
 

 

 

 

 

 

                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴ヶ島助け合い隊ありがとう券支援店 

員 

《ありがとう券》は８地域の協議会でそ
れぞれ発券しています。 
市内全域（市外含む）の支援店で共
通で使用できます。 
 
◎ 発券した地域で使用（推奨） 
 

❤ありがとう券は、１枚１５０円で使用できます❤ 

鶴ヶ島助け合い隊の仕組み 

利用会員 

（援助の必要な高齢者） 

協力会員 

（ボランティア・スタッフ） 

助け合い隊 

（コーディネーター） 

支援店 

（ありがとう券取扱店） 

他地域の 

助け合い隊 

地域包括支援センター 
鶴ヶ島市 
社会福祉協議会 

支援・連携・協働 

相互連携 

① 援助活動の依頼     

「ありがとう券」の購入 

④ 援助活動の提供 

②「ありがとう券」   

200 円/１枚     

⑤「ありがとう券」で謝礼支払い 

③ 援助活動 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

⑥ 

商
品
の
販
売 

 
 

 
 

１
５
０
円
／
１
枚 

⑦ 

「
あ
り
が
と
う
券
」
で
支
払
い 

⑧ 現金化 

請求 
⑨ 現金支払い 

150 円/１枚 



 

鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ 伊勢屋 和菓子店 鶴ヶ丘１８－３２ ２８５－７４６３ 

２ おおさわ 飲食店 鶴ヶ丘１２ ２８５－２１７２ 

３ ピーナッツかわい ピーナッツ豆販売 鶴ヶ丘２－１ ２８５－１３４６ 

４ アネックス＆サカエヤ 衣料品販売 鶴ヶ丘７１－２ ２８７－１７１１ 

５ 美容室フェイス 美容室 鶴ヶ丘２－９ ２８６－３９３６ 

６ ヘアーサロンすすむ 理容店 鶴ヶ丘１８－２９ ２８５－７４６５ 

７ ㈲増田生花店 生花販売 鶴ヶ丘８１－３ ２８５－１９３８ 

８ 珈琲工房ラヴィ コーヒー豆販売 鶴ヶ丘２０－３ ２８５－１８８４ 

９ ローソン鶴ヶ丘店 コンビニ 鶴ヶ丘１２－１ ２８７－８７４０ 

１０ お茶の春一番 茶販売 鶴ヶ丘７５－２ ２７７－３７５１ 

１１ 理容河合 理容室 鶴ヶ丘２－６ ２８５－３２１５ 

１２ あばれん坊 理容店 鶴ヶ丘６９－１７ ２８５－７２３１ 

１３ マルジューベーカリー パン販売 鶴ヶ丘４９９ ２８５－２６１７ 

１４ つたや 日本そば 鶴ヶ丘８１－８ ２８５－０５６１ 

１５ TSUTAYA 鶴ヶ島店 書籍・DVD・CD 川越市鯨井新田４－１０ ２３９－１９２２ 

１６ 蔵王飯店 中華料理店 藤金４６－１ ２８６－１６６７ 

１７ Family kitchen マ マ
M A M A

ん
N

家
C H I

 お弁当 鶴ヶ丘４５３－３ ２７７－３９１５ 

１８ 大衆酒場 提灯むら 居酒屋 川越市鯨井新田１－２近藤ビル１F ２９２－９２５６ 

  



 

富士見地区地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ ハンプティーダンプティ鶴ヶ島店 輸入雑貨 富士見２－２－４ ２７９－６２７５ 

２ ㈲ハニー電器 家電販売 富士見２－２－２５ ２８５－７００５ 

３ ローソン鶴ヶ島若葉店 コンビニ 富士見２－３－２１ ２７１－１２３０ 

４ ヘアークリエイションＪ＆Ｂ 美容室 富士見２－４－２５ ２８７－０６８０ 

５ 桐芳堂薬局 薬局 富士見２－６－１４ ２８５－４８５９ 

６ わかば歯科医院 歯科 富士見２－６－１６ ２８６－３６３３ 

７ わかば接骨院 接骨院 富士見２－７－４ ２８６－５２９１ 

８ ㈲若葉不動産 不動産 富士見２－１２－６ ２８５－３９７３ 

９ 朝日サービスアンカー若葉 新聞販売 富士見２－１４－８ ２８６－１６４９ 

１０ ㈲永和堂不動産 不動産 富士見２－１７－２４ ２８７－４２７０ 

１１ ㈲キングショップ誠屋 酒店 富士見２－１８－１ ２８５－８３１１ 

１２ 婦人子供服地 エミカ 服地の店 富士見２－１８－９ ２８５－３５１６ 

１３ さわだ鍼灸整骨院 鍼灸 富士見２－１８－２６ ２７１－６７６７ 

１４ 新屋 小料理屋 富士見２－２１－７ ２８７－５１２２ 

１５ 美容室カトレア 美容室 富士見２－２６－３３ ２８５－３７１４ 

１６ 若葉寿司 寿司屋 富士見２－３３－１３ ２８５－４１４７ 

１７ 越後屋 うどん・そば 富士見４－２８－３２ ２８５－２９３２ 

１８ ウイツクベース パソコン修理・販売 坂戸市千代田１－１０－８ ２２７－３８８８ 

１９ くるまのヌマオ（株）本社整備工場 車検・点検 坂戸市千代田５－１－２０ ２８３－２９１１ 

２０ (有)沼尾モータース 自動車整備 坂戸市千代田５－１－２０ ２８３－２９１１ 

  



 

サザン地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ 宴会場 さくら荘 飲食店 太田ヶ谷１２８－８ ２８５－１８６２ 

２ 比留間園芸 花苗販売 太田ヶ谷７００ ２８６－１４５１ 

３ コミュニティカフェひだまり 飲食店 川鶴商店街 ０８０－６５９３－８１０９ 

４ ヘアーブティックボーグ 美容室 川鶴商店街 ２３２－９２８２ 

５ ロマン 理容室 川鶴商店街 ２３１－２６８８ 

６ パンプキン パン販売 川鶴商店街 ２３４－２０７１ 

７ パン工房ももんが パン販売 松ヶ丘１－１－１３ ２７１－２７２０ 

８ ビストロ カタオカ 飲食店 松ヶ丘１－１５－５ ２８６－５７７７ 

９ 紋蔵庵 川越西店 和菓子販売 松ヶ丘２－５－１５ ２７１－０８０８ 

１０ 満る賀 飲食店 松ヶ丘１－１－７ ２８５－４６４９ 

１１ セブンイレブン鶴ヶ島川鶴店 コンビニ 松ヶ丘２－２－１ ２８５－２６０３ 

１２ 酒のだいます 酒類食品 松ヶ丘２－１６－１４ ２８５－７５００ 

１３ 美アゼリア 美容室 松ヶ丘２－１６－１８ ２８７－０１２４ 

１４ 狭山茶須藤園 お茶販売 松ヶ丘５－１０－１ ２８５－２３６９ 

１５ 大曽根輪業 鶴ヶ島店 自転車販売 鶴ヶ丘８６６－１ ２８６－３４４７ 

１６ カフェピンコロ 飲食店 南町１－１－１６ ０９０－３６９２－７０７５ 

１７ サンセットカフェ 飲食店 松ヶ丘１－８－４ ２８６－４３９９ 

１８ 理容ふじなり 理容業 鶴ヶ丘８８５ ２８５－２７３９ 

１９ サザン朝市 食材販売＆飲食 大橋市民センター内 ２８６－０００５ 

２０ ひるま農園 いちご狩り・花苗販売 太田ヶ谷４３６ ０９０－６５０８－３６０２ 

２１ 有限会社 コバタミ 畳店 川越市笠幡 1980-6 ２３１－１１７５ 

  



 

杉下地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ 田端酒店 酒類販売 上広谷１－１７ ２８５－１４４０ 

２ タカバタケサイクル 自転車販売・修理 上広谷８－３ ２８５－２１６９ 

３ ㈲ちちぶや 化粧品・婦人服販売 上広谷１３－３ ２８６－２５２３ 

４ 島村商店 茶・米販売 上広谷１６－３ ２８５－１５７１ 

５ からだ元気治療院 リハビリ・はり・灸 上広谷４５９－１ ２７７－３９３５ 

６ 鍛冶福金物店 金物・雑貨販売店 上広谷４０－１９ ２８５－２３６８ 

７ 青柳菓子店 和菓子製造販売店 上広谷４９－２ ２８５－７８１１ 

８ 凮月堂 和菓子製造販売店 上広谷４－８ ２８６－４１３６ 

９ まいフラワー 生花販売店 上広谷９－１３ ２８６－６６０５ 

１０ 大国屋肉店 精肉販売店 上広谷４０－６ ２８５－００１１ 

１１ 読売新聞 鶴ヶ島店 新聞販売店 川越市小堤６２４－８ ２３６－３９６１ 

１２ 焼肉 壽苑 焼肉店 上広谷３６６－７ ２８６－１６８１ 

１３ 宮崎商会 自転車販売・修理 上広谷３６７－１ ２８５－４７３０ 

１４ 青龍飯店 四川中華店 上広谷３６８－２７ ２８５－６７８７ 

１５ ㈱長峰園 製茶・販売 上広谷５９８ ２８５－３３０７ 

１６ 高央ユニフォーム 制服・作業服販売店 上広谷４２１－２０ ２８５－３３２８ 

１７ 網代 飲食店 上広谷５－８ ２８６－３６３０ 

１８ すみのくら 飲食店 上広谷４０－８０ ０９０－６４７７－６４９９ 

１９ 理容 荒川 理髪店 上広谷９７－１５ ２８５－６３６２ 

２０ ローソン鶴ヶ島駅東口店 コンビニ 上広谷１３－３ ２７１－１１７７ 

２１ 吉野鮮魚店 鮮魚販売店 五味ヶ谷５４１－２９ ２８５－６２０７ 

２２ 西川屋豆腐店 豆腐製造販売店 五味ヶ谷５４１－３０ ２８５－５４４４ 

２３ 横井薬局 医薬品販売店 五味ヶ谷１２３３－１９ ２８６－６０８９ 

２４ ローソン鶴ヶ島五味ケ谷店 コンビニ 五味ヶ谷杉下２１８－３ ２７９－５１１９ 

２５ よしの家 麺舗 上広谷１７６－５ ２８５－２１７０ 

２６ シズエ書店 書店 上広谷２２－２ ２８５－８７４９ 

  



 

西部地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ 惣菜弁当の店やまぼうし 手づくり惣菜 高倉９６－５  ２７１－５３３９ 

２ クリーニングオークウエスト クリーニング 下新田２６１－３ ２８５－７７５１ 

３ Café  小春びより 飲食業 下新田９－５ ０９０－３９６４－１２８８ 

４ 暖暖亭 手打ちそば・うどん定食等 中新田５３－１８ ２８７－００８８ 

５ カントリー雑貨 Ben 小売 中新田３６３－１ ２８５－６０６３ 

６ 飲み処 仁 飲食店 中新田３８５－６ ２７１－６０６３ 

７ 筋圧堂整骨院 接骨院 中新田１５２３－１ ２７９－５５５４ 

８ おむすび えびね 飲食業 中新田３８５－６ ２８６－５６６７ 

９ なごみ鍼灸整体院 整体 中新田３３－７ ２７１－５７５３ 

１０ 狭山茶 小川園 狭山茶販売 上新田１４８ ２８５－０２５２ 

１１ みずむら美容室 美容室 上新田２５４－３ ２８７－１５１９ 

１２ ふとんのかとう 寝具販売 上新田５４０－１７ ２８５－３７８０ 

１３ くさの整骨院 接骨院 町屋３８３－５ ２８７－３３１２ 

１４ 十一屋 田口商店 酒類・食品 町屋１４７－１ ２８５－９１０７ 

１５ 大勝接骨院 接骨院 町屋１４１－８ ２７１－４１０１ 

１６ 手打蕎麦切り 吾一 ソバ屋 新町１－３－６ ２８５－８８１４ 

１７ 三進硝子店 サッシ・ガラス・網戸・鏡修理 新町１－３－８ ２８５－０６１３ 

１８ Cafe・ルヴェ 飲食業 新町１－７－１３ ２９０－７６６１ 

１９ ガレージワテック 二輪販売・修理 新町２－２－１３ ２７２－３９００ 

２０ 美容室ルーテェ 美容業 新町２－２４－１０ ２８７－６６７８ 

２１ 麵屋 信玄 ラーメン 新町３－１－２１ ２７１－２７００ 

２２ 旬彩 ぷらんたん レストラン 新町３－１２－４ ２７１－８２８８ 

２３ Noël  hair 美容業 新町３－１－２７ ２８５－７７７７ 

２４ ビューテイサロン ナチュレ 美容 新町４－１６－１ ２７１－１１７１ 

２５ 美容室 ページワン 美容 新町４－１９－１ ２８７－５０５０ 

２６ 福祉喫茶 よつば  喫茶 新町４－１７－８（西市民センター内） ２８６－７３９９ 

２７ こすもす 飲食・売店（パン・野菜など） 高倉１０８－１ ２７７－８６０５ 

  



 

つるがしま中央地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ ヘアーサロンヤマギシ 理容 三ツ木３ ２８６－０４２２ 

２ 第二どんぐり 喫茶 三ツ木１６－１（市役所６階） ２７１－６０１１ 

３ NPO 法人 パン工房カウベル パン販売 三ツ木３５２－２ ２８７－７８４５ 

４ 越後 飲食店 藤金８５１－７ ２７１－２３１３ 

５ 栄屋米・酒店 米・酒類販売 藤金９０１－５３ ２８６－５１９９ 

６ かき焼き ヌマタ 飲食店 藤金１９６－１１ ２８７－００８７ 

７ 関庵 そば・うどん 藤金６５９－５ ２８７－０６９０ 

８ ㈲川越テレコム 家電小売 藤金８８０－３２－１０７ ２７９－３０５４ 

９ フードショップ 原 焼鳥・惣菜 藤金８３５－１３０ ２７１－００１２ 

１０ Ken の厨房 レストラン 上広谷６７０－１ ２８５－８２２２ 

１１ インドレストラン ミルチ インドカレー 脚折１１４７－１ ２３７－７１３５ 

１２ のぞみ鍼灸院 鍼灸 脚折１４９６－１４ ２２７－３５７３ 

１３ ㈱彩礼 葬祭業 脚折町５－２６－３ ２７９－３２１１ 

１４ つるがしま最中本舗 和菓子製造・販売 脚折１５２８ ２８５－２３７９ 

１５ 坂戸グランドホテル ＷＩＮ ホテル飲食サービス業 坂戸市関間２－６－３２ ２８１－４１２２（代） 

１６ ふうちゃんの店 スナック 藤金８７９－２ ２８５－９７７５ 

１７ ほていや うどん・そば店 上広谷６６１-４ ２８５－４５４５ 

１８ 比呂伎 飲食店 藤金８８２-１３ ２７１－７２７７ 

１９ キッチンカーカフェ 凛音珈琲 コーヒー 藤金１９５－２０ ０８０－３２０６－０５６９ 

  



 

北地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ お菓子の店 ファリーヌ 洋菓子販売 羽折町７－１７ ２８９－６０２２ 

２ コットンショップ ピロー 寝具製造販売 羽折町２－４ ２８４－３６９３ 

３ さよいろ カフェ 飲食業 脚折１１３－１ ２９９－５２７０ 

４ 鈴木屋米穀店 米穀販売 下新田５７６－１３ ２８５－１５８３ 

５ ひまわり美容室 美容室 下新田５４１－４ ２８５－４２８３ 

６ 極（きわみ） 居酒屋 脚折１２６－７ ２９０－９９６８ 

７ レストラン いなとめ 飲食業 坂戸市花影町６－８ ２８３－４４９８ 

８ ちゃんちゃん 居酒屋 脚折３－１－２８ ０９０－５４０８－３９９８ 

９ Conaya（こなや） 飲食店（コーヒー） 脚折町３－１８－２０ ２９９－７３１４ 

１０ おくだいら接骨院 接骨院 坂戸市緑町５－５ ２８４－２７０７ 

１１ エミュウ 鶴ヶ島店 小売店（パン） 脚折町４－１－２８ ２７１－０６６１ 

１２ みのり接骨院 接骨院 坂戸市関間４－１１－１５－３ ２８２－５５７０ 

１３ イタリアン食堂 アルベロベッロ レストラン 脚折町３－１－１ ２８５－７７３６ 

１４ 喜多川生花店 生花業 坂戸市花影町５－４ ２８３－４８５０ 

１５ 村上青果 青果販売 脚折町３－１－３１ ２８７－４７７３ 

１６ Water Ship Café 移動カフェ 下新田２２７－２ ０９０－７８３０－０３１４ 

１７ ほねつぎ鶴ヶ島 接骨院 下新田２３１－１ ２２７－３１９１ 

１８ 味彩 紅琳 飲食店 坂戸市南町３－２ ２７２－７３２５ 

  



 

すねおり地域支え合い協議会 

№ 店舗名 業種内容 所在地 電話番号 

１ つる屋製菓店 和菓子店 脚折１８６１－２ ２８５－１８５６ 

２ 有限会社ヤマキ 金物店 脚折１８３５ ２８５－１８５５ 

３ 福島商事 文具店 脚折１８５６ ２８６－０３５６ 

４ 大むら そば・うどん 脚折町６－１－６ ２８５－６２５２ 

５ 鶴ヶ島接骨院 接骨院 脚折町６－８－１０ ２８５－１７７８ 

６ セブンイレブン脚折六丁目店 コンビニ 脚折町６－２８－４ ２８６－５５２５ 

７ 岸接骨院 接骨院 脚折町４－２１－２８ ２８６－０１０５ 

８ 日本亭坂戸南店 弁当店 脚折町２－１２－１８ ２８６－２５０５ 

９ 魚がし 寿司店 脚折町４－１－２ ２８５－４７９３ 

１０ ホルモン小松 焼肉店 坂戸市三光町８－１０ ２８１－８３９７ 

１１ 亜美美容室 美容院 脚折町２－７－９ ２８６－３０６３ 

１２ リサイクルショップ KARAKURI リサイクル 脚折１８６３－１ ２７７－３１４３ 

１３ 関口モータース 車販売 脚折１９５２－１ ２８５－２６０２ 

１４ さやま濃 お茶販売 脚折町２－１－１３ ２８６－７９７１ 

１５ ミスタータイヤマン鶴ヶ島西店 タイヤ販売 脚折町２－１８－９ ２８５－３７３３ 

１６ ギフトのトレンディ ギフトショップ 脚折町５－１４－５ ２８７－７７７７ 

１７ よむよむ鶴ヶ島脚折店 書店 脚折町２－２０－１６ ２７１－００４６ 

 



 

 

 

 

 

鶴ヶ島助け合い隊連絡先 
 

鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会 

鶴二助け合い隊 
月～金 10：00～15:00 

☎ ０４９－２９８－７９７４ 

西部地域支え合い協議会 

西部助け合い隊 
月・水・金 10：00～12:00 

☎ ０４９－２１４－４００５ 

富士見地区地域支え合い協議会 

わかば助け合い隊 
月～金 10：00～１5:00 

☎ ０４９－２９８－６６８３ 

つるがしま中央地域支え合い協議会 

中央助け合い隊 
月・水・金 9：00～12:00 

☎ ０４９－２２７－６０７９ 

 サザン地域支え合い協議会 

サザン助け合い隊 
月・水・金 10：00～15:00 

☎ ０４９－２９９－８０８４ 

北地域支え合い協議会 

北地域助け合い隊 
月・水・金 10：00～12:00 

☎ ０４９－２９９－４５８６ 

杉下地域支え合い協議会 

杉下助け合い隊 
月～金 9：00～12:00 

☎ ０４９－２９８－６９１４ 

すねおり地域支え合い協議会 

すねおり助け合い隊 
月・水・金 10：00～12:00 

☎ ０４９－２９８－５６８９ 


