
「市民活動の応援店」一覧（受付順）
H31.2.7 現在

番
号

区分 店名 特典内容 住所 電話 ホームページ ＰＲ

1 買物 お菓子の店　ファリーヌ  本店
1,000円以上お買い上げの方に、170円以下の焼菓
子を1個プレゼント！

羽折町7-17 289-6022 鶴ヶ島銘菓製造、発売元

2 買物 お菓子の店　ファリーヌ　鶴ヶ島駅西口店
1,000円以上お買い上げの方に、170円以下の焼菓
子を1個プレゼント！

鶴ヶ丘63-1 287-7786 鶴ヶ島銘菓製造、発売元

3 買物 カントリー　材木屋 10％割引（注文品を除く） 五味ヶ谷230-25 286-0373

4 飲食 中華料理　利来
料理注文の方に限り、杏仁豆腐１個、又は紹興酒１
杯サービス

上広谷4-8 286-8900

5 買物 大宝園 お買い上げ品の10％割引 三ツ木新田5 285-1328

6 買物 山和園 10％割引 高倉11 285-1308

7 買物 小川園製茶工場 お茶をお買い上げの方、10％増量 上新田148 285-0252

8 買物 内野園 商品10％割引 太田ヶ谷485-11 285-5386

9 買物 (有)ハニー電器 3,000円以上お買い上げの方、5％割引 富士見2-2-25 285-7005

10 その他 若葉カイロプラクティック院 初検料1,050円引 富士見2-17-22 298-3380
http://wakabachiro.tuzi

kaze.com/

11 買物
(株)サンシャイン企画
ギフトのトレンディ

会員様価格にて販売 脚折町5-14-5 287-7777 http://www.gift-ya.co.jp 御祝・内祝・快気祝・仏事・法事等ギフト商品の販売

12 その他 タカバタケサイクル パンク修理10％割引 上広谷8-3 285-2169

13 買物 アンティークキルト　ピースワーク 表示価格より10％割引（セール品は除く） 脚折町2-26-5 285-9699
http://www.piecework2.

com/

14 飲食 インドレストラン　ミルチ（MIRCHI） 1,000円以上のお食事の方、ウーロン茶サービス 脚折1147-1 237-7135

15 その他 大橋オートサイクルショップ パンク修理10％割引 脚折1147-3 287-0928

16 その他 じてんしゃや　宮崎商会 パンク修理10％割引 上広谷367-1 285-4730
当店は"街の自転車専門店”です。自転車の販売・修理を承って
おります。

17 買物 メガネフラワー　若葉台店 お買い上げ額より5％割引 富士見1-7-1 286-5718
http://meganeflower.co.j

p/

明るいフロアが自慢のお店です。メガネ・コンタクトレンズ・
補聴器取り扱い店

18 飲食 手打ち蕎麦切り　吾一 オール５％割引 新町1-3-6 285-8814 国産そば粉使用　手打ちそば

19 飲食 喫茶第二どんぐり（市役所６階）
ホットコーヒーまたはアイスコーヒー50円引
（他の割引券と併用不可）

三ツ木16-1 271-1111

働く場所のない障害を持つ人が、多くの方とふれあい、その中
から生きていることの喜び、働くことの楽しさ難しさを学び、
力強く成長していくことを願って設けられました。地域の皆様
に支えられて営業しています。

20 その他 (株)彩礼
当社施行の葬儀費用から5,000円引
仏壇・仏具10％割引

脚折町5-26-3 279-3211 http://www.sairei.ne.jp/ 家族葬を中心に埼玉県・東京都全域対応致します

21 買物 キングファミリー鶴ヶ島店

買取査定額　20％UP
キロ　150円→180円（お店で販売できる古着）
キロ　100円→120円（小物服飾雑貨）
※再資源化する古着のお買取りはキロ１円のままに
なります。

三ツ木新町2-8-3
大川家具インテリアモール1
Ｆ

210-7750 http://kingfamily.co.jp/

着なくなったあなたの服をぜひ当店にお持ち下さい。キング
ファミリーではご不用になった古着を「重さ」で買取ります！
買取らせて頂いた古着のうち、服として十分使用に耐えるもの
は店舗で販売、これはもう着られないというものであっても、
布として使えるものは加工して再び市場に送り出します。レ
ディース、メンズ、子供服、その他服飾雑貨…。常時１万点以
上の商品を揃えて、皆様をお待ちしております。
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22 飲食 マクドナルド　407鶴ヶ島店 チーズバーガーハッピーセット　350円 脚折1141-4 279-6406

23 飲食 マクドナルド　鶴ヶ島コモディイイダ店 チーズバーガーハッピーセット　350円 鶴ヶ丘65-1 279-1478

24 飲食 欧風料理　ビストロカタオカ
グラスワイン（又はソフトドリンク）１杯無料サー
ビス

松ヶ丘1-15-5 286-5777 きのこのパイ包み焼きスープ

25 買物 (株)長峰園 サービスポイント２倍 上広谷598 285-3307
http://www.nagamine-

en.jp/
狭山茶の製造元。オリジナル狭山茶スウィーツがおススメ

26 買物 大曽根輪業 パンク修理10％割引 鶴ヶ丘866-1 286-3447

27 買物 沼田園芸 500円以上お買い上げの方、50円引 川越市笠幡1859-5
080-1127-

1797
生産直売をしているので、新鮮な花がそろっています。野菜苗
も販売しております。

28 飲食 石焼ビビンパ　ワカバウォーク店 お会計より10％OFF
富士見1-2-1　2階
（フードコート内）

272-5058

29 買物 シズエ書店
お買い上げの方にもれなくクリアファイルプレゼン
ト！

上広谷22-2 285-8749 本を配達する店です。１冊から注文承ります。

30 飲食 クレージークレープス　ワカバウォーク店
280円以上の商品、50円引（他の割引券との併用不
可）

富士見1-2-1　2階
（フードコート内）

272-5038

31 飲食 優勝軒　鶴ヶ島店 麺類ご注文の方、ミニチャーシュー丼サービス 脚折町4-17-10 299-6561 20時間以上炊いたトンコツスープをお試しください。

32 飲食 和風ダイニング　まんま 小鉢ひとつサービス 藤金833-1 287-6696
季節の食材を手作りでアットホームな空間を作っていけるよう
心がけてます。営業時間はお客様の希望で変わる事がありま
す。

33 飲食 若葉寿司 お会計より５％割引 富士見2-33-13 285-5147 家庭的な明るい店で女性客も安心して来れます。

34 その他 美容室　ページワン カット以外 ５％割引 新町4-19-1 287-5050
原宿ピークアブーの日本人の毛流・毛質に合ったカット技法。
水パーマ・水カラーなどビーワンシステムも採用。

35 飲食 ライブハウス鶴ヶ島ハレ ドリンク１杯（￥500以下）無料サービス（ALL
TIME）

五味ケ谷7-7
ｼﾞｮｲﾋﾞﾙ2階

287-1037 http://halle-web.com/
沖縄料理と泡盛のあるライブハウスです。誰でも参加できるラ
イブからプロミュージシャンライブまで、何でもあり！

36 飲食 中国料理　蔵王飯店 シェフ手作りスイーツサービス 藤金４６－１ 286-1667
http://r.gnavi.co.jp/b685

200
ホームページ「ぐるなび蔵王飯店」で検索してください。

37 飲食 日本料理　辰味
昼　　５０円引き（1,000円以上）
夜　１００円引き（2,000円以上）

脚折１１４－７ 286-6468

38 買物 ピーナッツかわい
１,０００円以上お買い上げの方、プレミアムカード
提示で粗品を進呈いたします

鶴ヶ丘２－１ 285-1346
鶴ヶ島駅西口商店会会員の店舗です。落花生加工品の販売
をしています。

39 買物 知覧茶　お茶の春一番　鶴ヶ島店  1,000円以上のお買い上げの方、１００円引き 鶴ヶ丘７５－２-103 277-3751 http://haru1ban.info/
鶴ヶ島駅西口商店会会員の店舗です。鹿児島県の知覧の茶
農家が心を込めて作ったお茶を販売している知覧茶専門店
です。（自園自製）

40 買物 アネックス・サカエヤ
Ｔポイント２倍
※パパ・ママ応援ショップカードをお持ちの方は３
倍

鶴ヶ丘７１－２ 286-1711
http://www.annexsakae

ya.com

*特典内容は、変更になる場合があります。ご利用の前に店舗にご確認ください。
*他の割引券等との併用はできません。また旧まちづくりポイントカード、交通系ICカードでは特典は受けられません。

【問合せ先】鶴ヶ島市役所　市民生活部　地域活動推進課
TEL　049-271-1111
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