食・コーヒー

049-285-4793

鶴ヶ島市脚折町４－１－２

寿司

049-279-1091

鶴ヶ島市脚折町５－５－３１

ハンバーグ

鶴ヶ島甲羅本店

049-271-1235

鶴ヶ島市高倉１２３９－２

カニ料理

北京亭

049-286-1650

鶴ヶ島市高倉１２５０－１

ラーメン・定食（テイクアウトあり）

（有）おおさわ

049-285-2172

鶴ヶ島市鶴ケ丘１２－５

割烹

大村庵

049-287-9739

鶴ヶ島市鶴ヶ丘１８－１４

そば・うどん・丼物

つたや

049-286-0561

鶴ヶ島市鶴ケ丘８１－８

めん類・定食

蔵王飯店

049-286-1667

鶴ヶ島市藤金４６－１

四川麻婆豆腐

かき焼きヌマタ

049-287-0087

鶴ヶ島市藤金１９６－１１

かき・ホタテ他・海鮮焼き

関庵

049-287-0690

鶴ヶ島市藤金６５９－５

うどん・そば類

049-287-6696

網代

やきとり・焼肉

蕎麦処

きむら

よしの家

四川料理

青龍飯店

ミルチ

こなや

魚がし
びっくりドンキー

和風ダイニング

鶴ヶ島店

まんま

夏彩

049-211-6081

鶴ヶ島市藤金８３３－１
鶴ヶ島市藤金８５１－７
ビルA-12

松膳

049-271-0800

鶴ヶ島市藤金８８１－２５

ファーストキッチンワカバウォーク店

049-272-5215

石焼ビビンパ

049-272-5058

鶴ヶ島市富士見１－２－１－２F
ワカバウォークフードコート内
ハンバーガー類
鶴ヶ島市富士見１－２－１
ワカ
バウォーク２F
石焼ビビンパ

049-272-5038

鶴ヶ島市富士見１－２－１

クレープ・ドリンク

049-271-0155

鶴ヶ島市富士見２－１７－６

和食

049-287-8386

鶴ヶ島市富士見２－１７－２３

魚・肉・和食

若葉寿司

049-285-5147

鶴ヶ島市富士見２－３３－１３

寿司

越後屋

049-285-2932

鶴ヶ島市富士見４－２８－３２

そばうどん

ビストロカタオカ

049-286-5777
049-286-5788

鶴ヶ島市松ヶ丘１－１５－５
鶴ヶ島市松ヶ丘２－９－３３
ラザ１０８

049-214-4978

坂戸市千代田３－２２－６

魚・肉・和食

キッチンけとる

049-282-3531

洋食（ハンバーグ等）

和食

049-272-7325

坂戸市本町１－２１
坂戸市南町３－２グランドヒルズ福
徳壱番館２階

ワカバウォーク店

レムソンズクレープ

くいものや
魚介料理

あき川
海

創作日本料理
魚介料理

ワカバウォーク店

海

とものえ亭
新-arata-

紅琳

《

食
事業所名

料
電話番号

創作家庭料理
佐々木

品

酒類・料理
刺身・天婦羅・とんかつ・うどん・そば

パスタ・ハンバーグ・カレー・ステーキ
藤プ
ランチ会席弁当・御膳料理・コース料理

和食

販

所在地

売
取扱商品・業種等

Patisserie RelieR (ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾙﾘｴ)

049-298-6243

鶴ヶ島市太田ヶ谷４８５－１１

洋菓子

田端酒店

049-285-1440

鶴ヶ島市上広谷１－２７

酒類・たばこ・食品

島村園

049-285-1571

鶴ヶ島市上広谷１６－３

お茶・のり

大国屋精肉店

049-285-0011

鶴ヶ島市上広谷４０－６

精肉・惣菜

青柳菓子店

049-285-7811

鶴ヶ島市上広谷４９－２

和菓子・赤飯

（株）長峰園

049-285-3307

鶴ヶ島市上広谷５９８

狭山茶

》

（有）鈴木屋米穀店

049-285-1583

鶴ヶ島市下新田５７６－１３

米・灯油

つるがしま最中本舗

049-285-2379

鶴ヶ島市脚折１５２８

最中・大福・万頭・カステラ

つる屋製菓舗

049-285-1856

鶴ヶ島市脚折１８６１－２

和菓子

焼菓子屋

049-285-2524

鶴ヶ島市脚折町３－１３－１６

焼き菓子

やまぼうし

049-271-5339

鶴ヶ島市高倉９６－１

手作り弁当・揚げ物

ピーナッツかわい

049-285-1346

鶴ヶ島市鶴ヶ丘２－１

落花生

やきとり大

049-277-3342

鶴ヶ島市鶴ヶ丘３－４

焼鳥・アルコール飲料

伊勢屋

049-285-7463

鶴ヶ島市鶴ケ丘１８－３２

おにぎり・和菓子・だんご

珈琲工房ラヴィ

049-285-1884

鶴ヶ島市鶴ヶ丘２０－３

珈琲豆販売

ママん家

049-277-3915

鶴ヶ島市鶴ヶ丘４５３－３

お弁当

丸十ベーカリー

049-285-2617

鶴ヶ島市鶴ケ丘４９９

パン・駄菓子

お菓子の店

049-289-6022

鶴ヶ島市羽折町７－１７

洋菓子

049-286-5199

鶴ヶ島市藤金９０１－５３

お米・酒類

（有）キングショップ誠屋

049-285-8311

鶴ヶ島市富士見２－１８－１４

酒類

紋蔵庵 川越西店

049-271-0808

鶴ヶ島市松ヶ丘２－５－１５

焼菓子（川越ポテト等）

（有）だいます蓬田商店

049-285-7500

鶴ヶ島市松ケ丘２－１６－１４

酒類・米穀

須藤園製茶工場

049-285-2369

鶴ヶ島市松ケ丘５－１０－１

狭山茶

パン工房

049-287-7845

鶴ヶ島市三ツ木３５２－２

パン・菓子類

049-285-1328

鶴ヶ島市三ツ木新田５

狭山茶

AKKI'S

お米工房

ファリーヌ
栄屋酒店

カウベル

大宝園製茶工場

《

ス

ー

パ

事業所名
（株）エコス

ー

マ

ケ

ッ

所在地

電話番号

上広谷店

ー

ト

取扱商品・業種等

049-286-5955

鶴ヶ島市上広谷１０－４

食品（生鮮・日配・ドライ）・雑貨

（株）ヤオコー一本松南店

049-279-5011

鶴ヶ島市新町４－１０－４

食品・一部雑貨・日用品

（株）ベルク

049-287-4777

鶴ヶ島市脚折１５１３－１

食料品

049-277-5737

鶴ヶ島市脚折町５－１－４７

鮮魚・精肉・青果・一般食品

049-271-1601

鶴ヶ島市鶴ヶ丘６５－１

食品

鶴ヶ丘店

049-279-2100

鶴ヶ島市鶴ヶ丘２７６－１

食料品

（株）ヤオコー鶴ヶ島店

049-279-0911

鶴ヶ島市鶴ヶ丘３４０－１

食品・一部雑貨・日用品

（株）ヤオコー若葉駅西口店

049-279-1311

鶴ヶ島市藤金８５２－１

食品・一部雑貨・日用品

（株）ヤオコーワカバウォーク店

049-272-5211

鶴ヶ島市富士見１－２－１

食品・一部雑貨・日用品

(株)エコス

TAIRAYA川鶴店

049-287-9700

鶴ヶ島市松ヶ丘４－４

食品類

コ

ビ

すねおり店

ビッグマーケット
コモディイイダ
（株）ベルク

《

鶴ヶ島店
鶴ヶ島店

ン

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

事業所名

電話番号

セブンイレブン鶴ヶ島運動公園前店

049-286-3855

鶴ヶ島市太田ヶ谷７９８

コンビニエンスストア

セブンイレブン鶴ヶ島東店

049-287-4508

鶴ヶ島市五味ヶ谷４０－１

コンビニエンスストア

セブンイレブン鶴ヶ島市役所通り店

049-271-5812

鶴ヶ島市脚折１３７７－３

コンビニエンスストア

セブンイレブン鶴ヶ島インター北店

049-286-3356

鶴ヶ島市脚折町１－３６－５

コンビニエンスストア

セブンイレブン鶴ヶ島高倉南店

049-287-6668

鶴ヶ島市高倉１０６０－１

コンビニエンスストア

セブンイレブン鶴ヶ島川鶴店

049-285-2603

鶴ヶ島市松ヶ丘２－２－１

コンビニエンスストア

《

自

動

車

販

事業所名

売

所在地

・

修

ア

・

用

品

/

自

転

鶴ヶ島市上広谷８－３

自転車（ミヤタ）

049-285-3733

鶴ヶ島市脚折町２－１８－９

タイヤ

049-285-2703

鶴ヶ島市鶴ケ丘３４１

車検他

049-286-8751

鶴ヶ島市鶴ケ丘７００－１

新車・自動車部品・自動車損害保険

大曽根輪業

049-286-3447

鶴ヶ島市鶴ケ丘８６６－１

自転車・バイク

（株）タイガーオート

049-286-6644

鶴ヶ島市三ッ木新田９－１

自動車整備・部品販売

ﾈｯﾂﾄﾖﾀ東埼玉（株）ﾏｲﾈｯﾂ鶴ヶ島

049-287-3131

鶴ヶ島市三ツ木新町２－５－２５

車検・法令点検・一般整備・板金修理

（有）ヌマタ自動車

049-286-0258

鶴ヶ島市南町１－９－１２

自動車整備

鶴ヶ島西店

栗原モータース
Honda Cars 埼玉県央

《

家

鶴ヶ島店

電

・

事業所名

衣
電話番号

料

・

各

車

種

商

所在地

品

販

売

取扱商品・業種等

ふとんのかとう

049-285-3780

鶴ヶ島市上新田５４０

寝具

シズエ書店

049-285-8749

鶴ヶ島市上広谷２２－２

書籍・雑誌販売

049-285-2368

鶴ヶ島市上広谷４０－１９

家庭金物・建築金物・園芸・ペイント雑貨

049-279-1077

鶴ヶ島市上広谷４３８－１

衣料品

鍛治福金物支店
ファッションセンターしまむら
島店

》

取扱商品・業種等

049-285-2169

ミスタータイヤマン

》

取扱商品・業種等

所在地

電話番号

タカバタケサイクル

理

》

鶴ヶ

》

ペットショップハピネス

鶴ヶ島市脚折１６２１－１

小鳥・小動物・餌・ケージ販売

049-299-7680

鶴ヶ島市脚折町５－１－３４

生活家電全般

（株）フローリスト 花の恵

049-298-7835

鶴ヶ島市脚折町６-２７-１１-１０２

生花

アネックス・サカエヤ

049-286-1711

鶴ヶ島市鶴ヶ丘７１－２

ポロシャツ・タオル他

cotton shop

049-284-3693

鶴ヶ島市羽折町２－４

羽毛・羊毛・毛布・カバー類

049-285-7005

鶴ヶ島市富士見２－２－２５

家電製品

エミカ

049-285-3516

鶴ヶ島市富士見２－１８－９

布地・洋裁用品

ふとんの辰巳屋

049-286-6446

寝具

アットイーズ鶴ヶ島店

049-272-5022

大川家具鶴ヶ島店

049-287-8011

キングファミリー鶴ヶ島店

049-210-7750

鶴ヶ島市富士見２－１８－１０
鶴ヶ島市三ツ木新町２－８－３ 大
川インテリアモール内
鶴ヶ島市三ツ木新町２－８－３ 大
川インテリアモール内
鶴ヶ島市三ツ木新町２－８－３ 大
川インテリアモール内

ケーズデンキ

S

090-9828-5494

鶴ヶ島インター店

ピロー

LINK ハニー

《

理

容

事業所名

業

/

雑貨・小物
家具
古着・小物

美

容

所在地

電話番号

業
取扱商品・業種等

049-286-7002

鶴ヶ島市上広谷２２－５
ティーパレス２０３

理容アラカワ

049-285-6362

鶴ヶ島市上広谷９７－１５

カット・カラー・シェービング等

キミ美容院

049-285-1536

鶴ヶ島市上広谷３４６－３

カット・カラー・パーマ

理容いのせ

049-286-3031

ヘアースタジオ

プレイス

アメニ
美容ヘアー

美容室あむーる

049-298-8185

鶴ヶ島市脚折町１－１６－３
鶴ヶ島市脚折町５－２１－２
イユ平野１０２

理容河合

049-285-3215

鶴ヶ島市鶴ヶ丘２－６

カット

049-286-3936

鶴ヶ島市鶴ヶ丘２－９
鶴ヶ島市鶴ヶ丘７５－８渋谷マン
ション店舗D

ヘアカット・ヘアカラー・パーマ等

フェイス

ヘアードレッシング

ヘアーデザインソレイユ

090-4728-3765

カット・シャンプー・シェービング
ソレ
パーマ・ヘアカラー・カット・美容全般

カット・カラー・パーマ

理容ふじなり

049-285-2739

鶴ヶ島市鶴ヶ丘８８５

理容サービス一般

Ｈａｉｒ－Ｂａｓｅ

049-227-6202

鶴ヶ島市藤金６３８－１

理容・美容サービス、シャンプー剤・整髪料等

美容室クレオ

049-286-7001

鶴ヶ島市藤金８８１－２３

カット・パーマ・カラー

とこや

049-286-3558

調髪・女性お顔そり

049-279-6708

鶴ヶ島市藤金８９８－２４
鶴ヶ島市富士見１－８－１０－ １０
２ ドルミ若葉

049-285-3714

鶴ヶ島市富士見２－２６－３３

カット・パーマ・カラー

049-285-6833

鶴ヶ島市富士見５－８－２１

調髪

049-239-3503

川越市鯨井新田１－２０

カット・カラー・パーマ

ながしま

Hair & Make

Ａｍｉｇｏ

カトレア美容室
カットサロン

パートナー

Ann Beauty Space

《

各

種

事業所名

サ

ー

カット・パーマ・カラー他

ビ

ス

所在地

電話番号

業

049-285-7751

鶴ヶ島市下新田２６１－３

クリーニング

（株）ﾀﾞｽｷﾝｻｰｳﾞ北関東 ﾀﾞｽｷﾝ坂戸

049-285-5695

鶴ヶ島市脚折１５２３－６

清掃・衛生用品

有限会社

049-285-3744

鶴ヶ島市大字中新田１５０９番地６

タクシー・バス

鶴ヶ島市富士見１-１６-２８-２１９

ＰＣ操作、スマホ操作など

坂戸市薬師町２８－1丸広百貨店坂
戸店3階

国内旅行・海外旅行

ほしなのぞみＮＥＴ

070-8357-1212

（有）信栄トラベルサービス

《

医

049-283-7182

療

事業所名

関
電話番号

係

/

出張可

介

所在地

護
取扱商品・業種等

テパエ鶴ヶ島（株）nino-nino

049-272-3833

鶴ヶ島市太田ヶ谷４３２－２

介護サービス・介護相談・介護タクシー

ウエルシア鶴ヶ島新町店

049-279-7003

鶴ヶ島市新町１－６－２

医薬品・化粧品・食品・日用品

やまびこ動物病院

049-287-4344

鶴ヶ島市脚折町１－３４－１３

犬・猫の診療

ウエルシア鶴ヶ島脚折店

049-279-5002

鶴ヶ島市脚折町５－８－２

医薬品・化粧品・食品・日用品

鶴ヶ島市脚折町５－１４－１４

訪問マッサージ

049-279-0500

鶴ヶ島市脚折町６－４－３０

医薬品

049-279-0300

鶴ヶ島市脚折町６－４－３０

医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

鶴ヶ島市大字高倉１０７１－４６

はり･きゅう施術 30分一部位￥3,000(お試し）

049-286-6588

鶴ヶ島市鶴ヶ丘８１－３

接骨院

049-286-8886

鶴ヶ島市藤金８５１－２３

はりきゅう

ウエルシア薬局鶴ヶ島藤金店

049-272-3307

鶴ヶ島市藤金８７８－５

医薬品・化粧品・食品・日用品

わかば薬局

049-286-6467

鶴ヶ島市藤金８７９－３

医薬品・医療材料

ベルグルー

049-287-8896

鶴ヶ島市藤金８８１－２３

自費介護サービス・介護タクシー等

鶴ヶ島治療院
セキ薬局

090-7189-3463

脚折町店

ドラッグストアセキ

脚折町店

はり･きゅう･マッサージ高倉鍼灸院
若野接骨院
はりきゅう治療院

わかば

070-5580-8909

ドラックストアセキ

藤金店

049-279-7200

鶴ヶ島市藤金８９７－５

医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

ドラックストアセキ

若葉店

049-279-3800

鶴ヶ島市富士見２－３－１

医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

（有）桐芳堂薬局

049-285-4859

鶴ヶ島市富士見２－６－１４

調剤・OTC販売

セキ薬局

049-279-2300

鶴ヶ島市富士見２－１５－２３

医薬品

若葉店

》

取扱商品・業種等

クリーニングオークWEST

鶴ヶ島交通

》

》

福祉タクシー

さくら

049-215-5533

川越市川鶴２－１３－１

タクシーの送迎・院内付添・買物付添等

