
事 業 所 名 電　　　話郵便番号 所　　　在　　　地 取扱品目

島田建設㈱ 251-0138 354-0001 富士見市東大久保３０９ ガソリンスタンド

新華 251-3598 354-0001 富士見市東大久保８９９－２ 中華食堂

㈲オートガレージアライ 254-2811 354-0001 富士見市東大久保６９２ 自動車鈑金・修理

㈲島田食品 251-5764 354-0001 富士見市東大久保１６３ 豆腐・豆腐おからドーナツ

㈲サイトーモーター 251-2916 354-0001 富士見市東大久保１８８０－１ 車両販売・車検・修理

㈱アキモト 251-1179 354-0002 富士見市上南畑３０２２ 内装工事・畳等

いるま野農業協同組合 南畑支店 251-0214 354-0002 富士見市上南畑１１０３－１ お米、一般食品販売

ホリエ理容室 251-5988 354-0002 富士見市上南畑２５４６－６ 理容業

岡本食料品店 251-8105 354-0002 富士見市上南畑７４－８ 食料品

㈲村山モータース 252-0969 354-0004 富士見市下南畑３７１０－６ 自動車車検・修理・販売

坂間酒店 254-1476 354-0004 富士見市下南畑４７４－１ 酒類・灯油（受注販売）

柳下自動車㈱ 251-2262 354-0004 富士見市下南畑６９９ 自動車整備･修理

㈲横山自動車整備工場 251-5572 354-0004 富士見市下南畑２０３０ 自動車整備・販売

㈲寿司和 251-5811 354-0011 富士見市水子６５６５ 寿司和食店

鰻・活魚 やな川 253-2540 354-0011 富士見市水子４３７０－４ うなぎ、和食

セブンイレブン 富士見市岡の坂店 254-7711 354-0011 富士見市水子２７７３－１ コンビニエンスストア

ごふくや 251-2242 354-0011 富士見市水子２５７２－２ 文具・学生服・衣料品

御菓子処 梅の家 251-2245 354-0011 富士見市水子２７８９－２ 和菓子販売

いるま野農業協同組合 水谷支店 251-0070 354-0011 富士見市水子２５５９－２ お米、一般食品販売

らーめん こうらく 252-5317 354-0011 富士見市水子４９９９－９ ラーメン

㈱豊平 大久保酒店 251-0876 354-0011 富士見市水子５００３－３ 酒類販売業

ミツ木屋 254-3615 354-0011 富士見市水子１３３２－４ 酒類販売

林商店 251-2259 354-0011 富士見市水子２５６０－２ 食品小売

ドラッグストア セキ みずほ台店 275-3500 354-0011 富士見市水子４６６０－２ ドラッグストア

くらづくり本舗 富士見水子店 255-2688 354-0011 富士見市水子５００４－１ 和菓子販売

㈲水村米穀店 251-3366 354-0012 富士見市貝塚２－１３－１０ 米穀等小売業

㈲御菓子司 千草 251-7596 354-0012 富士見市貝塚２－１５－４ 和菓子・お赤飯

フードショップイシカワ 251-5585 354-0012 富士見市貝塚２－１６－１６ 青果・食料品

美代寿司 251-8157 354-0012 富士見市貝塚１－２５－６ 寿司･居酒屋

電気のモリデン 253-0587 354-0012 富士見市貝塚２－２０－５ 家電小売

渡辺食品 254-4112 354-0012 富士見市貝塚２－２－１４ 豆腐類全般

ダイニング居酒屋 郷 265-3338 354-0012 富士見市貝塚２－９－８ 飲食

セキノ酒店 254-0947 354-0013 富士見市水谷東１－２－１０ 酒類・食品等小売

シャルム美容室 048-473-9060 354-0013 富士見市水谷東３－３３－１５ 美容業

フジヘア 048-472-7772 354-0013 富士見市水谷東２－４６－８ 理容業

めっけもん工房 048-474-0037 354-0013 富士見市水谷東２－４７－９ オーダー犬グッズ

キッチン Amino 048-476-4866 354-0013 富士見市水谷東２－４７－１１ 飲食店（洋食)

パナハート ヤマザキ 048-476-0520 354-0013 富士見市水谷東２－５７－６ 家電販売・修理

㈲花幸生花店 048-473-1606 354-0013 富士見市水谷東２－５６－１４ 生花小売販売

㈲三河屋酒店 048-472-9453 354-0013 富士見市水谷東２－５６－１２ 酒類販売業

皆川青果 048-471-4676 354-0013 富士見市水谷東２－５７－１１ 青果店

今井豆腐店 048-472-6449 354-0013 富士見市水谷東２－５６－１６ 豆腐製造販売

倉庫二十一 090-3596-5606 354-0013 富士見市水谷東２－５６－１７ 自転車（他部品等）

東京スピードクリーニング 048-471-1310 354-0013 富士見市水谷東２－４６－１１ クリーニング店

鳥竹 048-472-7773 354-0013 富士見市水谷東２－５６－１４ 焼鳥、鳥肉

セブンイレブン富士見市水谷東２丁目店 048-473-4140 354-0013 富士見市水谷東２－３９－８ コンビニエンスストア

㈱サンセイライフ 255-1161 354-0014 富士見市水谷１－５－２６ ガス機器販売等

はまだ内科クリニック 268-7100 354-0015 富士見市東みずほ台３－２４－６ 医療

力丸整骨院 254-5966 354-0015 富士見市東みずほ台３－８－２０ 整骨･鍼灸･ﾏｯｻｰｼﾞ

【水子】

【貝塚】

【水谷東】

【水谷】

【東みずほ台】

【下南畑】

富士見市内共通商品券及びクーポン券
※　令和３年１月３１日までに参加申し込みがあった店舗を掲載しています。

　　一般小売店（A券・B券利用可）

 【東大久保】

【上南畑】



事 業 所 名 電　　　話郵便番号 所　　　在　　　地 取扱品目

パル薬局　中央公園店 255-0220 354-0015 富士見市東みずほ台２－１６－１０ 調剤薬局

パル薬局 255-4040 354-0015 富士見市東みずほ台１－５－２ 調剤薬局

鼓太郎 254-5678 354-0015 富士見市東みずほ台１－４－１１　ベルエール１０１ 鶏料理専門店

みずほ台バル ＲＩＮＯ 256-7869 354-0015 富士見市東みずほ台１－９－２０　アリュールみずほ台１０２ イタリアンバル

コープみずほ台店 252-5212 354-0015 富士見市東みずほ台３－２４ スーパーマーケット

みずほ台駅前市場 田中青果 251-4286 354-0015 富士見市東みずほ台２－６－８ 生鮮食品スーパー

焼鳥　ビッグ　デリカ店 255-5536 354-0015 富士見市東みずほ台２－６－８ 焼鳥

㈲かくた電器 254-0183 354-0015 富士見市東みずほ台２－６－７ 家電販売

海鮮居酒屋 魚酒 293-5286 354-0015 富士見市東みずほ台１－４－１　サニークレストみずほ台２０１ 居酒屋

しあわせパン工房　ＫｏＭｕｇｉ 268-7001 354-0015 富士見市東みずほ台１－３－１４　高野ビル１０１ パン販売

創健薬局 東みずほ台店 255-8368 354-0015 富士見市東みずほ台３－２４－２２ 調剤薬局

洋食エリーゼ えいすけ 265-5152 354-0015 富士見市東みずほ台２－６－７　黒田ビル１０５ 専門料理店

こんがり亭 254-3137 354-0015 富士見市東みずほ台２－９－１２ パン製造・販売

ウエルシア薬局 富士見東みずほ台店 275-2511 354-0015 富士見市東みずほ台１－１０－１１ ドラッグストア

ウエルシア 富士見東みずほ台駅前店 268-1681 354-0015 富士見市東みずほ台１－４－１　サニークレストみずほ台１Ｆ ドラッグストア

サロンド･ルージュ 254-5962 354-0015 富士見市東みずほ台１－４－１１　ベニエール２０１ 美容業

居酒屋　寄り道 252-3005 354-0015 富士見市東みずほ台１－１－１１　新井ビル１F 居酒屋

ドラッグセイムス 東みずほ台店 268-7055 354-0015 富士見市東みずほ台２－１０－１１ ドラッグストア

パル薬局　恵愛病院前店 293-2238 354-0017 富士見市針ヶ谷１８４－１ 調剤薬局

ポーラ・ザ・ビューティー みずほ台店 254-9222 354-0017 富士見市針ヶ谷１－１－３　大藤ビル１階 化粧品販売・エステ

ＡＯＫＩ富士見浦所バイパス店 268-0888 354-0017 富士見市針ケ谷２－３７－８ 紳士服販売

ジャストメガネ みずほ台店 255-6366 354-0018 富士見市西みずほ台１－２２－１８　寿ハイツ１０１ メガネ・コンタクトレンズ

写真スタジオ３１０ 293-3906 354-0018 富士見市西みずほ台３－２－５ 写真全般

焼き鳥てっちゃん 252-0102 354-0018 富士見市西みずほ台１－１－４ ヒカリみずほ台６Ｆ 本格炭火焼き鳥居酒屋

セブンイレブン みずほ台店 255-8770 354-0018 富士見市西みずほ台３－３－１２ コンビニエンスストア

和菓子 むさし野 251-9177 354-0018 富士見市西みずほ台３－１１－６ 和菓子販売

洋菓子の店　バロン 251-9747 354-0018 富士見市西みずほ台１－２１－１６ 洋菓子

フジサワメガネ 254-1147 354-0018 富士見市西みずほ台１－２１－７ 眼鏡販売

スポーツプラザ ヒロテ 251-2000 354-0018 富士見市西みずほ台２－３－４ スポーツ用品

ヒロテ文具 252-1552 354-0018 富士見市西みずほ台２－３－４ 文具・事務用品

パル薬局　西みずほ台店 254-8666 354-0018 富士見市西みずほ台２－１０－３ 調剤薬局

やまもり みずほ台店 254-4141 354-0018 富士見市西みずほ台１－２０－４　サンライトマンションさつき１０２ 茶・のり　小売業

デイリーホテル　みずほ台店 253-0111 354-0018 富士見市西みずほ台１－４－３ ホテル(ビジネス)

割烹 はなぶさ 252-1242 354-0018 富士見市西みずほ台３－３－１５ 和食

㈲みずほトラベルサービス 252-2444 354-0018 富士見市西みずほ台１－２１－２０－２０２ 旅行業

生鮮市場 西みずほ台店 田中青果 256-7711 354-0018 富士見市西みずほ台３－３－６ 生鮮食品スーパー

鮨割烹 吾妻 252-5277 354-0018 富士見市西みずほ台１－２７－３ 日本料理・寿司

いるま野農業協同組合 みずほ台支店 253-2522 354-0018 富士見市西みずほ台１－１９－６ お米、一般食品販売

訪問看護ステーション　ストレングス 265-5641 354-0018 富士見市西みずほ台３－１１－１０　シャルルみずほ２階Ｂ 医療・訪問看護

焼鳥居酒屋　ビッグ　西みずほ台店 253-1245 354-0018 富士見市西みずほ台１－１－９ 居酒屋

ｐｅｒｓｏｎａｌ ｈａｉｒ ＲＩＮＡＴＯ (ﾘﾅｰﾄ) 293-2153 354-0018 富士見市西みずほ台２－８－１２ 美容業

汐路 252-0332 354-0018 富士見市西みずほ台１－２１－２０－１１１ 飲食業

㈲マエダデンキ 253-2869 354-0018 富士見市西みずほ台２－３－７ 家電販売

パン工房 おりひめ 253-3180 354-0018 富士見市西みずほ台１－２１－２０ パン販売

中国料理 彩花 255-6800 354-0018 富士見市西みずほ台１－１－１　キャピタルⅢ　１階 中国料理店

Ｍａｐｉｃｉｅｌ 090-1604-0423 354-0018 富士見市西みずほ台２－４－５ みずほ台宝マンション２０８ エステ・リラクゼーション

Soup＆Tea House 香音 257-4475 354-0018 富士見市西みずほ台１－１－７　ＮＲビル２Ｆ 洋食レストラン

ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋 東武みずほ台駅西口店 255-6760 354-0018 富士見市西みずほ台２－１－１　セントラルビル１Ｆ カレー店

ローソン みずほ台駅西口店 293-6125 354-0018 富士見市西みずほ台２－６－１ コンビニエンスストア

串カツ まるや商店 254-0330 354-0018 富士見市西みずほ台１－２１－２０－１０３ 串揚げ居酒屋

八百八　Yａｏｈａｃｃｉ 275-8081 354-0018 富士見市西みずほ台１－２０－３ 青果・食料品

ちゅうか 増田食堂 254-3589 354-0018 富士見市西みずほ台１－１－５ 食堂

パン工房　グラハム 254-5020 354-0018 富士見市西みずほ台１－１－３　もみの木１０８ パン屋

暴れんぼう少年　みずほ台店 253-8722 354-0018 富士見市西みずほ台２－１－４　内野ビル１階 居酒屋

【鶴馬】

モードカナリヤ 253-4509 354-0021 富士見市鶴馬２５９７－７ 婦人洋品

くすりの岡田 254-1230 354-0021 富士見市鶴馬３４８６－１ー１０５ 医薬品・化粧品等販売

㈲細谷時計店 255-0066 354-0021 富士見市鶴馬２６００－６　Ｋ８Ｖビル１階 時計・メガネ等

【針ヶ谷】

【西みずほ台】



事 業 所 名 電　　　話郵便番号 所　　　在　　　地 取扱品目

理容 ながほり 252-5822 354-0021 富士見市鶴馬３５４６－２ 理容業

いわきや　鶴瀬駅ビル店 254-2558 354-0021 富士見市鶴馬２６０２－３　東武ｽﾄｱ１Ｆ 化粧品販売

パル薬局　鶴馬店 254-7911 354-0021 富士見市鶴馬２－２０－３ 調剤薬局

平澤歯科医院 251-5331 354-0021 富士見市鶴馬２６１３－１０ 歯科医業

３５５２食堂 293-3611 354-0021 富士見市鶴馬３５５２　横田グリーンマンション１０３ 洋食店、パン・菓子販売

柳生の庄 253-5011 354-0021 富士見市鶴馬３４６６－３ もつ鍋屋

㈲幸仁産業 251-9321 354-0021 富士見市鶴馬３４６９－５ 不動産業、市ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ販売

理容 セキ 251-0810 354-0021 富士見市鶴馬２５９５－７ 理容業

佐藤そろばん塾 251-1486 354-0021 富士見市鶴馬３５５７－２８ そろばん教室

ザ・メイクアップ髪結 253-0105 354-0021 富士見市鶴馬２６０５　０Ｄビル３Ｆ 美容業

グリーンピア 鶴瀬西口店 255-6041 354-0021 富士見市鶴馬３５４０ ドラッグストア

セブンイレブン 富士見鶴馬前谷店 253-0008 354-0021 富士見市鶴馬３３１１－１ コンビニエンスストア

ｃａｆé＆ｂｉｓｔｒｏ ＶＥＲＴ 253-6116 354-0021 富士見市鶴馬３５０１－１７ レストラン

和食 きらく 253-5378 354-0021 富士見市鶴馬３４６９－１　ウエストンビル１階 和食店

鶴瀬毎日接骨院 268-6133 354-0021 富士見市鶴馬３４６８－１ 接骨・整体等

アイメガネ 富士見鶴馬店 251-0001 354-0021 富士見市鶴馬１－２５－１ メガネ・コンタクトレンズ等販売

セブンイレブン 富士見鶴馬西店 254-8523 354-0021 富士見市鶴馬３４６８－４ コンビニエンスストア

とんちゃんラーメン 254-6362 354-0021 富士見市鶴馬１－１１－３２ ラーメン、定食店

Ｒａｍｂ'ｓ　ｅａｒ 293-6424 354-0021 富士見市鶴馬３４６８ お花･雑貨･苗もの･ケーキ

焼鳥居酒屋　ビッグ　鶴瀬西口店 251-2086 354-0021 富士見市鶴馬２６１２－１ 居酒屋

居酒屋　新ふじ 251-3968 354-0021 富士見市鶴馬２５９６ 居酒屋・自家製にんにくぎょうざ

Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｃａｆｅ よりみち 080-6251-5644 354-0021 富士見市鶴馬１－２４－４ 飲食業

京扇 鶴瀬店 255-7155 354-0021 富士見市鶴馬１－２９－２ 呉服販売

洋装 もりやま 251-8576 354-0021 富士見市鶴馬３５３９ 婦人服小売

ウエルシア 富士見鶴馬店 268-7551 354-0021 富士見市鶴馬３－３２－２２ ドラッグストア

ウエルシア 富士見鶴瀬駅西口店 275-1551 354-0021 富士見市鶴馬２６１５－２ ドラッグストア

美容室 ｗｉｓｈ 255-0889 354-0021 富士見市鶴馬２５９７－２ 美容業

セブンイレブン 富士見鶴瀬駅西通り店 252-0370 354-0021 富士見市鶴馬３５５５－１４ コンビニエンスストア

学校制服 スクールベン 鶴瀬店254-0441 354-0021 富士見市鶴馬３４８５－１ 学校制服販売

キムラゴルフランド 293-3348 354-0021 富士見市鶴馬１－２６－２ ゴルフ練習場

カレーハウスCoCo壱番屋　東武鶴瀬駅西口店 268-6766 354-0021 富士見市鶴馬２６０６－２　スカイハイツ長根１０２ カレー専門店

おしゃれ髪ヒロ 251-7980 354-0021 富士見市鶴馬３－１４－１ 美容業

居酒屋　ロコ 252-6677 354-0021 富士見市鶴馬２６０５－１　ODビル４F 居酒屋

【山室】

松栄庵 252-0784 354-0022 富士見市山室１－１５０６－１ そば店

うどん工房 諏訪 252-1920 354-0023 富士見市諏訪２－１－１０ うどん店

ｉｃｏｕ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ 257-6810 354-0023 富士見市諏訪1-11-12 美容業

㈱隈川写真館 251-0476 354-0024 富士見市鶴瀬東１－８－２０ 写真撮影・販売

ファミリーホーム㈱ 257-5800 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２－８　鶴瀬岡本ビル１階A号室 リフォーム等

つるせ時計店 251-2887 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１１－３９ 時計・メガネ・補聴器

㈲斉藤米穀店 251-0153 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－２ 米穀・燃料販売

美容室 ＣＡＲＯＬ 254-0090 354-0024 富士見市鶴瀬東２－４－４ 美容業

㈲金子屋酒店 251-0525 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２０－６ 酒類販売店

美容室　アッシュ 255-4062 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１９－２　廣瀬ビル１０１号室 美容業

スタジオコンチーゴ(株) 275-3777 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１４－３　MSビル２F スポーツウェア販売

国畜精肉店 251-0767 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－３５ 精肉店

（株）江戸屋産業 254-1575 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２７－３３ 衣料品販売

ノムラサイクル 251-6147 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－１３ 自転車販売・修理

パル薬局　鶴瀬東口店 251-6903 354-0024 富士見市鶴瀬東１－８－８ 調剤薬局

パル薬局　鶴瀬店 254-5430 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１７－２９ 調剤薬局

増田屋酒店 251-1237 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－１３ 酒類・食品類販売

㈲押田商店 251-0506 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１２－１ ガス器具･介護用品

ラ・モード いづみ 252-3121 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－１０ 婦人服飾雑貨販売

美容室 かだん 253-7415 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－２ 斉藤ビル３０３ 美容業

池田珠算塾 251-0775 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１１－４７ 珠算塾

鶴瀬駅前市場 田中青果 254-1459 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－１３ 生鮮食品スーパー

コトン 293-9498 354-0024 富士見市鶴瀬東１－９－２９　メゾンベルクール１０２ ﾊﾟﾝ・焼菓子販売

ひまわり 251-6846 354-0024 富士見市鶴瀬東２－６－３３ 手芸材料小売

【諏訪】

【鶴瀬東】



事 業 所 名 電　　　話郵便番号 所　　　在　　　地 取扱品目

寛～くつろぎ～ 253-8810 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２７－２７ ラーメン店

うなぎ 山喜 251-0154 354-0024 富士見市鶴瀬東１－８－３０ うなぎ（飲食業）

いるま野農業協同組合 鶴瀬支店 251-1144 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１２－８ お米、一般食品販売

足と靴の相談室　ＴＯＭＯＥ 254-1192 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１８－１１ 靴販売

アトラススポーツ 251-4338 354-0024 富士見市鶴瀬東１－６－２８ スポーツ用品販売

ユタカテニスクラブ 254-5544 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２２－１９ テニスクラブ

スポーツ　スパ　アスリエ鶴瀬 268-7575 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２２－２５ スポーツクラブ

くぼたでんき 251-0748 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２－１６ 家電小売

とんちゃん　うどん 252-7201 354-0024 富士見市鶴瀬東１－９－２６ うどん、チャーシュー丼、カレーうどん

一の酉 254-5158 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１７－４０ 飲食業(焼鳥)居酒屋

㈲新井製麺所 251-1091 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２－６ 麺類製造・販売

㈲ユモト家具 251-1006 354-0024 富士見市鶴瀬東１－８－６ 家具・インテリア販売

ヘアーサロン 桜 251-8243 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１７－５９ 理容業

中国料理　木鶏 090-1465-2216 354-0024 富士見市鶴瀬東２－２－８ 中国料理店

ＶｉＶｉ 255-8600 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１７－４０ イタリアンレストラン

中国料理 鳳山 254-2511 354-0024 富士見市鶴瀬東２－３－１５ 中華料理

焼肉 明洞 251-3091 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１７－５６ 焼肉

和食 ひで蔵 253-0378 354-0024 富士見市鶴瀬東１－９－３２ 和食料理店

つかさ美容室 254-2915 354-0024 富士見市鶴瀬東２－１４－１８ 美容業

焼肉広場　カウベル 257-4529 354-0024 富士見市鶴瀬東１－２－３５ 焼肉店

和み処 わらう門 090-8879-1827 354-0024 富士見市鶴瀬東２－３－１５ 飲食業

サンユーツーリング 252-3845 354-0025 富士見市関沢３－２３－１４ 自転車・バイク販売・修理

㈲山武商店 よしのや 251-7604 354-0025 富士見市関沢２－２５－５３ 酒類販売

上州屋　辻商店 251-4908 354-0025 富士見市関沢３－２１－２６ 酒類、食品販売

亀沢園 253-3138 354-0025 富士見市関沢２－３０－１４ お茶・のり小売

鶴馬園 251-7974 354-0025 富士見市関沢３－１６－２５ 植木・造園業・フェンス等

横田金物㈲ 251-0310 354-0025 富士見市関沢１－２－７ 金物販売

㈱モクダイ輪店 251-0204 354-0025 富士見市関沢２－２－３５ 自転車、バイク販売・修理

大曽根商会 鶴瀬駅西口店 252-3910 354-0025 富士見市関沢２－２４－４３ 自転車販売・修理

つきじ海賓 鶴瀬店 268-3680 354-0025 富士見市関沢２－１５－３１ 宅配寿司・天ぷら

コンビニエンス岡田屋 251-0815 354-0026 富士見市鶴瀬西２－６－６ 和洋酒・調味料・たばこ等

あさくら鍼灸接骨院 252-2525 354-0026 富士見市鶴瀬西２－５－４　依田ビル１Ｆ 鍼灸マッサージ接骨院

㈲ツルセ楽器店 251-0296 354-0026 富士見市鶴瀬西２－３－１４ ピアノ販売・調律修理

㈲馬場植物園 251-5888 354-0026 富士見市鶴瀬西２－６－２０ 生花店

鮮魚小料理　松 090-1835-8455 354-0026 富士見市鶴瀬西３－２－５ 寿司・その他

ヨコタ商事 251-6178 354-0026 富士見市鶴瀬西２－４－１９ ワコール・グンゼ取扱店

パル薬局　鶴瀬西店 253-2081 354-0026 富士見市鶴瀬西２－４－１４ 調剤薬局

㈲ヒラツカエナジー 251-0764 354-0026 富士見市鶴瀬西２－４－２５ ガス器具販売

ＢＯＯＫＳ すずらん 253-7130 354-0026 富士見市鶴瀬西２－３－１６ 新刊書籍･雑誌販売

かめや寝具店 251-0253 354-0026 富士見市鶴瀬西２－５－４１ 寝具小売業

エビスヤ酒店 251-5070 354-0026 富士見市鶴瀬西３－１８－１ 酒小売(酒類販売)

アスカハウス 254-8631 354-0026 富士見市鶴瀬西３－３－４ クリーニング店

ジョンジョ洋品店 251-6330 354-0026 富士見市鶴瀬西３－１３－５ 婦人服販売

サダナ レストランアンドバー 254-8729 354-0026 富士見市鶴瀬西２－５－５ ネパール料理店

手作りお菓子　さかなかな 090-1734-4450 354-0026 富士見市鶴瀬西３－２－５ 洋菓子販売

ヘア－サロン サタケ 252-0921 354-0026 富士見市鶴瀬西２－１４－８ 理美容業

カトレア美容室 251-5874 354-0026 富士見市鶴瀬西３－９－６ 美容業

㈱若林商事 251-1538 354-0026 富士見市鶴瀬西２－７－２１ 青果店

たからや 251-2169 354-0026 富士見市鶴瀬西３－１－２ 日本そば

美容室 おおひら 251-5619 354-0026 富士見市鶴瀬西２－１９－３１ 美容業

野村酒店 251-4761 354-0026 富士見市鶴瀬西３－３－３ 酒類

焼肉もうもう亭 254-1835 354-0026 富士見市鶴瀬西２－５－７ 焼肉全般

つるせ伊勢屋　鶴瀬店 251-1464 354-0026 富士見市鶴瀬西２－４－２１ 和菓子等販売

旭鮨 251-1875 354-0026 富士見市鶴瀬西３－１６－１７ 寿司（飲食店）

エミール 254-1103 354-0026 富士見市鶴瀬西２－５－４１ 婦人服販売

セブンイレブン 富士見鶴瀬西2丁目店 252-0303 354-0026 富士見市鶴瀬西２－２５３４－１ コンビニエンスストア

新幸酒店 251-0284 354-0031 富士見市勝瀬４９９－２８ 酒類・米・食料品小売

【勝瀬】

【関沢】

【鶴瀬西】



事 業 所 名 電　　　話郵便番号 所　　　在　　　地 取扱品目

Ｊｐｉｔ　ＭＩＮＡＭＩ 263-4798 354-0031 富士見市勝瀬９０９－１ 自動車板金・車検・修理

斉藤米穀本店 251-0059 354-0032 富士見市渡戸２－２－５ 米穀食品販売

お菓子司 千登勢 255-4372 354-0032 富士見市渡戸３－６－１１ 和菓子販売

㈲雷隣堂 251-0781 354-0032 富士見市渡戸２－１－６ 燃料･日用雑貨等

ウエルシア薬局 富士見渡戸店 275-8313 354-0032 富士見市渡戸１－１２－１９ ドラッグストア

柳田商店 251-0474 354-0033 富士見市羽沢３－２－６ ＬＰガス機器・灯油

ドラッグエース 富士見諏訪店 251-3780 354-0033 富士見市羽沢３－２７－２ ドラッグストア

㈱深井石油 251-0189 354-0033 富士見市羽沢３－２０－３２ ガソリンスタンド

武蔵野そばや 251-3483 354-0033 富士見市羽沢１－１６－２３ そば・うどん店

ドラッグエース 羽沢店 254-7271 354-0033 富士見市羽沢２－１５－５ ドラッグストア

カット・ハウス・ユー 254-1473 354-0033 富士見市羽沢１－１６－１８ 理容業

（株）エコス　ＴＡＩＲＡＹＡ　羽沢店 255-7611 354-0033 富士見市羽沢２－１６－８ 食品スーパー

和食　せき口 251-3538 354-0033 富士見市羽沢３－３－４ 和食居酒屋

新朝日モーター㈱ 251-6261 354-0033 富士見市羽沢２－５－４５ 自動車修理･販売

㈲金子モータース 251-0745 354-0033 富士見市羽沢１－２５－８ 自動車販売・修理

ｋｎａｃｋ  ｍｏｂiｌｅ  ｋｉｔｃｈｅｎ 214-5537 354-0033 富士見市羽沢１－２７－１６ ピザ・パスタ販売

ドラッグストア セキ 羽沢店 275-8100 354-0033 富士見市羽沢２－１２－１１ ドラッグストア

丸上ストア 飛田和商店 251-3106 354-0034 富士見市上沢１－２５－１ 食料品・雑貨小売

ヘアークリニックサロン エナジー 254-2920 354-0034 富士見市上沢１－６－３ 理美容業

ＭＯＶＩＥ　和食ダイニング　ころころ亭 090-6308-5656 354-0034 富士見市上沢２－８－２４ 飲食店

セブンイレブン 富士見上沢一丁目店 255-7113 354-0034 富士見市上沢１－７－４ コンビニエンスストア

お米の田米衛 252-1003 354-0034 富士見市上沢１－１８－５１ 米穀・酒類販売

おむすび 伝や 252-6050 354-0034 富士見市上沢１－１８－５１ おむすび・弁当販売

Ｙ２０６ふじみ野ワイン 265-5311 354-0035 富士見市ふじみ野西１－２０－６ ワインバー

ホルモン賢 265-4025 354-0035 富士見市ふじみ野西１－２４－１ 焼肉屋

アイビー 263-4116 354-0035 富士見市ふじみ野西３－１２－４　エスポワール１階 婦人服・雑貨

TABLE　MOUNTAIN 080-2008-2427 354-0035 富士見市ふじみ野西１－２４－１－２F テイクアウト・デリバリーランチ店

紋蔵庵 ふじみ野店 278-7277 354-0035 富士見市ふじみ野西３－１１－２ 和菓子販売

セブンイレブン 富士見市ふじみ野駅西口店 269-4890 354-0035 富士見市ふじみ野西１－２０－６ コンビニエンスストア

焼鳥居酒屋　ビッグ　ふじみ野店 278-7755 354-0035 富士見市ふじみ野西１－３－７ 居酒屋

フィガロ１ ふじみ野店 266-1235 354-0035 富士見市ふじみ野西１－１　アイムプラザ内 文具・雑貨販売

フィガロ２ ふじみ野店 266-3345 354-0035 富士見市ふじみ野西１－１　アイムプラザ内 文具・雑貨販売

つるせ伊勢屋　ふじみ野店 293-1645 354-0035 富士見市ふじみ野西１－２１－１ 和菓子等販売

千年の宴　ふじみ野西口駅前店 261-4388 354-0035 富士見市ふじみ野西１－２０－１ ふじみ野ビル５階 居酒屋

(有)リカーショップ　マスダ 261-0303 354-0035 富士見市ふじみ野東４－１６－７ 酒類販売

シェ モア 267-1404 354-0036 富士見市ふじみ野東１－２１－１　ﾗ・ｶﾞｰﾙふじみ野１Ｆ フランス料理

ドラッグエース ふじみ野店 264-5553 354-0036 富士見市ふじみ野東２－９－１２ ドラッグストア

イタリアンレストラン デスティーノ 265-1588 354-0036 富士見市ふじみ野東１－１－３　アステールふじみ野イーステーション２Ａ イタリアンレストラン

美容室 イマージュ 想 264-8272 354-0036 富士見市ふじみ野東４－１０－３ 美容一般

生鮮市場 田中青果 ふじみ野店 267-1833 354-0036 富士見市ふじみ野東４－１０－４駅前市場 生鮮食品スーパー

カフェゆい 268-5656 354-0036 富士見市ふじみ野東１－１６－６　ピアザふじみ内 飲食店（喫茶）

津軽ラーメン・居酒屋　茶号 261-8050 354-0036 富士見市ふじみ野東２－９－９ ラーメン・居酒屋

生鮮市場 田中青果 三芳店 274-1230 354-0041 入間郡三芳町藤久保５２９５ 生鮮食品スーパー

ＤＧサービス㈱ 274-5551 354-0043 入間郡三芳町竹間沢４４６－４ ガス機器･家電販売施行(リフォーム)

（株）かじ兵衛 259-5914 354-0046 入間郡三芳町竹間沢東１－１１ 建築金物小売

ＨＡＮＡＦＵＬ 266-8087 356-0052 ふじみ野市苗間１－１２－１ ソシアふじみ野１０１ 生花店

㈲かじ兵衛 293-5820 356-0053 ふじみ野市大井８５０－１ 建築金物・電動工具販売

生鮮市場 田中青果 大井店 265-0011 356-0053 ふじみ野市大井２－１１－１４ 生鮮食品スーパー

狭山銘茶 丸康園 261-1199 356-0053 ふじみ野市大井６０３ 狭山茶販売

埼玉スポーツセンター 天然温泉 04-2946-4126 359-0011 所沢市南永井１１１６ 温泉施設

埼玉スポーツセンター ゴルフ練習場 04-2944-2277 359-0011 所沢市南永井１１１６ ゴルフ練習場

埼玉スポーツセンター ボウリング場 04-2944-2278 359-0011 所沢市南永井１１１６ ボウリング場

【渡戸】

【羽沢】

【上沢】

【ふじみ野西】

【ふじみ野東】

【三芳町】

【ふじみ野市】

【所沢市】



事 業 所 名 電　　　話郵便番号 所　　　在　　　地 取扱品目

埼玉スポーツセンターフットサルコート 04-2944-2278 359-0011 所沢市南永井１１１６ フットサルコート

東武トップツアーズ㈱　埼玉西支店 257-4365 350-1123 川越市脇田本町１３－５　第一生命ビルディング５Ｆ 旅行業

レストラン　沙羅沙 048-474-5221 352-0001 新座市東北１－１４－３ 飲食業

事 業 所 名 電　　　話郵便番号 所　　　在　　　地 取扱品目

東武ストア みずほ台店 253-7161 354-0015 富士見市東みずほ台２－２９－１ 一般ｽｰﾊﾟｰ小売業

マルエツ みずほ台店 253-0711 354-0018 富士見市西みずほ台２－３－７ スーパーマーケット

東武ストア 鶴瀬駅ビル店 254-1221 354-0021 富士見市鶴馬２６０２－３ スーパーマーケット

ウエルシア薬局 富士見鶴瀬東店 275-1251 354-0024 富士見市鶴瀬東２－７－４３ ドラッグストア

ベルク　富士見関沢店 275-7100 354-0025 富士見市関沢１－７－１２ スーパーマーケット

ヤオコー 富士見羽沢店 252-1211 354-0033 富士見市羽沢３－３１－１ スーパーマーケット

㈱しまむら アベイル鶴瀬店 268-3301 354-0034 富士見市上沢１－１－３２ 衣料品販売

ファッションセンターしまむら 鶴瀬店 268-1133 354-0034 富士見市上沢１－１ 衣料品販売

東武ストア フェンテ ふじみ野店 261-1911 354-0035 富士見市ふじみ野西1-1-1 スーパーマーケット

東武ストア ふじみ野ナーレ店 278-2061 354-0036 富士見市ふじみ野東１－１－１ スーパーマーケット

三井ショッピングパーク ららぽーと富士見 257-5100 354-8560 富士見市山室１－１３１３ ショッピングモール

※　ららぽーと富士見内の利用可能店舗は、ららぽーと富士見ホームページをご参照ください。

【川越市】

【新座市】

       大型店（Ａ券のみ利用可）


