
自治会優待カード 協力店舗一覧
No ジャンル 名称 特典 住所 電話
1 飲食 ペパーミントハウス 1,000円以上のご飲食で、次回お使い頂ける200円分のチケットを差し上げます。 瓦曽根3-5-31 048-965-4737
2 飲食 珈琲家きっちゃてん 400円のコーヒーを300円で提供します。 瓦曽根3-6-58 048-965-3367
3 住宅 株式会社ポラスのリフォーム お見積もり依頼のお客様に粗品をプレゼント 瓦曽根3-8-43 048-967-1194
4 買物 いとう珈琲 コーヒー器具・カップ、マグカップ 10％割引 瓦曽根3-8-51 048-962-4109
5 買物 やきたてのパン ブリュネット (月曜日限定)1,000円以上のお買い上げの方は5％割引きします 南越谷2-2-2 048-965-5734
6 飲食 とんかつ野村 ウーロン茶1杯プレゼント 南越谷2-2-6 048-962-9397
7 生花販売 フラワーショップMARIN (お持ち帰りの方限定)お買い上げ金額3,000円以上で10%off 南越谷2-2-22 048-962-6155
8 飲食 カフェ＆バー ビア トレイル ドリンク(ランチ)、生ビール(ディナー)1杯プレゼント 南越谷2-3-1 048-963-2960
9 飲食 とり処 ゆう家 1杯目無料サービス(ボトル以外) 南越谷3-24-1 048-940-5744
10 鍼灸・整骨院 新越谷駅前 鍼灸整骨院 (保険施術初診の方限定)鍼灸治療、または骨盤矯正半額券贈呈(1,380円相当) 南越谷4-4-2 1階 048-972-5560
11 買物 リヨン こしがや コッペ館 シングルコッペ30円引き、プレーンコッペ30円引き 南越谷4-5-12 1階 048-971-7516
12 飲食 南越谷 砂場 ソフトドリンク1杯サービス 南越谷4-6-4 048-985-7460

13 教育・習い事 有限会社サムクリエーション
珠算学院 ロボット・プログラミング教室

各教室ごとにプレゼントをお渡しします 南越谷4-6-10 1階 0282-24-4185

14 保育園 ちゃいるど園 月極保育入園した場合、通園時のアンパンマンバックをプレゼント 南越谷4-7-7 1階 048-989-0489
15 飲食 ありが10ラーメン 麺類ご注文の方に限り、チャーシュー1枚をお入れします 南越谷4-8-6 048-989-3717
16 飲食 チャイナダイニング李家 杏仁豆腐 1杯無料 南越谷4-8-6 1階 048-985-6112
17 住宅 栄和住宅株式会社 仲介手数料5％引き(ご紹介者様にもお礼をします) 南越谷4-9-6-201 048-989-8831
18 鍼灸・整骨院 南越谷koharu鍼灸整骨院 整体料金から500円off 南越谷4-11-11 1階 048-940-8964
19 飲食 SOBA満月 5％割引 南越谷4-15-1 048-987-1727
20 買物 酒乃こうた 5,000円以上(税抜)お買い上げで缶ビール1本(350ml)プレゼント 南越谷4-15-10 048-987-1361
21 リフォーム 有限会社エコプランニング 外壁塗装を契約で工事代を5万円引き 南越谷4-15-12 048-987-8787
22 教育・習い事 ハクビ秋元総合学院 入会金無料、見学体験あり(無料) 南越谷4-16-7 3階 048-987-3254
23 住宅・不動産 スターホーム株式会社 紹介料(仲介手数料)10％割引 南越谷5-2-10 048-990-6161
24 カラオケ喫茶 みんなのひろば 希望者には歌のワンポイントアドバイスをします 南越谷5-2-21 048-988-7831
25 飲食 めんそーれ 沖縄産1品プレゼント 南越谷5-13-6 048-989-0003
26 買物 パッケージプラザ モリオカ 1,000以上お買い上げで3％引(ポイントカードと併用は不可) 蒲生茜町6-5 048-985-2531
27 住宅 井上畳店 施工代金から1,000円割引(表替6畳以上) 蒲生茜町8-2 048-989-5671
28 買物 磯崎家本舗 商品代金から3％割引(他の割引カードと併用は不可) 蒲生茜町8-16 048-985-0933
29 飲食 居酒屋 三星 ファーストドリンク(生ビール、サワー類)1杯半額サービス 蒲生茜町34-2 1階 048-971-6287



No ジャンル 名称 特典 住所 電話
30 買物 根岸薬品 1,000円以上お買い上げの方にティッシュ1箱進呈(タバコ対象外) 蒲生茜町41-1 048-989-1524
31 エコ あいえいプラン株式会社 廃食油を指定容器に貯めていただくと、回収に伺い、買い取ります。 元柳田町7-15 048-940-9775
32 自転車 イイムラ サイクル 修理代金1,000円以上より5%引き 元柳田町9-21 048-965-3656
33 飲食 そばうどん朝日屋 大盛り無料 東柳田町4-13 048-962-3901
34 買物 ジュエリーエクセレント 素敵なプレゼントを進呈 東柳田町12-3 048-966-1138
35 買物 ルミエール洋菓子店 焼菓子プレゼント 赤山町3-156-10 048-964-8428
36 住宅 株式会社 八木沢工務店 包丁研ぎ通常200円を100円で研ぎます 赤山町4-1-33 048-962-2888
37 飲食 中華料理 豪園 食後の珈琲、杏仁豆腐、豪園のポイントカードスタンプ1個のいずれか 赤山町4-15-30 048-962-3977
38 クリーニング マミークリーニング越谷店 新規のお客様 ドライクリーニング券 1家族500円 進呈 赤山町5-8-39 ヨークマート赤山店内 048-963-5420
39 飲食 居酒屋ほほえみ ドリンク1杯目半額でご提供 七左町1-188 048-986-0882
40 遊び・学び テニスクラブNASこしがや スクール体験受講料無料(お一人様1回限り) 赤山町4-20-1 048-965-3861
41 飲食 青林檎 ファーストドリンク1杯半額サービス(水、土曜日のみ) 七左町1-179-4 048-988-2895
42 整体 ラコスタプラス整体院 15分サービス(30分以上の施術にプラス) 南越谷5-26-4 048-986-3336
43 買物 フジ文具店 文房具1,000円以上お買い上げでメンバーズカードのスタンプ2個プレゼント 南越谷4-22-10 048-985-8584
44 理容・美容 へアーサロン ササキ コーヒーorお茶をサービス 七左町1-179-4 048-988-2895
45 住宅 有限会社モード興産 仲介手数料5％割引 南越谷5-18-9 048-985-2233
46 飲食 串やきMARUWA サワー類1杯サービス 蒲生茜町19-8-109 048-961-8388
47 飲食 M&O カラオケ2曲サービス 南越谷4-26-4 048-985-6733
48 教育・習い事 ICT個別指導 ミカタ塾 新規入塾者に3,000円の図書カードをプレゼント 南越谷3-22-8-106 048-971-5088
49 学び・手作り HAND MADE工房 手作り体験教室初回10％割引 南越谷4-9-7-403 048-940-0301
50 鍼灸・整骨院 あかつき鍼灸治療院 初診料10,000円引き(12,000円→2,000円) 南越谷4-24-1-203 080-4790-5669
51 教育・習い事 グレンの英会話 入会金無料 南越谷2-4-20-101 090-6714-0526


