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生 活 応 援！

さやまフレミアム
チケト

さやチケ

4 1 2
取扱登録店舗数

9月9日現在

取扱店一
覧

《取扱店の最新情報はこちら》
『さやチケ』特設ホームページ
https://www.saya-ticket.net

※500円券（小規模店専用券）は大型店（売場面積1,000㎡超の店舗）ではご利用になれません。また、一部テナントによっては利用出来ない場合がございます。

生活応援！さやまプレミアム付チケット

舗
店

トクトクセットの取扱店には
がついています。トク

取扱
店舗随時更新中！

チケット使用期間 令和
４年10月1日 令和

５年2月28日▶▶▶▶

店　名

味処 まつざき

イタリアンレストラン
ロソーニョ

いち膳

稲庭うどん

入曽の酒場 のぼ助

入舟

Via Mare

魚民　狭山市東口駅前店

うな清

燕京

海鮮居酒屋ちょうちん

がってん食堂 大島屋 狭山店

がってん寿司 狭山店

gatto

割烹　喜代川

カフェ・ド・ちゃぁみぃ

カフェ&ダイニング
デルフィーノ

Café　Shalom
カフェ シャローム

カフェレストラン
ル・プティ・ニ

カラオケ&居酒屋　さくら

カレーハウスCoCo壱番屋　
狭山笹井店

喫茶レストラン　ボンテ

京料理せきぐち

店　名
クレープティファニー
狭山店

珈琲 泰山木

ごとうフーズ

さつま大将

SAYA　market＆Café

SHAKA

十八番

旬彩遊膳 味叶

上気元　いただき

食彩酒彩　新さやま

ジョナサン 狭山上広瀬店

しりすた

粋蕎庵　茂蔵

スペイン料理　デルソレ

炭火串焼　炭十

炭火焼き豚丼　松風

創彩遊膳　凛

そば処　あおやぎ

大穀 狭山店

大國鮨

高倉町珈琲 狭山店

担々麵・直

中華　ゆたか

店　名

中華料理　万福

中国家庭料理　蓮華

集い処　宵街

手打ちうどん 吉田家

手打ちうどん 纒、
めん匠居酒屋 纒

手打ちそばうどん　もとき

手打そば 秀庵

手打ちそば月岡

手 作 り お 菓 子・C A F É　
Handmade MAMI

手料理　ワイガヤ

手料理　ワイガヤ食堂

徳樹庵ベスタ狭山店

鶏彩新狭山店

トレスカーサ　粋

とんかつ　一心亭

とんかつ　さど

並木亭

波や

肉道楽　さか井

日本料理三ゆう

日本料理おお津

ねぎし鳥山

パステリア ルコッソ　

店　名

イオン狭山店

ケーヨーデイツー 狭山店

JAファーマーズ　入間

生活協同組合コープみらい
コープ狭山台店

（株）ベルク　狭山入間川店

店　名

（株）ベルク　ベスタ狭山店

ホームセンターセキチュー
狭山北入曽店

マルエツ　入間川店

ヤオコー　入曽店

ヤオコー　北入曽店

店　名

ヤオコー　狭山店

ヤマダデンキ
テックランド狭山店
ヤマダデンキ
テックランド狭山富士見店

店
食
飲

店
型
大

住所・電話
狭山市入間川3-18-18
04-2952-2317
狭山市新狭山2-8-9　ワコー第二新狭山マンション
080-3698-5068
狭山市新狭山3-9-2
04-2952-8770
狭山市広瀬東4-1-6
04-2954-4639
狭山市南入曽563-7
04-2935-3299
狭山市富士見1-4-4
04-2957-9041
狭山市東三ツ木274-1
090-6046-7013
狭山市祇園4-62公栄ﾋﾞﾙ4階
04-2956-4388
狭山市下奥富749-6
04-2968-2223
狭山市中央4-30-12
04-2957-4933
狭山市南入曽611-3
04-2956-3184
狭山市入間川1-16-20
04-2977-8582
狭山市笹井3-1-12
04-2955-9900
狭山市祇園3-25
04-2956-0934
狭山市入間川3-23-6
04-2952-3176
狭山市中央4-26-1
04-2958-3797
狭山市水野562-15ツカサビル1F
04-2003-0413
狭山市狭山台4-19-14
04-2959-5770
狭山市根岸1-28-18
04-2935-7888
狭山市中央4-25-9
080-5883-5377
狭山市笹井1-32-14
04-2900-8755
狭山市入間川2-33-1　狭山市民会館2F
04-2952-8616
狭山市入間川1-18-6
04-2953-1493

住所・電話
狭山市中央4-25-8
04-2999-3311
狭山市新狭山2-12-11
04-2968-0180
狭山市下奥富778
04-2952-2721
狭山市新狭山3-10-16
04-2955-4867
狭山市入間川1-3-1 市民交流センター1階
04-2937-3629
狭山市祇園17-7　水村ビルC
04-2956-5383
狭山市中央4-24-8
04-2957-0088
狭山市笹井2-1-9
04-2968-0166
狭山市下奥富610-7
04-2954-3544
狭山市新狭山2-15-25
04-2952-5220
狭山市広瀬東3-5-28
04-2969-1648
狭山市祇園3-20 ビラ祇園B1
04-2959-2226
狭山市柏原1521-8
04-2900-0660
狭山市広瀬3-2-45
04-2954-8998
狭山市祇園1-15
04-2956-9489
狭山市広瀬2-1-28
04-2935-3929
狭山市入間川1-2-3　1F
04-2968-3117
狭山市新狭山3-9-15
04-2953-6127
狭山市下奥富507-4
04-2953-9788
狭山市広瀬東4-8-6
04-2954-6255
狭山市広瀬東3-3-34
04-2968-7392
狭山市南入曽574-8
04-2958-5565
狭山市新狭山3-10-3
04-2953-1728

住所・電話
狭山市水野276-2
04-2957-9248
狭山市南入曽297-8
04-2958-5123
狭山市狭山43-6
04-2952-0835
狭山市柏原1166
04-2953-4728
狭山市入間川3-19-14
04-2952-2944
狭山市入間川1-7-25
04-2952-2741
狭山市広瀬台1-44-15
04-2955-7776
狭山市入間川3142-74
04-2936-6699
狭山市柏原2867-2
04-2955-2691
狭山市新狭山3-10-16
0429-53-1155
狭山市下奥富2552-1
04-2969-3806
狭山市入間川966-1
04-2999-5670
狭山市新狭山2-20-1
04-2941-5971
狭山市祇園31-10
04-2957-4990
狭山市下奥富1416-6
04-2953-2189
狭山市広瀬2-18-21
04-2954-3566
狭山市狭山台3-17-16
04-2958-1531
狭山市広瀬台3-23
070-3610-1173
狭山市東三ツ木10-9
04-2953-3529
狭山市狭山台2-6-9
04-2957-1894
狭山市祇園4-62公栄ビル9　2階
04-2968-3131
狭山市根岸1-9-13
04-2952-2903
狭山市新狭山2-8-5 1F
04-2006-6333

住所・電話
狭山市上奥富1126-1
04-2969-7700
狭山市入間川1209
04-2950-5903
狭山市南入曽 628-1
04-2956-5497
狭山市狭山台2-29-1
04-2950-1361
狭山市入間川1-16-30
04-2900-6300

住所・電話
狭山市入間川1025
04-2950-7700
狭山市北入曽720-1
04-2950-0210
狭山市中央 2-1-1
04-2958-3398
狭山市水野 482-1
04-2950-0511
狭山市大字入曽720-1
04-2958-1011

住所・電話
狭山市広瀬東 2-41-1
04-2954-7311
狭山市上奥富59-1
04-2969-1150
狭山市富士見1-28-7
04-2956-3288

店　名

あすなろクリーニング店

アマーレヒロセ

アロハ整骨院

伊織美容室

㈲入曽写真館

wing four

うちの美容室

㈲エムシーオート

oasis

おそうじ本舗 狭山入曽店
ﾊｳｽｺｰﾃｨﾝｸﾞ取扱店

カイロプラクティックサロン
At smile

ＫＡＺＡＴＯ

鹿島クリーニング店

カットスタジオJAM

CUT屋K

きむら指圧治療院

CAP hair

小峰理容所

公益社団法人
狭山市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

㈲三愛自動車販売

㈲清水観光サービス

店　名

昭和オートサービス㈱

新狭山グランドボウル

関澤畳店

相馬美容室

（有）高橋自動車整備工場

はりきゅう　鵜の木接骨院

ひなた治療院

ビューティ　ツカモト

Beautissimo狭山

ビューティーハウス
ノアノア

美容室 あらん

美容室　ウエキ

美容室　かぐやひめ

美容室 菊

美容室 K'ステップ

美容室 Soft

美容室 フレンズ

美容室 LILY SUN

美容整体ｋａｒａｄａリメイク整体

ファンディ・ヘア

フォトスタジオ
クリエイティブ・ＢＡＮ

店　名

Hair＆Relaxation　LAUNA

ヘアークリエイトオークボ

ヘアーサロン いとう

ヘアーサロン　スズキ

hair-make.re.
(ヘアーメイクリー)

ヘアサロン コータ

ヘアサロン マツオカ

ペットサロン　チコリ

㈲堀兼ゴルフセンター

モリヤ理容室

理髪王

理容アイシー

理容 サカエ

理容石田

理容室4039

リラクゼーションみやび

ROOM 未来髪

㈲ロイヤルクリーニング
狭山台店

㈲ロイヤルクリーニング
広瀬店

住所・電話

狭山市北入曽500-21番地

04-2957-9289

狭山市広瀬2-17-3

04-2953-3717

狭山市南入曽628-1

04-2937-7880

狭山市狭山台3-25　狭山台団地4-4-106

04-2958-6137

狭山市水野456-5

04-2959-4982

狭山市入間川1-3-2 スカイテラス109

04-2952-0848

狭山市鵜ノ木18-2

04-2952-5972

狭山市広瀬東1-16-27

04-2952-6577

狭山市富士見1-3-7 ﾊｳｽﾘｯﾀｰ1F

04-2956-0007

狭山市入間川1502-2

0120-82-5454

狭山市狭山台2-28-16

04-2930-3076

狭山市入間川1-4-30

04-2954-4525

狭山市入間川3-3-2

04-2952-2390

狭山市富士見1-15-37-101

04-2959-8261

狭山市水野1029-10

04-2956-0610

狭山市南入曽517-1栗原ビル103

04-2956-2690

狭山市鵜ノ木10-33

04-2955-1778

狭山市北入曽622-3

04-2959-4473

狭山市狭山台1-21

04-2935-4312

狭山市入間川4-1-10

04-2954-2273

狭山市下奥富858

04-2952-6669

住所・電話

狭山市北入曽685

04-2958-6511

狭山市新狭山1-1-9

04-2952-2111

狭山市狭山台1-2-7

04-2956-6112

狭山市入間川4-12-31

04-2953-5737

狭山市祇園20-21

04-2957-4368

狭山市鵜ノ木4-41

04-2900-9825

狭山市水野253-12

04-2935-4922

狭山市加佐志532-7　西武フラワーヒル商店街内

04-2958-0772

狭山市入間川2-4-2 ハイムユーゲント101･102

04-2954-6219

狭山市鵜ノ木17-5

04-2952-0805

狭山市新狭山2-9-21-1F

04-2954-6848

狭山市南入曽455-21

04-2959-6789

狭山市根岸1-29-7

04-2953-5082

狭山市狭山23-2

04-2952-2904

狭山市水野1095-2 アルカディア水野1F

04-2957-0950

狭山市中央4-1-1

04-2956-3175

狭山市富士見1-24-1

04-2959-9474

狭山市東三ツ木275-3 サンリバティ1F

04-2900-0024

狭山市祇園25-1 第一はまビル4階

070-8979-4441

狭山市入間川3-3-18

04-2968-0839

狭山市狭山台4-44-3

04-2957-6271

住所・電話

狭山市富士見1-4-16

04-2957-9771

狭山市笹井2-4-24

04-2954-7864

狭山市入間川3-20-5

04-2952-3339

狭山市入間川1430-111

04-2957-7451

狭山市祇園3-25　ホープビル1F

04-2956-9000

狭山市入間川2-21-4

04-2952-3716

狭山市南入曽567-1

04-2959-3387

狭山市北入曽1303-7

04-2958-8969

狭山市加佐志572

04-2958-5353

狭山市富士見1-10-38

04-2957-7234

狭山市南入曽583-5 大谷ビル1F

04-2956-8872

狭山市広瀬東3-13-7

04-2952-6012

狭山市南入曽616-2

04-2957-2973

狭山市祇園3-22

04-2959-4862

狭山市新狭山2-11-40

04-2952-4039

狭山市富士見1－4－4　サンパーク101

04-2968-7173

狭山市富士見1-27-15

04-2958-1532

狭山市狭山台1-18-10

04-2958-1475

狭山市広瀬東1-18-4

04-2953-5333

他
の
そ

店　名

あおぞら整体

有賀珠算塾

㈱石井自動車

稲葉畳店

入間川オレンジ薬局

介護老人保健施設かがやき
至聖訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 至聖ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

㈲河井自動車

㈲川建商会

店　名

クリーニング アニカ
ベスタ狭山店

㈲小島モータース

埼玉第一交通㈱

狭山調剤薬局

医療法人社団清心会
至聖病院

島村畳店

㈱昭計 狭山営業所

㈲進栄商事

店　名

髙野電設㈱

㈲築地自動車

颯薬局

みかりば・小幡歯科医院

横田畳店

ラプレ　ウクレレ・レッスン

住所・電話

狭山市水野443-4
04-2957-8938
狭山市広瀬東4-35-32
04-2953-8248
狭山市広瀬東1-19-21
04-2952-2202
狭山市水野467-2
0120-58-3385
狭山市富士見1-7-3
04-2968-4189
狭山市下奥富688
04-2952-1001
狭山市広瀬3-28-13
04-2955-1351
狭山市柏原2850-35
04-2954-0360

住所・電話

狭山市入間川1025（ス̶パーベルクベスタ狭山店内）
04-2959-7118
狭山市南入曽1158
04-2957-9322
狭山市富士見2-22-2
04-2959-6246
狭山市祇園17-20
04-2950-3380
狭山市下奥富1221
04-2952-1000
狭山市新狭山2-11-12
04-2953-0603
狭山市富士見2-8-20
04-2959-7421
狭山市新狭山2-16-40
04-2953-9521

住所・電話

狭山市下奥富967-17
04-2954-5757
狭山市笹井2999-2
04-2953-2765
狭山市広瀬東2-36-22
04-2968-8923
狭山市狭山台3-13-1
04-2958-2001
狭山市富士見1-7-4
04-2959-3421
狭山市入間川1-17-17
04-2946-8694

さやチケ専用コールセンター　☎04-2955-8522
生活応援！さやまプレミアム付
チ ケ ットご 使 用 上 の 注 意

● 生活応援！さやまプレミアム付チケットをご使用になる前に、必ずチケット裏面の注意事項をお読みください。
● 本誌掲載の取扱店は 2022 年 9月9日現在のものです。最新の情報につきましては特設サイトをご覧ください。

【受付期間・時間】
 平日 9：00～ 17：00

（土日祝日、年末年始12月29日（木）～1月3日（火）を除く令和5年2月28日（火）まで） ■狭山商工会議所 〒350-1305 狭山市入間川3 2ー2ｰ8　電話 ０４‐２９５４‐３３３３

お客様が「さやチケ」を使ってさらにお
得に便利なお買い物が出来るよう取扱店
ごとに工夫を凝らして用意した、500円・
1000円単位のオススメセットです。

トク
このマーク付が
取扱店です

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク



住所・電話
狭山市狭山42-1
04-2953-3737
狭山市下奥富1696
04-2952-0003
狭山市広瀬1-31-38
04-2968-2552
狭山市中央2-25-25
04-2958-3780
狭山市笹井1-15-1
04-2952-8710
狭山市東三ツ木67-25
04-2955-0600
狭山市堀兼1931-1
04-2956-9577
狭山市東三ツ木420-6
04-2953-6959
狭山市入間川4-3-20
04-2955-8411
狭山市狭山台2-28-15
04-2958-5711
狭山市富士見2-16-13
050-3665-8372
狭山市入間川3-9-15
04-2952-2025
狭山市入間川4-15-21
04-2954-3031
狭山市入間川3-20-1
04-2952-2628
狭山市南入曽455-3
0120-20-3047
狭山市入間川3-2-18
04-2952-2232
狭山市狭山19-20
04-2955-0477
狭山市入間川3-21-6
04-2952-5211
狭山市入間川1-4-39
04-2952-4061
狭山市狭山台1-13-8
04-2959-7818
狭山市広瀬1-6-16
04-2969-3214
狭山市東三ツ木2-11
04-2954-7121
狭山市中央4-2-2
04-2958-6668
狭山市入間川2-19-38-101
04-2952-3348
狭山市狭山台3-11-2
04-2957-8934
狭山市沢12-5
04-2959-6308
狭山市鵜ノ木21-34
04-2969-5900
狭山市入間川1-1-1
04-2969-5330
狭山市新狭山3-12-1
04-2969-5207
狭山市南入曽628-1 JAファーマーズ入間内
04-2956-1823
狭山市祇園26-35
04-2950-1200
狭山市つつじ野1-42
04-2952-0491
狭山市広瀬1-31-33
04-2969-3060
狭山市富士見1-26-20-102
04-2001-1949
狭山市新狭山2-7-5
04-2952-5068
狭山市北入曽156-24
04-2957-6879
狭山市富士見2-1-3
04-2958-9832
狭山市狭山台4-3-4
04-2958-6690
狭山市北入曽720-1
04-2950-5527
狭山市広瀬東2-41-1
04-2955-5760
狭山市南入曽555
04-2959-3051
狭山市堀兼1100-2
04-2958-6731

住所・電話
狭山市南入曽550-1
04-2956-0087
狭山市入間川2-20-16
04-2952-2784
狭山市富士見1-1-5
04-2958-6900
狭山市南入曽251-10
04-2957-0776
狭山市狭山台3-13-5
04-2959-0455
狭山市入間川3142-57
04-2959-6316
狭山市南入曽333-2
04-2959-3355
狭山市広瀬東3-17-6
04-2955-0458
狭山市広瀬3-34-8
04-2952-2648
狭山市北入曽720-1
04-2950-5543
狭山市東三ツ木156-20
04-2969-1661
狭山市水野字月見野434-19
04-2958-0121
狭山市富士見1-18-3
04-2950-2505
狭山市柏原3161-104
04-2969-5461
狭山市柏原56-1
04-2969-5380
狭山市祇園9-14
04-2950-2380
狭山市狭山台4-42
04-2950-1178
狭山市笹井2712-1
04-2900-8200
狭山市入間川1-1
04-2900-1655
狭山市狭山台2-28-7
04-2999-3670
狭山市狭山台4-18-6
04-2950-5831
狭山市狭山24-31
04-2900-3900
狭山市東三ツ木456-1
04-2969-5203
狭山市中央4-15-6
04-2950-0561
狭山市水野本堀711-2
04-2999-4070
狭山市新狭山2-16-2
04-2900-1208
狭山市新狭山3-1-1　
04-2953-8550
狭山市水野853-1
04-2957-6573
狭山市入間川2-26-15
04-2955-7501
狭山市入間川2-32-27
04-2952-3333
狭山市狭山台3-25 狭山台団地4-3-101
04-2958-4076
狭山市上奥富251-1
04-2969-6888
狭山市狭山台3-10-13
04-2957-4815
狭山市入間川1-3-2スカイテラス1F
04-2954-9311
狭山市祇園4-55　エミオ狭山市内
04-2950-0505
狭山市水野825-3
04-2957-1388
狭山市笹井1-7-12
04-2952-7704
狭山市笹井1848
04-2953-3973
狭山市入間川1166-1
04-2956-7001
狭山市入間川1-6-13 マキノビル1F
04-2900-3880
狭山市鵜ノ木24-27
04-2952-7685
狭山市南入曽459-9
04-2959-3036

住所・電話
狭山市新狭山2-16-17
04-2954-6338
狭山市狭山台1-18-11
04-2001-9144
狭山市狭山23−28
04-2969-1331
狭山市上奥富106-1
04-2953-9771
狭山市狭山台1-18-3
04-2957-5240
狭山市柏原1605
04-2952-2057
狭山市狭山台4-5-2
04-2957-4866
狭山市祇園4-55
04-2999-5001
狭山市入間川1025
04-2958-0301
狭山市下奥富774-2
04-2952-2719
狭山市入間川3-29-1
04-2954-3432
狭山市水野434-14
04-2959-1885
狭山市狭山8-28
04-2952-2505
狭山市水野1101
04-2959-6543
狭山市南入曽613-1
04-2959-3029
狭山市北入曽25-2
04-2959-3025
狭山市堀兼1100-2
04-2958-6197
狭山市東三ツ木208-7
04-2954-2888
狭山市中央4-26-5
04-2957-8117
狭山市新狭山3-10-6
04-2955-1101
狭山市北入曽1038
04-2959-3336
狭山市広瀬3-8-5
04-2954-6418
狭山市柏原165-2
04-2952-3312
狭山市下奥富887-1
04-2953-2314
狭山市中央1-1-6
04-2958-4341
狭山市水野342
04-2959-2774
狭山市入間川1023-1
04-2999-3561
狭山市入間川3173-6
04-2957-6392
狭山市中央2-26-7
04-2957-7124
狭山市広瀬2-10-5
04-2952-2329
狭山市中央4-26-9
04-2968-3022
狭山市狭山台3-12-10
04-2999-0515
狭山市南入曽567
04-2957-7380
狭山市祇園3-18
04-2958-2523
狭山市入間川1-18-1
04-2953-3363
狭山市下奥富1435
04-2955-7002
狭山市南入曽1018-2
04-2956-3763
狭山市新狭山2-15-3-2
04-2954-8663
狭山市加佐志137-1
04-2959-0201
狭山市笹井2-4-21
04-2954-6681

小
売
店

小
売
店

店　名

セブンイレブン
狭山市狭山店

セブンイレブン
狭山下奥富店

セブンイレブン
狭山下広瀬店

セブンイレブン
狭山中央2丁目店

セブンイレブン
狭山根岸店

セブンイレブン
狭山東三ツ木店

セブンイレブン
狭山堀兼バイパス店

お茶専門店（有）ソウノ

タイヤ館さやま

たかの

㈱タカハシ 狭山店

㈲田菊米穀店

田島石油㈱狭山営業所

立川金物店

YC入曽㈲田辺新聞店

㈲足袋長

㈱茶商・横山商店

茶の一茶　本店

茶の田島園

茶の森田園

TSUTAYA狭山店

㈱テラサワ

でんきのワンズ ナカクボ店

でんきのワンズ 入間川店
(伊藤電機)

天然酵母パンの店
サンセリテ

㈲東阜 横田園

ドコモショップ 入間狭山店

トモニー狭山市駅店

トモニー新狭山駅店

ドラッグ ヤマト

ドラｯグストアセキ 狭山市店

ドラッグセイムス 上広瀬店

ドラッグセイムス 根岸店

ド リ ーム ワ ン ダー ラ ン ド　
グッズショップ

㈱ナガネ

㈲中山酒米店

㈱日産サティオ埼玉 狭山店

㈲根城酒店

バースディ 北入曽店

パシオス 狭山店

㈲橋本屋酒店

服部園

店　名

花ごころ

(有)花寿美

ぱれっと

ハンコの広印堂

ビッグ・エー 狭山台店

ビッグ・エー 狭山店

㈱広沢園

広瀬 古谷園 つつじ野店

広瀬 古谷園 本店

ファッションセンターしまむら
北入曽店

ファッションセンターしまむら
新狭山店

ファミリーマート入曽店

ファミリーマート
入間川病院前店

ファミリーマート
柏原ニュータウン店

ファミリーマート狭山柏原南

ファミリーマート狭山祇園店

ファミリーマート
狭山けやき通り店

ファミリーマート狭山笹井店

ファミリーマート
狭山市駅西口店

ファミリーマート
狭山台二丁目店

ファミリーマート
狭山台南店

ファミリーマート狭山店

ファミリーマート
狭山東三ツ木店

ファミリーマート
狭山富士見通り店

ファミリーマート狭山水野店

ファミリーマート
新狭山二丁目店

ファミリーマート
新狭山駅前店

フードショップ神田屋

フォーエル狭山店

㈲ふじや洋品店

武州ガス狭山台サービス店

BOOK・OFF　
16号狭山上奥富店

ブティックジュリア・スクール
ショップカキヌマ

ブティック クレール

ブルーミングブルーミー
狭山市駅店

フルール圭

古谷園

㈲古谷商店

ふれあいファームセンター

プレジール

文華堂

文具のつちかね

店　名

文具のヒラバ堂

補聴器のラビット

ホンダカーズ埼玉西
Uーselect狭山中央 

ホンダカーズ埼玉西
新狭山店

毎日新聞 狭山・入間川専売所

マサキヤ

松仲米穀店　狭山台店

㈱マツモトキヨシ
エミオ狭山市店

㈱マツモトキヨシ
ベスタ狭山店

松本酒店

丸安家具インテリア館

ミズノタイヤ

㈲峯・長木屋酒店

株式会社宮岡園

宮岡米穀(株)

㈲宮野園

武蔵野茶工房㈱

㈲メガネの半田

メガネのルック

㈱メモルス

本橋園

山岸ふとん店

山﨑屋

㈲山下硝子

山下セイロ店

やまとう栗原園

ユニクロ　ベスタ狭山店

洋菓子　木の実

洋服の青山狭山台店

㈲横田屋製菓

ラ・ミラベル

リーフベーカリー

ルミアンアルト店

ルミアン狭山店

ローソン 狭山市駅西口店

ローソン 狭山下奥富店

ローソン 狭山南入曽店

ローソン 新狭山駅北口店

ローソン狭山加佐志店

㈲ロッカーズ

店　名

AOKI　狭山富士見店

㈱浅田屋

㈲梓園芸

アドロ

㈲油屋

アベイル新狭山店

新井洋品店

石川時計店

伊勢屋弁当店

出光　石川商店

㈲井戸端園

いとはん洋品店

いなげや　新狭山駅前店

いりそ薬局

いるま野農業協同組合
あぐれっしゅげんき村

いるま野農業協同組合
入曽支店

いるま野農業協同組合
柏原支店

いるま野農業協同組合
狭山支店

いるま野農業協同組合
第三営農販売ｾﾝﾀｰ

いるま野農業協同組合
堀兼支店

いるま野農業協同組合
水富支店

インテリアショップ SCALE

ウエルシア狭山台店

ウエルシア狭山東三ツ木薬局

ウエルシア薬局狭山北入曽店

内田精肉店

えのもと花園

奥州道　山﨑商店

㈲大阪屋酒店

オーツー・ヤマザキ

㈲大塚ふとん店

オートバックス 狭山店

大林酒店

店　名

㈲岡野電気商会

おかべ

お酒の大阪屋支店

押絵のまつむら
OSHIE　YASAN

落合ガーデン

お茶の寿園

お茶のはなさき 新狭山店

お肉と惣菜直売　大野屋

小野田園　支店

小野田園　本店　

かあちゃんの現場弁当

㈱柿沼呉服店

かしわばら薬局

㈱粕谷自動車

かにや　入間川創業店

かにや　工場店

かにや　狭山市駅前店

かにや　狭山台店

金子商店

㈲カワシマヤスポーツ店

キーショップさしだや

㈲岸石炭店

㋖木村園

木村ふとん店

業務スーパー新狭山店

ギョクホー堂眼鏡店

K-NETスカイテラス店

㈲謙受堂

㈲小島園

コジマメガネ

コスメチックス たかはし

ことぶきや酒店

近藤米店

店　名

サイクルショップ㈲内田商会

サイクルショップ キタダ

サイクルベースあさひ
狭山店

㈱斎藤園

㈱斎藤商会

さかいや茶店

㈱酒商増田屋 狭山台店

㈱酒商増田屋 新狭山店

㈱酒商増田屋 広瀬店

酒の田口

狭山茶工房 小澤園
狭山中央店

狭山茶工房 小澤園 本店

ＣＰ Ｗｉｔｈ　狭山水富サロン

清水サイクル

清水酒店

シャルキュトゥリーモエ
狭山店

十一屋 田中酒店

趣味の店　ドリーム

㈲昇電社 しょうでん

スーパーヤマユー 狭山店

スズキアリーナ狭山中央店

鈴屋靴店

セイジョー 狭山市駅前店

セイジョー 狭山台店

セイジョー 新狭山店

清風園

セキ薬局　狭山市店

セブンイレブン
狭山柏原店

セブンイレブン
狭山柏原東店

セブンイレブン
狭山上広瀬店

セブンイレブン
狭山笹井1丁目店

セブンイレブン
狭山市駅西口店

セブンイレブン
狭山市駅東口店

住所・電話
狭山市富士見2-16-14
04-2958-9988
狭山市富士見2-22-35
04-2958-1131
狭山市中央1-2-15
04-2957-7939
狭山市狭山台3-12-6
04-2959-5180
狭山市南入曽631-3
04-2959-2546
狭山市東三ツ木169-1
04-2969-3711
狭山市南入曽455-29
04-2959-3019
狭山市入間川4-1-12
04-2952-2737
狭山市新狭山2-9-18
04-2953-8085
狭山市狭山41-18
04-2952-6775
狭山市北入曽289-10
04-2959-3428
狭山市北入曽500-1
04-2958-9575
狭山市新狭山2-1-1
04-2900-2177
狭山市南入曽564
04-2959-3063
狭山市堀兼2085-1
04-2957-0831
狭山市南入曽579
04-2959-2128
狭山市柏原2494
04-2952-6241
狭山市入間川2-24-25
04-2953-6382
狭山市堀兼412
04-2957-4363
狭山市堀兼412
04-2957-4361
狭山市根岸2-18-21
04-2952-6225
狭山市入間川4-8-20
04-2954-3428
狭山市狭山台1-13-4
04-2999-5520
狭山市東三ツ木197-1
04-2969-6676
狭山市北入曽688-1
04-2950-0921
狭山市中央1-49-20
04-2957-1708
狭山市北入曽646
04-2959-9274
狭山市広瀬台1-8-10
04-2953-2602
狭山市柏原2236-8
04-2952-2700
狭山市新狭山2-7-1　LSP新狭山106
090-3131-6296
狭山市入間川3-18-6
04-2952-2276
狭山市入間川2-26-14
04-2900-0011
狭山市祇園28-10
04-2957-0855

住所・電話
狭山市入間川3-3-18
04-2952-2301
狭山市広瀬東4-15-39
04-2954-3791
狭山市広瀬東4-15-24
04-2952-6630
狭山市北入曽1490-4
04-2958-8794
狭山市入間川2-3-4
04-2952-8783
狭山市堀兼1137
04-2958-6733
狭山市新狭山3-11-2
04-2955-3458
狭山市柏原727-3
04-2953-2526
狭山市南入曽578-1
04-2957-4639
狭山市南入曽881
04-2959-3024
狭山市加佐志53-1
090-6032-1244
狭山市入間川3-21-5
04-2952-2022
狭山市柏原1512-5
04-2946-9956
狭山市狭山17-7
04-2952-3125
狭山市入間川3丁目16-19
04-2954-0141
狭山市柏原337-13
04-2954-7113
狭山市祇園4-63
04-2958-1384
狭山市狭山台4-24-16
04-2957-5111
狭山市広瀬3-26-1
04-2952-2257
狭山市入間川3-3-15
04-2952-2213
狭山市入間川3-3-17
04-2952-2524
狭山市入間川1-2-3
04-2952-2038
狭山市狭山台3-13-9
04-2957-5258
狭山市新狭山2-9-15
04-2952-2743
狭山市上奥富202-1
04-2902-5355
狭山市富士見1-4-19
04-2957-0295
狭山市入間川1-3-2
04-2954-8914
狭山市入間川2-3-2
04-2952-2509
狭山市鵜ノ木8-11
04-2952-2829
狭山市入間川2-29-33
04-2969-7667
狭山市新狭山2-8-4
04-2953-0809
狭山市北入曽500-6
04-2958-6255
狭山市広瀬2-13-15
04-2952-2635

住所・電話
狭山市南入曽550-3
04-2959-3067
狭山市狭山台3-10-12
04-2957-1367
狭山市富士見1-29-3
04‐2950‐5333
狭山市入間川4-11-13
04-2953-4188
狭山市広瀬2-16-5
04-2952-3768
狭山市入間川1717-6
04-2959-6833
狭山市狭山台4-22-4
04-2958-7897
狭山市東三ツ木170-1
04-2955-6610
狭山市広瀬東3-19-1
04-2954-6610
狭山市新狭山2-9-14
04-2953-1729
狭山市中央4-30-12
04-2959-3211
狭山市狭山台2-21-3
04-2957-5128
狭山市広瀬2-29-18
04-2003-7188
狭山市笹井1-6-2
04-2954-5064
狭山市入間川2-20-27
04-2952-2247
狭山市広瀬東1-19-34
04-2935-4503
狭山市入間川3-3-6
04-2952-2248
狭山市狭山台3-13-2
04-2001-9181
狭山市南入曽465
04-2957-0121
狭山市新狭山2-8-15
04-2954-4415
狭山市水野457-11
04-2959-5321
狭山市東三ツ木2-31
04-2952-5521
狭山市入間川1-3-2-A
04-2900-6221
狭山市狭山台4-23-1
04-2956-5185
狭山市東三ツ木1-1 ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ三樹
04-2968-0630
狭山市水野483
04-2959-3055
狭山市祇園26-35
04-2941-6311
狭山市柏原1496-5
04-2955-7556
狭山市柏原2324-2
04-2955-7017
狭山市広瀬台3-27-14
04-2968-2470
狭山市笹井1-24-5
04-2953-2782
狭山市入間川1-3-2スカイテラス202
04-2954-2733
狭山市祇園4-59日佑ビル1階
04-2956-8711

店　名

はなの舞　狭山東口店

VANITOY　BAGEL　狭山店

ハンバーグ専門店
ワイルドラッシュ

ピザ屋のBEER　CAFÉ

フライングガーデン狭山店

鳳鳴閣

北海道生まれ 和食処
とんでん狭山店

ほっともっと 狭山上広瀬店

店　名

ポルポ

米奏-maica-

マクドナルド
狭山北入曽ヤオコー店

マクドナルド
所沢狭山街道入曽店

モダンパスタ狭山店

焼肉 永澤園

優勝軒　狭山店

らーめん ふくろう

店　名

らぁめん寿

ライブステーション狭山

レストラン　ニックス

レストラン 蘭

煉火亭新狭山店

炉端焼えんや

和牛炭火焼肉 あぶりえん

わらわら　狭山市西口駅前店

住所・電話
狭山市祇園4-62　公栄ビル9 1F
04-2999-5486
狭山市入間川1-6-5
04-2968-8595
狭山市入間川1-3-2スカイテラス2F
04-2937-7881
狭山市入間川1-3-2スカイテラス1F
04-2968-9699
狭山市広瀬台4丁目21番地
04-2900-1515
狭山市上奥富113-3
04-2952-6989
狭山市笹井1-7-3
04-2954-7731
狭山市広瀬東3-4-1
04-2969-4810

住所・電話
狭山市南入曽567
04-2956-5070
狭山市祇園6-5祇園スクエア2-A
050-3145-0145
狭山市北入曽720-1
04-2950-7025
狭山市水野431-4
04-2950-3825
狭山市狭山43-25
04-2969-6222
狭山市新狭山2-11-16ﾆｭｰ狭山ﾏﾝｼｮﾝ1F
04-2969-3929
狭山市鵜ノ木14-4
04-2953-5066
狭山市広瀬東4-5-29
04-2954-5325

住所・電話
狭山市水野422-25
04-2959-0177
狭山市入間川1-3-2 スカイテラスB1F
04-2900-1355
狭山市入間川4-25-3
04-2954-9595
狭山市堀兼342-2
04-2958-8311
狭山市新狭山2-20-1
04-2941-5180
狭山市南入曽583-9
04-2937-6180
狭山市富士見1-29-34
04-2950-0611
狭山市入間川1-3-2ｽｶｲﾃﾗｽ2階
04-2900-0688

飲
食
店

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク

トク


