東松山市では令和 2 年 6 月 1 日から「いきいきパス・ポイント事業」をスタートしました。
この事業は、誰もがいつまでも安心して暮らせるまち東松山を実現するために取り組む「心
のこもった地域福祉プロジェクト 2020」の一つとして、６５歳以上の皆様の健康づくりや社会参
加を支援しているものです。
いきいきパス・ポイントとは
① 市の対象事業に参加して、ポイントを貯めて奨励品と交換できます。
② 主旨に賛同いただいた協賛店独自のサービスが受けられます。
新型コロナウイルス感染症の状況をみながら、日頃の生活の中でご活用ください。
※６５歳以上の方が本事業の対象者となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、実施されない事業や協賛店の状況もございますので、
活用する際には市のホームページや協賛店にご確認ください。

協賛店の一覧につきましては、次ページ以降をご確認ください。
※令和３年１１月１０日までに協賛登録された店舗・企業１７２店舗のサービス 内容を掲載しています。随
時協賛店の募集・更新を行っていますので、最新のサービス内容・登録店舗等の情報は、店頭や市ホーム
ページでご確認ください。

東松山市いきいきパス・ポイント事業 協賛店一覧表
名称

買

物

特典内容

住所

電話番号

㈲四ツ橋せんべい 文化通り店

送料半額サービス（１か所）又はやきとり小丸煎餅１袋進呈！！

本町2-7-11

0493-22-3862

株式会社ケア・クロス くつろぎ

ケアシューズ対象品15％割引

箭弓町1-7-5 1F

0493-27-1110

有限会社 ケンゼン

ポイント会員様スタンプ2倍 又、2,000円以上お買上で粗品進呈

箭弓町1-14-7

0493-23-7338

株式会社 進明堂

特典内容はお店にてご確認下さい

箭弓町1-4-14

0493-22-0138

田島ふとん店

配送無料 他

箭弓町1-16-1

0493-22-0492

㈱中屋洋服店

お買上商品10％割引

箭弓町1-4-15

0493-22-1732

株式会社 ねぎし

5％割引・粗品プレゼント

箭弓町1-10-14

0493-22-1637

㈱ 花恒

生花商品5％割引（他割引との併用不可。鉢商品は除く）

箭弓町1-2-4

0493-22-1262

有限会社 光越園

5％割引

箭弓町1-13-20

0493-22-0165

（株）メガネスーパー 東松山店

箭弓町1-14-10平田ビル
メガネ・補聴器・コンタクトレンズ10％引き 但しカード決済の場合は5％引き
0493-25-1027
１Ｆ

写真館 スタジオアミ 東松山館

おじいちゃん・おばあちゃん肖像写真撮影料50％引

箭弓町2-12-16

0120-753-372

インテリア チクマ

お買上金額より5％割引 ※他の割引券との併用不可

箭弓町3-4-13

0493-22-0635

松山フォトサービス

デジカメプリントＬ判1,000円以上お買上で2Ｌ1枚無料でプリントします

箭弓町3-4-7

0493-22-0241

㈱家具インテリア岡本

お買上の方に素敵なプレゼント進呈

材木町14-2

0493-22-0348

きものの店 京屋

10％割引（おつとめ品、加工代は除く）

材木町15-1

0493-22-0410

株式会社 齋寅

1,000円以上お買上で5％割引

材木町5-19

0493-22-1020

嶋屋酒店

2,000円以上お買上で粗品進呈

材木町5-14

0493-22-0013

生活飾器 とねがわ

商品1割引 （特価品等一部商品除く）

材木町10-11

0493-22-0059

（有）セキグチ洋品店

お買い上げの方にサービス券又は粗品を進呈

材木町13-1

0493-22-0185

花四季

お買上金額により5％割引

材木町20-14

0493-24-3755

ふとん・カーテンのウチヤマ

5％割引 （他の割引券等との併用不可）

材木町6-17

0493-22-0354

フラワーパーティー

2,000円以上お買上又はレッスンをされたお客様にポプリをプレゼント

材木町18-9

0493-25-3100

松屋酒店

毎週水曜日、ポイント券2倍進呈

材木町17-7

0493-22-0151

株式会社 丸広百貨店 東松山店

レストラン「鳳惠」のドリンクバーで１００円割引（但し、セット料金価格は対象 材木町19-30 丸広百貨
外）
店4F

0493-23-1111

(有）寝具 山崎屋

寝具全販１０％引き （まるかん商品は除く）

材木町19-２７

0493-22-2724

アトリエ かれん

商品をお買上の方に粗品進呈

松葉町1-4-7

0493-22-4241

中原印房 東松山本店

はんこのクリーニング無料サービス

松葉町1-4-5

0493-21-1090

有限会社 文林堂

2,000円以上お買上で粗品進呈

松葉町1-4-1

0493-22-0108

やまなかストアー
(有限会社 山中本店)

1,000円以上お買上で粗品進呈

松葉町1-11-13

0493-22-0116

㈲良元堂

1,000円以上お買上で粗品進呈

松葉町1-6-5

0493-22-0439

ドラッグストアセキ松葉町店

会計時にカード提示で1,000円（税抜）ごとにﾁｭｰﾘｯﾌﾟｶｰﾄﾞ2ﾎﾟｲﾝﾄ贈呈

松葉町3-15-17

0493-27-1200

㈲四ツ橋せんべい 本店

送料半額サービス（１か所）又はやきとり小丸煎餅１袋進呈！！

松葉町3-12-52

0493-22-0967

紳士服のコナカ 東松山店

対象商品5％OFF

松葉町4-3-18 （シルピ
0493-22-8715
アショッピングセンター内）

フラワーショップＳＡＲＡ

1,000円以上お買上で5％OFF

松葉町4-5-36

0493-81-4748

嶋田屋酒店

2,000円以上お買上で粗品進呈

加美町4-12

0493-23-4176

1

名称

買

物

電話番号

会計時にカード提示で1,000円（税抜）ごとにﾁｭｰﾘｯﾌﾟｶｰﾄﾞ2ﾎﾟｲﾝﾄ贈呈

松本町1-9-28

0493-21-0300

アイメガネ東松山松本町店

当店通常価格より更に10％割引

松本町2-7-1

0493-27-0001

心ゆたかな贈り物 東松山 ハリカ

2,100円（税込）以上お買上で、＋3ポイント（300円相当）プレゼント

松本町2-1-49

0493-25-0845

ドラッグストアセキ神明町店

会計時にカード提示で1,000円（税抜）ごとにﾁｭｰﾘｯﾌﾟｶｰﾄﾞ2ﾎﾟｲﾝﾄ贈呈

神明町2-13-27

0493-53-6200

福田茶店

おいしいお茶10％割引(一部商品を除く）

松山町1-3-9

0493-22-1364

仕立屋・バルコン東松山店

セール品以外、10％割引 ※修理品は対象外となります

六反町8-4

0493-22-1056

㈱マツモトキヨシ東松山六反町店

薬・健康食品・コンタクト用品10％引き

六反町1-1

0493-25-1310

サイズマックス 東松山店

5％割引（他の総額割引との併用は不可・補正代・宅配代は対象外）

五領町16－11

0493-22-4888

パレットプラザ西友東松山店

①デジタルプリントＬ・ＤＳＣ・ＫＧサイズの通常価格が200枚まで１枚につき５ 小松原町11-2
円引き ②フィルム現像１本につき１００円引き
西友東松山店１F

0493-27-1246

㈱メガネフラワー 東松山店

眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器の総額より5％OFF

砂田町1-10

0493-22-6657

グリーン＆フラワー美咲

1,000円以上お買上で粗品進呈

野田1049-1

0493-25-3312

有限会社 飯島商店

粗品プレゼント

石橋1536

0493-23-5921

㈱日産サティオ埼玉北

フロントガラス撥水施工半額（1,050円⇒500円）

石橋438

0493-22-3632

富士屋酒店

オリジナルスタンプ2倍

石橋499

0493-22-0986

㈲山田屋

1,000円以上お買上（一部商品除く）で2％引き

石橋282

0493-22-3672

有限会社ネイブルホリコシ 堀越商
1,000円以上お買上で粗品進呈
店

上唐子1085-1

0493-22-1137

有限会社 吾野屋商店

1,000円以上お買上で5％割引

毛塚986-1

0493-34-4059

ドラッグセイムス高坂店

ポイントカードお持ちの方に、ギフトポイント2ポイント進呈

高坂972-1

0493-31-1120

ゆうひや商店

リサイクル商品のため、パスポート持参者に限り、全品半額

高坂1167-1

0493-34-3726

ピｰタｰラビット®スｰベニアショップ 2,000円以上お買上で粗品進呈

岩殿554

0493-31-2200

ベルビュー

1,000円以上お買上で粗品進呈

元宿1-13-1

0493-34-4922

ニューヤマザキデイリーストア高坂
1,000円以上お買上で粗品進呈
長木屋店

元宿2-15-1

0493-35-1000

ドラッグストアセキ高坂店

会計時にカード提示で1,000円（税抜）ごとにﾁｭｰﾘｯﾌﾟｶｰﾄﾞ2ﾎﾟｲﾝﾄ贈呈

あずま町2-4-1

0493-31-0800

3,000円以上お買上で粗品進呈

あずま町3-1

0493-35-2000

5％割引（他の総額割引との併用は不可・補正代・宅配代は対象外）

あずま町4-8-3

0493-31-1088

ベーカリーカフェ あーとの国

1,000円以上お買上げでクッキープレゼント

和泉町3-15

0493-24-8000

吉福 東松山人形会館

5％割引（他の割引と併用不可）

上野本81-1

0493-23-9700

花のコンサート

ポイント2倍

若松町1-18-26

0493-24-0135

有限会社 安野ストアー

1,000円以上お買上で粗品プレゼント

若松町2-11-30

0493-22-1941

パンビレッジＺＯＯＭ

水曜日・木曜日来店時、1,000円以上でポイント2倍！！

下野本1552-1

0493-59-9424

名称

食

住所

ドラッグストアセキ松本町店

株式会社カインズ
カインズホーム東松山高坂店
ＡＯＫＩ
ライフガーデン東松山店

飲

特典内容

特典内容

住所

電話番号

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
東松山駅前店

カレーをご注文の方、無料ドリンク1品サービス（オレンジジュース・アイスカ
フェオレ・アイスコーヒーの中から選べます）

箭弓町1-12-9

0493-24-7386

ひびきっちん東松山ぼたん通り店

特撰かしら串2本プレゼント（店内ご飲食のみ）

箭弓町1-12-8

0493-22-5111

やきとりひびき 東松山駅前本店

特撰かしら串2本プレゼント（店内ご飲食のみ）

箭弓町1-13-15

0493-25-1184

やきとりひびき庵 東松山駅前2号
店
やきとりひびき庵 東松山駅前3号
店

特撰かしら串2本プレゼント（店内ご飲食のみ）
特撰かしら串2本プレゼント（店内ご飲食のみ）

2

箭弓町1-11-7 ハイムグ
0493-81-3882
ランデ東松山1F
箭弓町1-12-11 糀屋ビ
0493-24-7665
ル1F

名称

飲

食

特典内容

電話番号

ガーデンホテル紫雲閣・東松山

対象商品：館内和食/洋食をお召し上がり（税抜き）1,000円以上で5％割引
（他の割引券との併用不可）

箭弓町2-5-14

0493-23-5151

コミュニティカフェ まちカフェ

ドリンクサービス

箭弓町3-4-７
（松山フォトサービス内）

080-2102-9801

ライブカフェ レトロポップ

1,000円以上のご飲食をされたお客様に5％割引

箭弓町3-3-4

0493-59-9303

あずま家

デザートサービス（ランチタイム除く）

材木町13-4

0493-22-0461

いさみ寿司

粗品プレゼント（ランチ以外）

材木町13-11

0493-22-0266

手づくり・お母さんの味
食庵 （しょくあん）

1,000円以上お買上で5％割引（一部商品除く）

松葉町1-4-3

0493-81-5145

第二稲廼家

ご来店のお客様に金券プレゼント

松葉町1-10-15

0493-22-0458

川田寿司本店

デザートサービス

松葉町3-4-16

0493-23-6970

から揚げの天才 東松山松葉町店 500円以上お買い上げでからあげ1個もしくは、玉子焼き2カットプレゼント

松葉町4-3-18

0493-59-9280

和食 藤川

プチデザートサービス（宴会等除く）

加美町11-35

0493-24-6200

㈲夢菓子工房ププリエ

5,000円以上お買上で焼き菓子プレゼント

松本町2-1-60

0493-23-7565

竹寿司

お食事された方に トロ 1ヶ プレゼント

大字松山2404-2

0493-22-0846

松音屋

1,000円以上食事、3,000円以上宴会等のお客様に 味噌おでんサービス

大字松山761-5

0493-54-1628

ラーメン専科 東松山店

ラーメン御注文のお客様にウーロン茶1杯サービス

東平2451-9

0493-39-3873

台湾料理 王府

もち団子または、アイスクリームのどちらか１つをサービス

新宿町15－3

0493-22-8877

味春家

定食全品100円引き

沢口町29-22

0493-24-9247

お食事とご宴会 えもり

お食事された方に、ソフトドリンク1杯無料サービス

上唐子1256

0493-23-3191

東松山ホルモン 暁

ランチタイム10％ＯＦＦ

下唐子976-10

080-4811-6658

いろはにほへと

全商品1割引き

新郷192

0493-24-3280

ふなと

天ぷら2品サービス

新郷192-1

0493-24-4161

ピンベリーカフェ

1,000円以上ご飲食の方50円引き

高坂1915 細村ビル1F

0493-81-3858

田舎風喫茶 ひとひ

お会計時にお一人様50円引き

高坂957-5

イタリア料理 ベルドゥーラ

コーヒー又は紅茶 1杯サービス

宮鼻38-3

0493-34-6630

和食レストラン たか吉

ソフトドリンク1杯サービス

毛塚425-1

0493-35-3323

高坂SA上り線 小島屋乳業製菓

店内スナックコーナー「Ｒａｌｌｙ」にてソフトクリーム半額

田木4-5 高坂SA上り線

0493-34-4375

菓子工房 オレンジペコー

1,000円以上お買い上げで粗品進呈

田木740-6

0493-53-4323

そば・うどん つかもと

ソフトドリンク プレゼント・17時より純米酒一合サービス

白山台16-5

0493-35-3368

やきとりひびき庵 高坂駅西口店

特撰かしら串2本プレゼント（店内ご飲食のみ）

元宿1-11-4 1F

0493-81-3050

居酒屋 きむら

お通し1品サービス

元宿1-18-3

0493-35-0833

インド・ネパール料理 ＮＥＷ ラシカ ランチ50円引・ディナー10％引

元宿1-9-1 ｽｶｲﾊｲﾂ1F

0493-34-3444

五代目麺や蝦夷

一組の会計より50円引

西本宿2138-4

0493-35-5500

和風レストラン そうま東松山店

ドリンク一杯無料券サービス

上野本575-1

0493-25-3058

株式会社 フライングガーデン

ドリンクバー無料

上野本150-1

0493-21-7333

四万吉うどん

わかめ一皿（変更になる場合もあります）

下青鳥162

0493-22-8008

名称

趣
味

住所

特典内容

住所

電話番号

カラオケ スタジオ－１

お会計時にお一人様400円引き

山崎町2-15

080-3705-5930

東松山ゴルフセンター

毎週金曜日、1カード（270球）1,000円（税別）（入場料込）

石橋1601

0493-23-3303

3

名称

学
び

特典内容

容
・
美
容

入会時に４時間無料受講券プレゼント

東平2427-15

0493-39-4386

ヒュ-マンコンピュ-タキッズスク-ル東松山校

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ講座（８時間） 25,400円 ⇒ 22,000円

石橋1536

0493-23-5921

平野ダンススクール

・入会金無料 ・月4回で3,000円 ・詳細はご予約によるご相談にてお願い致
上唐子1496-3
します。
特典内容

他

電話番号

総合調髪料金,初回のみ1,000円割引

本町2-10-39

0493-22-0905

Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ＧＡＲＯ ｐａｒｔⅠ

お会計時にプチプレゼント

箭弓町1-10-12

0493-23-8170

綜合美容 マダム・マサコ

グランマメニューをご用意しております

材木町23-2新井ビル１F

0493-23-8145

チョッキン・カット・イケザワ

セットメニュー（カット・シャンプー・顔剃り） ３００円引き

箭弓町2-3-15

0493-22-0629

パーマ パピエ

初回のみ 技術料金１０％ＯＦＦ

箭弓町3-5-12

0493-24-1163

美容室 浪漫屋

美容技術料金１０％割引

箭弓町3-4-1 村田ビル2F 0493-25-0749

エクシーオザワ エステサロン

初回のみ 1,000円割引

松葉町1-6-2

0493-22-1894

美容室 すまいる

初回のみ カット300円引き パーマ・カラ―500円引き

御茶山町4-8

0493-22-8086

Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ＧＡＲＯ ANNEX

お会計時にプチプレゼント

小松原町12-10

0493-24-1135

ヘアーサロン オカベ

総合調髪 初回のみ1,000円割引

石橋1686-1

0493-23-4165

ヘアーサロン アルティジャーノ

1ポイントサービス

西本宿571-7

0493-34-3454

Hair Bingo

1ポイントサービス

高坂892-2

0493-81-7879

Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ ＣＩＥＬＡ(シエラ)

ＣＩＥＬＡ初めてのお客様 技術料金10％OFF

西本宿361-1

0493-31-2688

訪問型 福祉・医療美容 KAMI結

プチハンドマッサージ

上野本25－6

090－2464－4849

特典内容

スズキユキオ療治院

施術料よりワンコイン（500円）割引サービス

たばた鍼灸接骨院

特殊電療機種を無料または針灸500円引き

おたからや開運大師店

の

住所

0493-26-0646

ヘア・サロン岡野

名称

そ

電話番号

パソコン市民講座東松山教室

名称

理

住所

住所

電話番号

高坂１０２１－２－１０１号 0493-88-0773

箭弓町1-4-7 ZONA-2 1
0493-21-6763
階
査定来店QUOカード500円分プレゼント(おひとり様月1回までとさせていただ 箭弓町1-12-9 平田ビル2
0493-21-3810
きます)
階

彩写館

お買上のお写真を素敵なフォトカードにして1枚プレゼント

箭弓町2-1-23

0493-24-1199

いろは整体院

整体マッサージ1,000円（初回）

材木町19-27

0493-22-0168

㈱ヨハネ印刷

オリジナルメモ用紙を進呈

市ノ川739

0493-24-0041

なかむら屋

自転車のパンク修理10％引き

六軒町21-4

0493-55-1270

エニタイムフィットネス 東松山店

入会時実施キャンペーンに加え、更に2ヶ月2,000円割引

五領町16-14

0493-59-8626

有限会社 向陽

バリアフリーのアドバイス、お見積無料 ・工事のお客様に粗品プレゼント

山崎町17-5

0493-22-5080

公益法人 原爆の図 丸木美術館

丸木俊の絵ハガキ1枚プレゼント

下唐子1401

0493-22-3266

有限会社 アスクホーム

工事見積り無料サービス さらに、ご成約の方に粗品プレゼント

石橋1815-5

0493-59-8714

飯島商店 ＥＮＥＯＳ東松山SS

ガソリン給油１Ｌにつき当店価格より１円50銭引き（現金支払のみ）

石橋1536

0493-23-1577

加藤商会

パンク修理代10％OFF

石橋372-3

0493-22-0987

東松山ケーブルテレビ(株)

粗品プレゼント

石橋2221-80

0493-27-8200

榎田商事 有限会社 工業団地S/S 価格値引き

新郷63

0493-22-0955

こども動物自然公園キリン売店

こども動物自然公園キリン売店で2000円以上お買い上げで粗品贈呈

岩殿554

0493-35-1234

横田行政書士事務所

粗品プレゼント

松風台12-7

0493-34-3985

ぼたん鍼灸治療院

鍼灸治療費５００円引き

元宿1-1-9

0493-81-3424
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名称

他

電話番号

初回相談無料

元宿2-26-18 2F

0493-31-2010

にじのはし整骨院

リラクゼーション整体、リンパフットケア20％引き

元宿2-23-10

0493-34-5942

いでうら接骨院

人気の身体調整法【ＩＦＣＴ】初検料50％ＯＦＦ

あずま町1-11-18

0493-81-6015

イ-スタンモ-タ-サ-ビス株式会社

の

住所

司法書士 柴崎智哉 事務所

東松山スイミングスクール

そ

特典内容

申込時に入会金5,400円を無料に，初年度年会費2,700円を無料に，初回月
上野本1955-1
会費 5,184円～を無料に。
納車、引取サービス、代車無料、室内･外回り洗車サービス
古凍11
車検時オイル交換無料

0493-24-2311
0493-23-8054

野天風呂 蔵の湯 東松山店

入場ポイント 1ポイントサービス

柏崎660

ビークイック東松山店

初回無料体験、初月無料（ただし、3カ月の継続が必要）

小松原町11-1 西友東松
0493-81-5252
山店2F

女性だけの30分健康体操教室
カーブス西友東松山
女性だけの30分健康体操教室
カーブスビバモール東松山
自分のペースでできるちょうどいい
スポーツジム
メンズ・カーブスビバモール東松山

体験1回無料+入会金約66％割引
※入会金の割引は、初回来店時に入会される場合に限ります。
体験1回無料+入会金約66％割引
※入会金の割引は、初回来店時に入会される場合に限ります。

観光タクシー整備工場
観光タクシー有限会社
埼玉トヨペット㈱東松山支店
埼玉トヨペット㈱
ビバモール東松山ショールーム

体験1回無料+入会金約66％割引
※入会金の割引は、初回来店時に入会される場合に限ります。
①オイル交換工賃無料 ②愛車無料点検
③修理費1万円以上5%割引（法定費用を除く）
①お客様事前登録②ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ･ﾊﾟｿｺﾝ配車ｼｽﾃﾑ無料配布・無料ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
③便利屋ﾀｸｼｰ代行手数料無料（市役所へ各種申請・届出代行）
※ﾀｸｼｰ代金と申請手数料はかかります。

0493-23-2641

小松原町11-2

0493-25-3600

神明町2-11-6ビバモール
0493-24-8500
東松山2F
神明町2-11-6ビバモール
0493-53-4553
東松山2F
若松町1-1-17

0493-24-1143

若松町1-1-17

0493-22-2321

新車ご成約特典 トヨタ純正ドライブレコーダー（DRT-H68A）プレゼント

若松町2-11-21

0493-22-0759

新車ご成約特典 トヨタ純正ドライブレコーダー（DRT-H68A）プレゼント

神明町2-11-6ビバモール
0493-81-6740
東松山2F

ＰＥＯＮＹＷＡＬＫ（ピオニウォーク）
名称

特典内容

住所

電話番号

アピタ 東松山店

毎月15,16日、衣料品・寝具・インテリア品10％OFF（一部除外品あり。他の割
あずま町4-3
引・円引企画との併用不可）

A・J・D ACCESSORIES
（アジェデ アクセサリーズ ）

2,000円（税込）以上お買上で全品5％OFF

あずま町4-3 1F

売るナビ

ブランド品 査定額10％UP

あずま町4-3 1F

0493-59-9650

エースコンタクト

コンタクトレンズ全品5％OFF（他の割引との併用不可）

あずま町4-3 1Ｆ

0493-59-9911

軽井沢ファーマーズギフト

自店ポイントカード ポイント2倍

あずま町4-3 1Ｆ

0493-59-8106

ｃｏｅｎ東松山店

内商品５％オフ（セール品は対象外）

あずま町4-3 1F

0493-35-0225

ソフトバンク（ｓｏｆｔｂａｎｋ）

他社からお乗換えでスマホご購入のお客様にJCB３，０００円の商品券プレ
ゼンント

あずま町4-3 1F

0493-59-8299

BANKAN

店内商品10％OFF

あずま町4-3 2Ｆ

0493-31-1020

はん・印刷の大谷

1,000円以上お買上で5％OFF（一部除外品あり）

あずま町4-3 1F

0493-34-6558

薬 マツモトキヨシ

お薬・健康食品・コンタクト用品を1,000円以上お買上で5％引き（化粧品・日
用品・食品等は割引対象外）

あずま町4-3 1F

0493-31-2323

ｃｌｏｖｅｒｌｅａｆ（クローバーリーフ）

定価3,000円以上の商品5％OFF

あずま町4-3 2Ｆ

0493-31-1231

和真メガネ

店内商品5％OFF（他の割引と併用不可）

あずま町4-3 2Ｆ

0493-59-8270

0493-31-0111

買

物

名称

飲

食

特典内容

住所

電話番号

上島珈琲店

ドリンクとケーキをセットでお買い上げのお客様５０円引き
※他割引券、サービス券、ポイントとの併用不可

あずま町4-3 1Ｆ

0493-81-6704

五穀

飲食されたお客様 ソフトドリンク１杯サービス

あずま町4-3 1Ｆ

0493-59-8672

ちゃーしゅうや武蔵

麺類ご注文の方、ギョーザ１枚150円（半額）

あずま町4-3 1Ｆ

0493-35-0634

越後秘蔵麺 無尽蔵 たかさか家

ラーメン各種ご注文の方に味付玉子サービス

あずま町4-3 2Ｆ

0493-59-8144

ペッパーランチ

鉄板料理ご注文のお客様にドリンク1杯サービス

あずま町4-3 2Ｆ

0493-35-5229

＜連絡先＞ 東松山市役所 高齢介護課

ＴＥＬ：0493-21-1406（直通）
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ＦＡＸ：0493-22-7731

