
追加加盟店一覧（１２月１１日 最新版） 

Ａ券のみご使用可能 

《大型店》 

事業所名 住所 電話番号 取扱品目 

ノジマ 入間店 
豊岡 1-6-12 
丸広入間店 5F 

2960-6631 電化製品 

いなげや 
入間春日町店 

春日町 1-4-15 2963-2251 食料品・日用雑貨 

yoga blue 
豊岡 2-1-1 ｻｲｵｽ
B1 LaLa ｽﾀｼﾞｵ 

090-2251-
1339 

ヨガ教室 

日高屋 
入間ヨークマート店 

下藤沢 1317-1 
ヨークマート内 

2966-4298 中華そば・餃子・定食 

日高屋 武蔵藤沢グリ
ーンガーデン店 

東藤沢 3-5-1 
グリーンガーデン内 

2963-3450 中華そば・餃子・定食 

日高屋 入間市駅店 河原町 2-1 2964-6666 中華そば・餃子・定食 

クリーニング アニカ 
仏子店 

仏子 785-1 
ﾔｵｺｰ仏子店内 

2933-0085 クリーニング 

クリーニング アニカ 
野田店 

野田 894-1 ｽｰﾊﾟｰ
ﾍﾞﾙｸ入間野田店内 

2932-8016 クリーニング 

タカハシ 久保稲荷店 
久保稲荷 1-29-3 
イルマム２階 

2960-2040 衣料品全般・生活雑貨 

デンキチ 入間店 下藤沢 178-1 2941-6630 家電 

    

 

 

 

Ａ・Ｂ券共にご使用可能 

《販 売》 

事業所名 住所 電話番号 取扱品目 

(株)すみや電気 

 野田店 
野田 875-1 2932-7188 一般家電品 

㈲入間モンタナ 

スポーツ 
久保稲荷 4-22-14 2965-3000 スポーツ用品 

メガネスーパー入間店 下藤沢 1304-2 2963-1728 
メガネ・コンタクトレンズ・ 

補聴器など 

よもぎや酒店 南峯 127 2936-0037 酒類販売 

岡野園 新久 673 2962-3631 茶 



岩田屋商店 豊岡 2-2-1 2962-3959 金物・刃物・鍵 など 

(株)清水電機 豊岡 1-2-23 2964-1515 家電品 

ガレージＴＡＫＵＭＩ 寺竹 740-1 2936-5870 オートバイ販売・修理・車検 

(株)クレ電機 豊岡 1-8-30 2962-3660 家電製品 

斉藤園 下藤沢 178-3 2964-8812 狭山茶直売店 

ローソン 
入間久保稲荷店 

久保稲荷 2-12-44 2960-5656 コンビニエンスストア 

茶舗 河内園 小谷田 4-3-13 2964-1018 お茶 

朝日新聞 
入間市中央店 

東町 7-1-10 2964-1985 新聞 

㈲岩崎商店 野田５３９ 2932-0953 お米 

香の店 さかぐちや 豊岡 2-1-4 2962-3415 線香・お香 

冨士屋洋品店 仏子 886-2 2932-2933 
衣料品・小中学校通学服・ 

体育着 

洋服の青山 入間店 扇台 2-6-16 2963-7170 メンズ衣料・レディス衣料 

狭山茶製造元 
㈲老茶樹園 

二本木 1108 2934-2021 茶・狭山茶原料菓子など 

雪乃屋 こぐれ酒店 
入間店 

下藤沢 970-1 2960-0155 日本酒・焼酎・ワイン 等 

梶野製麺所 
グリーンヒル店 

下藤沢 1321-8 2963-1678 茹でめん・製麺業 

ローソンスリーエフ 
入間新光店 

新光２４３－２８ 2933-0332 
コンビニエンスストア（弁当・

飲料・雑貨・雑誌・食品など） 

（有）松石薬局 東藤沢３－１５－１ 2962-4417 
処方箋薬・一般薬・化粧品・ 

雑貨 

キッシュ & スイーツ 
fuWAri 

高倉 1-1-3 
080-7204-

1254 
キッシュ・ケーキ 

サイクルベースあさひ 
入間安川通店 

上藤沢 379-7 2960-2001 自転車（本体・部品） 

あんぱん専門店 蔵麦 
豊岡 3-8-5 

あたご坂ビル１階 
2901-7030 パン 

菓子工房 
Ｍｏｋａ Ｍａｒｒｏ 

下藤沢 764 

プリマヴェーラ 101 
2964-7172 洋菓子 

酒のやまや 入間店 扇台 3-5-5 2960-0251 酒・食料品・飲酒関連雑貨 

ときた園 工場直売店 高倉 4-9-35 2962-4445 お茶 

ときた園市民会館前店 扇台 2-1-25 2963-7811 お茶 



浅見米穀店 春日町 1-1-3 2962-2659 米・雑穀・牛乳 

ファミリーマート 
入間木蓮寺 

木蓮寺 606-1 2937-1003 食品、日用品、酒 

ファミリーマート 
入間豊岡 

豊岡 1-4-13 2901-1057 食品、日用品、酒 

ドコモショップ 
入間狭山店 

狭山市鵜ノ木 21-34 
0120-880-

240 
携帯電話 

吉川米穀店 宮寺 2072 2934-4216 米・白灯油 

でんきのプラスワン 久保稲荷 1-17-3 2965-1730 家電製品 

大の園芸 狭山台 2-8-8 2934-6276 花苗、鉢花、野菜苗 

ファミリーマート 
仏子駅前店 

仏子 880 2931-1054 食料品 

ファミリーマート 
入間東町店 

東町 6-2-1 2901-4074 食料品 

㈱橋本商店 下藤沢 746-2 2962-3834 肥料・農薬・農業資材等 

セブンイレブン 
入間新光店 

新光 228-1 2932-7761 食品・酒・飲料・雑貨他 

ファーコス薬局 入間 野田 435-1 2932-8128 食品 

ブーランジェリー 
マシュー 

仏子 879-19 2932-2800 パン 

ﾏﾙｻﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ入間店 
田中屋 

宮寺 3211-4 2934-5612 青果・食料品 

セブンイレブン 
入間鍵山店 

鍵山 1-13-17 2964-4594 食品・飲料・酒・雑貨 など 

ベーカリーコージー 下藤沢 778 2966-7376 パン・菓子 

肉のまるしょう 扇町屋 2-1-3 2962-2057 精肉 

石窯パン工房 

PANJA 
野田 939-1 2932-5808 パン・菓子・CAFÉ 

ドリーム・ライフ・ 
サポート オカモト 

東藤沢 6-23-3 2964-5313 家電・リフォーム 

ドラッグストアセキ 
下藤沢店 

下藤沢 667-1 2902-6505 医薬品・化粧品・日用品・食品 

セブンイレブン 
入間上藤沢北店 

上藤沢 395-1 2962-5677 コンビニエンスストア 

    

 

 

 

 

 



Ａ・Ｂ券共にご使用可能 

《飲 食》 

事業所名 住所 電話番号 取扱品目 

リストランテ シミズ 上藤沢 57-11 2935-7235 イタリア料理店 

カジュアルバー 
丸定本店 

鍵山 1-13-9-1F 
080-6697-
1109 

酒類 

カレーハウス CoCo 壱
番屋 入間 ipot 店 

豊岡 1-11-5 
ipot ビル 1F 

2901-0522 カレーライス 

肉と魚のとろける石焼
ﾘｿﾞｯﾄﾊﾞﾙ MIYATO 

豊岡 1-3-29 
武内ビル 1F 

2936-8573 洋風居酒屋 

北海道らーめん味源 
入間店 

河原町 1-25 
山口ビル 1F 

2964-8080 ラーメン 

レストラン タジマ 扇町屋 2-2-1 2962-2470 ハンバーグ 

蘭 豊岡 5-4-5 2968-8632 スナック 

Norry's Kitchen 扇町屋 1-4-15 2965-6198 お弁当 

ウェロニカ・ペルシカ 野田 653 2932-6006 レストラン 

MAY３０ 下藤沢 415-2 2937-3277 レストラン 

らーめん 頑八 高倉 5-14-55 2963-6302 らーめん・アルコール 

お茶カフェ 茶蔵 
豊岡 1-12-20 
増田園本店 2F 

2962-2000 フランス料理 

居酒屋 はな 仏子 1185-10 2932-5108 居酒屋 

成寿司 東藤沢 6-23-7 2964-5419 寿司 

ミスタードーナツ 
入間市駅前ショップ 

河原町 1506 2926-1415 
ドーナツ・コーヒー・飲茶・ 
パスタ・ホットドッグ 

魚民 
入間市南口駅前店 

河原町 1- 
入間ﾀﾞｲｺﾞビル２F 

2965-0288 居酒屋（TAKEOUT 実施中） 

キタノイチバ 
武蔵藤沢西口駅前店 

下藤沢 1333-1 
ﾌﾟﾗｻﾞ･ﾃﾞﾙ･ｿﾙ１階 

2964-5088 居酒屋（TAKEOUT 実施中） 

ピザ屋のチーズカフェ 扇町屋 4-2-27 2941-3323 レストラン 

フライングガーデン 
入間店 

上藤沢 84-1 2960-1051 ハンバーグレストラン 

ＪＩＤＯＲＩ 串いち 
豊岡 1-3-22 
ｴﾙﾄﾞｰﾙ入間 101 

2965-9410 居酒屋 やきとり 

バナナ 豊岡 5-3-26 2936-8738 バー、酒類 

コーヒーエイト・ 
ウェロニカ 

野田 3038-7 2932-6006 喫茶・コーヒー・食事 



食と酒 いち 河原町 1-3 2965-0372 居酒屋 

若竹本店 野田 1390-1 2932-0721 寿司・天ぷら・とんかつ 

桃龍 久保稲荷 1-6-12 2963-3938 レストラン 

アポポ木陰のテラス 
豊岡 1 丁目まるぺ通
り 2 号公園前 

090-2597-
0148 

ソフトドリンク 

ろばた焼 長州 豊岡１－５－３９ 2962-3368 酒・料理（魚・肉他） 

厨房酒場 ひとまる 
下藤沢 492-24 
ｴｸﾛｰﾙ武蔵藤沢 1F 

2968-6486 酒・料理（魚・肉他） 

安楽亭 入間藤沢店 上藤沢 389-1 2964-4912 焼肉レストラン 

安楽亭 入間二本木店 二本木 1191-1 2934-3400 焼肉レストラン 

炭火焼鳥 楽゛ 河原町 1-3 2965-8387 居酒屋 

ガスト 武蔵藤沢店 東藤沢 2-10-29 2960-1090 レストラン 

ステーキガスト入間店 小谷田 872-4 2960-1080 レストラン 

夢庵 入間藤沢店 下藤沢 1299-3 2962-0821 レストラン 

バーミヤン武蔵藤沢店 東藤沢 2-15-1 2960-1098 レストラン 

しゃぶ葉 
入間インター店 

小谷田 1258-4 2901-7057 レストラン 

バーミヤン入間仏子店 仏子 1152-1 2931-1055 レストラン 

夢庵 入間野田店 野田 1444 2933-1051 レストラン 

ジョナサン 入間店 豊岡 4-4-5 2960-1147 レストラン 

ガスト 入間市駅前店 豊岡 1-2-28 2960-0585 レストラン 

つきじ海賓 
／釜福 入間店 

扇町屋 4-2-30 2960-6911 宅配寿司／釜飯 

えんまん（リトル大坂） 下藤沢 128-6 2937-7840 
串カツ・たこ焼き・ 
お好み焼き・やきそば 

モダンパスタ 
入間藤沢店 

上藤沢 382-1-2 2960-3939 洋食レストラン 

徳樹庵入間店 宮寺 3186-9 2935-1575 和食レストラン 

黒塀家入間野田店 野田 1384-1 2931-1180 焼肉レストラン 

吉野家 
１６号線入間扇町屋店 

扇町屋 5-4-18 2968-8188 丼・定食 

    



Ａ・Ｂ券共にご使用可能 

《理容・美容》 

事業所名 住所 電話番号 取扱品目 

CHROM（クロム） 東町 6-2-23-1 2960-2038 美容室 

ヘアリゾート カスヤ 下藤沢 1325-1 2963-1850 理容・美容 

    

 

 

 

Ａ・Ｂ券共にご使用可能 

《サービス》 

事業所名 住所 電話番号 取扱品目 

クロロフィル 
入間美顔教室 

下藤沢 475-3 2965-0068 美容・化粧品販売 

もみの木接骨院 上谷ケ貫 569-7 2936-1124 
猫背矯正・骨盤矯正・ 
耳つぼダイエット など 

スタジオ ラナン 東藤沢 7-3-9 
090-2215-

6891 
エステ 

ルアナ ラウンジ 二本木 1213-1 2902-6249 
エステ・ 

カイロプラスティック 

ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

メリノ 
扇町屋 4-3-9 2963-1245 クリーニング 

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 
ＬａＭｙｕ 

宮寺 3283-1 

長武ビル 401 
2934-4006 エステティックサービス 

ﾋﾞｭｰﾃｨｰ&ﾍﾙｽ 
ＬａＭｙｕ 

豊岡 1-3-29 

浅見ビル１F 
2963-4011 

エステ、よもぎ蒸し、化粧品、

健康下着 

クリーニング アニカ 
入間霞川店 

豊岡 1-9-1 2965-1849 クリーニング 

クリーニング アニカ 
豊岡店 

豊岡 5-1-26 2964-2821 クリーニング 

Climb Park 
Base Camp 

東町 7-1-7 2968-3818 クライミングジム 

    

 

 

 

 

 



Ａ・Ｂ券共にご使用可能 

《その他》 

事業所名 住所 電話番号 取扱品目 

㈱高山印刷 河原町 9-10 2962-3915 印刷業 

 


