
090-2153-0422

（有）マ・ドール

期間中半額（全コース）

体験セッション 90 分 ￥5,000→￥3,000（定員５名）

武蔵台福すけ！！
あったか〜い汁物プレゼント！！

足圧お試し体験

食べて痩せて健康になる

埼玉県で唯一！
うずら卵の直売所です

要予約。靴下をお持ちください。

来て頂いたお客様に手作りのあったかい汁物プレゼント！！
販売場所は、第 1、第３月曜日武蔵台３丁目七曲り公園、
第２、第４水曜日４丁目おばけ公園前です。
ダイレクトメール登録でおトクなチラシをお入れします。
まずはお散歩に、来てみてください。

武蔵台1-23-11 
ショッピングセンター内

982-0302
定休日/毎週 月・火曜日営業時間/14:00～19:00

株式会社  モトキ  日高事業所
新堀７７７

989-0101
定休日/なし営業時間 /9:00～16:00

ももヒーリングオフィス
高麗本郷 273‒４

981-7872

980-5957

定休日/不定休

女性のための鍼灸院

営業時間/9:00～17:00

リラクゼーション 和香
栗坪 22-7 定休日 /毎週 日 ・不定休 定休日 /毎週 日・水曜日営業時間 /10:00～18:00
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ガレリア デ カフェリモン
横手 1-17-２

978-5353
定休日 /毎週 月・火・水曜日営業時間 /11:00～17:00

開催中・チラシ持参の方
喫食代１割引

開催日時
開催日時1２月 1日（水）～2５日（土） 

11:00～17:00 1２月 1日（水）～31日（金） 
14:00～19:00

本格的ギャラリー喫茶を楽しんで下さい

ギャラリー喫茶

お弁当や  福すけ
武蔵台移動販売

080-4001-0457
定休日 /毎週 日・祝日営業時間 /7:30～16:00

開催日時 1２月1日（水）～24日（金） 12:15～売切次第

痛くない、世界一気持ちいいといわれている

タイ古式マッサージ

お顔そりルーム ゆみか

完全予約制です。年末はご予約おとりしにくくなって
おります。お早めのご連絡をおすすめしています。

高麗川1-1-1９

高麗川1-1-1９高麗川1-1-1９

（ヘアーサロンタキモト内）

（ヘアーサロンタキモト内）

989-0125
定休日/毎週 月・火曜日（12月28日（火）は営業）営業時間/9:00～18:00

営業時間/9:00～18:00

12
開催日時 1２月 1日（水）～31日（金） 

お顔そり＆パックで１年間頑張った
お肌にご褒美リフレッシュ

初診料2000円→無料「チラシ見た」でご予約を！

女性限定・要予約・施術費 5000円

開催日時 1２月 1日（水）～29日（水） 
９:00～1７:00

開催日時 1２月 1日（水）～17日（金） 
10:00～18:00

開催日時 1２月 1日（水）～31日（金） 
９:00～16:00

開催日時

開催日時

開催日時 期間中の毎週木曜日

根本から見直す
　　女性のからだケア

わくわく村食堂

鍼灸治療を中心に症状改善から維持できるからだづくりをサポートします。

期間中の月曜、水曜

https://momo-healingoffice.com/

和食処 芳月
栗坪 42-１ 定休日 /毎週水曜日営業時間 /11:00～14:00・17:00 ～ 20:00

ほう　　げつ

978-6587第４かわせみ・わくわく村
栗坪 234 定休日 /12月 17日（金）営業時間 /11:30～14:00

期間中、毎週木曜日のランチご注文のお客様に
「パンダキッチンスポンジ」プレゼント！

店内で飲食又はお買い物をされた方にパイを
１つプレゼントします。

直売うずら卵を購入のお客様に二黄卵プレゼント

施術者の足裏を駆使してお身体を踏みほぐします。

希少卵のため、数量限定になります。

＊ご予約ください。
＊期間中、優しい力で体をゆるめる 60分施術も割引で行います。

“わくわくダイエット”

1２月 1日（水）～24日（金） 
11:30～14:00

感謝セール

株式会社  ケヤキ堂
鹿山 397

985-0500
営業時間 /8:30～17:30

15
開催日時 期間中の毎週土曜日
12月４日・11日・18日・25日（土）
アウトレット販売を開催しています。総額 2,000 円が
1,000円とお安くなっています。ぜひご来店ください。

木桶で仕込んだ本物の醤油を見に来てください！

弓削多醤油 
株式会社 
田波目 804-1

985-8011
定休日/なし営業時間 /9:00～17:00

９
●蔵元直売所では数々の弓削田醤油オリジナル商品がお客様をお待ち
　しております。醤油以外にも、味噌やおなめも大好評です。各種
　ギフトも取り揃えております。

●工場見学のご案内（無料）
醤油のしぼり体験やしぼりたて生しょうゆの試食ができます。
木桶や発酵中のもろみの香りを間近で体感できます。お子様にも大好評です。 ※要事前予約、老若男女OK

よもぎ蒸し屋 Arte
高麗川 1-1-27-201

090-7730-5933
定休日 /毎週 火曜日営業時間 /11:00～18:30

〜アルテ〜

足圧お試し体験　30分　2500円（税込）

1２月8日（水）～13日（月）11:00～18:30

1２月 1日（水）～31日（金） 11:00～22:00

10:00～14:00

989-0597

11
開催日時

松竹
高麗川２-8-３ ご予約制営業時間 /11:00～22:00

各種ご宴会、ご接待、ご慶事、ご法事等、幅広いお客様に
お引立て頂いております。特に家庭の味の小鉢物、煮物類
等、ご好評でございます。

感染防止対策を徹底し

ご予約お待ちしております。

感染防止対策を徹底し

ご予約お待ちしております。

割ぽう料理

お顔そりパックをご注文の方に
パックグレードアッププレゼント

ヘアーサロン  タキモト

完全予約制です。年末はご予約おとりしにくく
なっております。お早めのご連絡をおすすめ
しています。

989-0125
定休日/毎週 月・火曜日（12月28日（火）は営業）営業時間/8:30～19:30

13
開催日時 1２月 1日（水）～31日（金） 

1２月 2日（木）～31日（金） 

新年はスッキリ爽やかな気持ちで
迎えたいですね！

店頭商品１割引で
販売いたします！

粗品プレゼント

ネイルブースあやみ 989-0125
定休日/毎週 月・火曜日（12月28日（火）は営業）

14
開催日時

キレイな手元で新年を迎えませんか？

完全予約制です。ご予約の際に「楽しみ隊のチラシを
見た」とお伝えください。年末はご予約おとりしにくく
なっております。お早めのご連絡をおすすめしています。

1２月 1日（水）～31日（金） 

1２月9日（木）・10日（金）

ジェルネイルをご予約頂いた方にストーン
追加（６粒まで）プレゼント！

定休日 /毎週 水曜日

有限会社 山岸屋商店
原宿 152-4

989-0013
営業時間 /8:00～19:00

17
開催日時

人気のスパークリングワイン　２種類
重畳デラウェア（白甘口）
キャンベルアーリー（赤）を 1,300円にて販売

無くなり次第終了

クリスマス
スパークリングワインでカンパイ♪

定休日 /毎週 土・日曜日・祝祭日

寄せ植え作り

千成産業株式会社
原宿 753-１

989-6955
営業時間 /9:00～16:30

16
開催日時

各日定員 10名、要予約　
料金（税込）1,５00円

持ち物：作業用手袋、寄せ植え鉢の入る袋

年末年始を彩るオリジナルの
寄せ植えを作ろう！

13:30～14:30

1２月 1日（水）～29日（水） 

年中無休

狭山茶  吉野園
森戸新田 27

989-2243
営業時間 /9:00～1800

19
開催日時

ご来店でお買い上げの方に、粗品をプレゼント！
本状持参、１グループ１点進呈

1２月 1日（水）～31日（金） 

定休日 /年末年始

定休日/毎週日曜日※ただし12月は無休

加藤牧場 バッフィ
旭ヶ丘 572

984-1414
営業時間 /10:00～17:00

18
開催日時

めずらしい山羊乳パン！牛乳パンとセットで
食べくらべてみて！

10:00～17:00

9:00～18:00

山羊乳パン販売開始！

※数量に限りがあります。ご了承下さい。

吉野園の狭山茶を
　　年末年始の贈り物に

1２月 1日（水）～12日（日） 

狭山茶専門店  備前屋
高萩 133

989-2001
営業時間 /8:30～18:00

20
開催日時

期間中 1,000 円以上お買い上げで新商品
リーフティーカップを１個プレゼントします。

8:30～18:00

お湯を入れるだけで本格的な日本茶を

リーフティーカップ プレゼント
12月2日（木）～  ６日（月）11:00～18:30

キッチンスポンジ
プレゼント！

醤遊王国

●２階軽食コーナーはあ醤油を使ったメニューがお楽しみいただけます。
　人気は醤油ソフトクリーム、しょうゆだんご、卵かけご飯です。
●２階軽食コーナーには醤油を使ったメニューがお楽しみいただけます。
　人気は醤油ソフトクリーム、しょうゆだんご、卵かけご飯です。


