まちゼミ

川越

まちゼミサービスカード
提示でサービスが
受けられる店舗一覧

8 月 1日 水
〜 9 月 11日 火

ード
まちゼミサービスカ
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得する街 のゼミナ

川越

有効 期間
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まちゼミ
1
2018

平成30年

有効
期限

第 9 回まちゼミ開催期間

8. 1水 ー 9. 1

火

日（金 ）まで
平成 30 年９月 28

参加ください！
タンプラリーもご
裏面のまちゼミス

▶︎まちゼミを受講された方に、まちゼミサービスカードをお渡し致します。平成30年8月1日（水）〜9月11日（火）の間、特典の記載が
あるお店でお買物等をした時に「まちゼミサービスカード」を提示すると、サービスが受けられます。
※ご利用の際は営業時間や定休日をご確認ください。
▶︎スタンプラリーも開催中！まちゼミ期間中にまちゼミを受講すると店舗からスタンプカードをお渡し・捺印をします！スタンプを
5個ためて、9月28日(金)までに川越商工会議所窓口
（仲町1-12・平日9時〜17時）
にお越し頂ければ景品を差し上げます！
番号

店舗名

電話番号

店舗所在地

サービス内容

1

アクサ生命保険株式会社 川越営業所

049-224-2754

川越市松江町2-1-8 川越商工会議所旧館

資料をもらいに来てくれたらスタンプ1個＆ボールペンゲット

2

株式会社旭日不動産

049-293-9552

川越市上野田町38-1

不動産売却相談時に魚沼産コシヒカリ２㎏をプレゼント

3

アトリエライフワークス

090-8046-9531 川越市木野目236-3 メイフラワーB101

ユーチューブなどのウェブメディアに関する相談1時間無料。

4

アミターユベリーダンス

090-4432-5756 川越市霞ヶ関北2丁目2-14

有料体験レッスン予約で、体験時ヒップスカーフプレゼント！！

5

家づくり学校

川越校

049-265-7422

川越市脇田本町15-10 三井生命川越駅前ビル9F 家づくりノートプレゼント

6

家づくり学校

川越校

049-265-7422

川越市脇田本町15-10 三井生命川越駅前ビル9F 家づくりノートプレゼント

7

一ノ瀬学園

049-222-7164

川越市六軒町2-22-1

8

Ima-iro

090-8008-0398 川越市今成1-10-27

9

おいも堂

きらり

後日、無料個別相談
（1時間）
を承ります

090-2237-1593 川越市脇田町15-15 古賀ビル1F

10 音楽教室Flugel

049-293-7878

11 カウニスクッカ

090-9104-0880 川越市下広谷1128-21

ホームページ制作料金1,000円引き

12 学習塾アプト＆ロボット教室

049-227-6393

川越市六軒町1-1-3 プルミエール川越３FB

入会金半額免除

13 カドヤ青果

049-231-1800

川越市霞ヶ関北4-21-10

冷たい飲み物１杯サービス

14 カラーサロンHinano

049-224-8587

川越市寺山134-32

カラー体験会へ無料ご招待

15 川合住宅設備株式会社

049-242-7477

川越市岸町2-10-25

16 川越角屋酒店

049-242-1734

川越市小室503

17 川越角屋酒店

049-242-1734

川越市小室503

049-236-3930

川越市小堤912

19 川越ふくろう接骨院

049-228-0077

川越市連雀町14-3

20 行政書士かわばた福祉法務事務所

049-225-5976

川越市岸町1-38-1-105

21 行政書士篠原法務事務所

049-239-3144

川越市小堤588-3

22 吟撰米屋「結の蔵」

049-222-0143

川越市宮下町1-12-7

23 金笛

049-297-0041

川越市幸町10-5

18 株式会社川越設計事務所

西営業所

笛木醤油

24 GLOBAL WAYS
25 医療法人広彩会

川越市脇田本町23-12 ミュージション川越204 入会時、入会金を50％ OFF

EMS治療
（寝ながら筋トレ腹部・膝）
体験無料
相談2時間無料
1500円以上のお買い上げで、われせんプレゼント！

090-4452-7800 川越市笠幡4461-13 ひなたビル101
ひろせクリニック

26 紅茶浪漫館シマ乃

049-222-1199

川越市新富町2-4-3 木村屋ビル3階

049-222-2715

川越市仲町5-11

10分間の無料相談
（ホームステイの事など）
日替わりデザートプレゼント
（店内でお飲み物をご注文のお客様に限
ります）
またはまちゼミスタンプ押印

27 コンパッソ税理士法人

川越事務所

049-224-2233

川越市菅原町11-2

白川ビル3F

中原町のシュエットのドリンクチケットサービス

28 コンパッソ税理士法人

川越事務所

049-224-2233

川越市菅原町11-2

白川ビル3F

中原町のシュエットのドリンクチケットサービス

049-233-1391

川越市霞ヶ関北3-1-11

ゆかたの下駄

29 株式会社嵯が野

お買い上げ1,000円引き

30 自家焙煎珈琲豆

川越

創

049-290-3068

川越市石原町2-48-39

コーヒー豆100ｇお買い上げで50円引き

31 株式会社

川越支店

049-245-0041

川越市新宿町1-16-6

うちわ・ミストファン納涼グッズプレゼント。無くなり次第終了

住協

32 シュシュフィットネス

050-5218-9022 川越市むさし野南6-12

33 ソニー生命保険株式会社

080-4793-9376 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル30F 個別相談時にスタンプ追加

34 ソニー生命保険株式会社

080-4793-9376 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル30F 個別相談時にスタンプ追加

35 株式会社タカインフォテクノ

049-246-5588

川越市脇田本町1-３ グランベル川越ビル4F

36 Te’PAN Le OMUS

049-298-6377

川越市幸町8-11 明文館201

37 税理士法人

049-242-6900

川越市脇田本町24-18

カードへ押印します。

38 ナチュリーラ

049-228-4949

川越市中原町1-5-1-1F

キッズシューズご購入orご予約で発育インソール1枚プレゼント

39 パソヤドットネット

0120-154-838

川越市的場2171-15

1000円の割引券、ネコ社員DVDプレゼント！

40 花むすび

080-4693-2829 川越市連雀町22-18

41 税理士法人 藤井会計

049-224-1223

長岡会計

川越市仲町13-7

来所でスタンプ１つ、相談で更に１つ押印します

42 ボイストレーニングスクールVoce（ヴォーチェ） 070-5347-6483 川越市脇田本町23-12-709

期間中にご入会頂くと入会金０円

43 ほけん百花川越クレアモール店

049-299-8726

川越市脇田町4-16 川越平和ビル1F

パンフレットお持ち帰りでスタンプ1個ゲット

44 街町のこえプロジェクト

049-299-6149

川越市霞ヶ関北3-1-15

番号

店舗名

電話番号

店舗所在地

サービス内容

45 株式会社松本醤油商店

049-222-0432

川越市仲町10-13

1000円以上お買いあげでミニビン醤油プレゼント

46 有限会社

049-244-4383

川越市中台南3-9-12

和室トータルコーディネート工事ご契約金額から10％引き

47 株式会社みやこ不動産

丸職健創

049-298-6555

川越市新富町2丁目33-8

まちゼミスタンプカードの１スタンプを進呈♪

48 木曜絵画 アトリエ albero

090-4937-8836 川越市今成1-16-34 1634artspace

絵画教室入会金無料

49 山﨑麻矢モダンバレエスタジオ

049-234-3947

川越市鯨井新田82-13 佐々木方

ご入会の方はわかばウォークでのイベントに参加できます。

50 山﨑麻矢モダンバレエスタジオ

049-234-3947

川越市鯨井新田82-13 佐々木方

追加ワークショップへのご案内

51 らしくrashiku

080-7718-2602 川越市下広谷1109-11

初回ご自宅診断3000円/90分を1000円/90分

070-3294-0616 川越市幸町2-13

お会計から５％オフ

52 れんたるきものや

寛kan

53 Y.

049-227-3934

川越市新富町2-33-17 TKビル202

54 文具のキムラヤ

049-224-5252

川越市新富町2-4-3

500円以上お買い上げの方にプチ福袋プレゼント

55 マドモアゼル ルゥルゥ

049-298-5558

川越市連雀町11-5

刺しゅう糸プレゼント

56 アトリエ椿

090-2529-0032 川越市脇田町15-15 古賀ビル2階

57 いいことクリエイション合同会社

049-223-3792

川越市六軒町2-21-11

58 株式会社牛村水道工業

049-231-0809

川越市大字的場2215-5

59 ウラニワフラワー

050-3743-5111 川越市今福334-12

60 ウラニワフラワー＆ナンディーナ工房

050-3743-5111 川越市今福334-12

61

エコキレ「リフォーム」・
「ルームクリーニン
049-227-6316
グ」・
「家事代行」

店舗で開催するイベントに来場すると粗品プレゼント
パステルアート教室500円引き
（1回限り）

049-224-8587

川越市寺山134-32

63 ガラス工房

049-226-0833

川越市仲町10-13

64 川合住宅設備株式会社
（なごみ倶楽部）

049-242-7477

川越市岸町2-10-25

65 杢和（Kiwa）工房

049-293-6702

川越市下松原518

66 紅茶浪漫館シマ乃

049-222-2715

川越市仲町5-11

67

kidsプログラミング＆＆サイエンス教室
codience

お会計から10％引き

川越市仙波町3-16-13

62 カラーサロン Hinano
ブルームーン

ハーバリウム講座500円引き
（１回限り有効）

日替わりデザートプレゼント
（店内でお飲み物をご注文のお客様に限
ります）
またはまちゼミスタンプ押印

070-1361-0111 川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越521

入会金5,000円を無料にします。

69 桜英数個別塾

049-299-6149

川越市霞ヶ関北3-1-15

入会時、初回の教材費
（2,160円）
が無料

70 手芸の山久

049-222-2082

川越市仲町1-9

ご来店時にスタンプ1個押印

71 手芸の山久

049-222-2082

川越市仲町1-9

ご来店時にスタンプ1個押印

049-298-4491

川越市大手町14-5 1F

68 櫻井印刷所

72 醬遊王国

川越時の鐘店

73 染色工房稲木

090-5525-3399 川越市仲町9-10

74 田嶋板金工業

川越市的場1-25-34

75 土工房陶芸教室

049-224-9319

76 ナンディーナ工房

090-8806-1974 川越市伊勢原町5-5-3 4-805

ワイヤー材料ご購入時、お会計から5%オフ

77 株式会社長谷川製作所

049-233-1021

川越市下小坂83-1

特になし

78 はないろ

049-270-5818

川越市安比奈新田247-2

お会計から5％オフ

79 Baby's Breath フェイスサロン
80 有限会社

丸職健創

川越市宮元町15-8

川越市南通町12-2
049-244-4383

川越市中台南3-9-12

和室トータルコーディネート工事ご契約金額から10％引き

81 木曜絵画 アトリエ albero

090-4937-8836 川越市今成1-16-34 1634artspace

絵画教室入会金無料

82 有限会社

049-222-2946

川越市仲町1-32

千円以上お買い上げで、
「川越風景絵葉書」1枚プレゼント

83 あやクリニック 歯科・皮ふ科

049-299-6106

川越市中原町2-2-1 NHK文化センタービル1階

84 ゑびすFC

049-298-4288

川越市小堤907-2-201

85 オークスポーツクラブ川越

049-241-0909

川越市旭町2-15-7

講座の受講でスタンプ１個ゲット

86 ガハハカイロプラクティック整体院

049-227-6870

川越市中原町1-6-2

初回の施術料金2,980円で行います。

87 川越鍼灸堂ana治療院

049-290-6932

川越市中原町2-13-27

来院時にinbodyによる身体の無料測定と個別アドバイス

88 川越ふくろう接骨院

049-228-0077

川越市連雀町14-3

EMS治療
（寝ながらできる筋トレ腹部or膝）
体験無料

89 岸田ダンスアカデミー

049-223-3843

川越市新富町1-11-2 シントミビル4F

入会金半額

90 共栄接骨院

049-226-3782

川越市新富町1-9-6 ライオンプラザ本川越103号室 ハイボルテージ特殊治療
（初回3,700円）
を千円
（税別）

91 医療法人財団献心会川越胃腸病院

049-225-6888

川越市仙波町2-9-2

92 医療法人広彩会

049-222-1199

川越市新富町2-4-3 木村屋ビル3階

便秘の資料

93 スタートランド

049-293-8588

川越市岸町2-36-8

入会金10,000円が無料！

94 ダイアナプログレス

049-249-1578

川越市脇田本町22-6-411

95 Dance＆Yoga Studio Sunny Piece

080-4836-1118 川越市松江町1-7-5

入会金50%OFF

96 total beauty salon Kanon

090-8047-6231 川越市松江町1-21-4 オークハイツ川越102

リラクゼーションメニュー40分3880円
（完全予約制）

97 ドリーミングKLB

049-228-4949

川越市中原町1-5-1-1F

98 ナチュリーラ＆5sセルフメンテナンス

049-228-4949

川越市中原町1-5-1-1F

クツ、インソールをご購入の方に足のマッサージ10分無料券進呈

100 Fitness Art IZAC LINK

049-257-6677

川越市豊田町2-2-9

１回2500円のとろ500円引き

101 耳つぼダイエットサロン椿

049-265-4959

川越市脇田町15-15 古賀ビル2階

施術500円オフ
（一回限り有効）

102 モリヤダンススタジオ川越

049-248-2772

川越市南台2-1-50 大晃ビル207

体験レッスン3000円を半額

103 ReRaKu川越クレアモール店

049-298-4630

川越市新富町1-1-1 ナカヤビル１Ｆ

利剣堂

並木印工房

本川越院
ひろせクリニック

99 5sセルフメンテナンス

肩甲骨ストレッチ～ほぐし体験～15分ワンコイン500円

104 株式会社旭日不動産（Wear Jewellery Nail） 090-7838-2903 川越市上野田町38-1

新規のお客様に、500円OFF

105 お肌とメイクの専門店 おぎの

0120-207-880

川越市新富町1-19-3

旅行用サンプルセット【一泊分】プレゼント

106 岸田ダンスアカデミー

049-223-3843

川越市新富町1-11-2 シントミビル4F

入会金半額

107 CPサロン

049-241-4667

川越市砂新田43-2 メゾンアイリス101

ハンドエステ
（要予約）

0120-136-218

川越市脇田本町1-9 MKビル7F

enna

108 株式会社シーボン

川越店

109 自宅ネイルサロン ジョリーママン

080-4671-3768 川越市今福1711-16

110 シュシュフィットネス

050-5218-9022 川越市むさし野南6-12

111 スタートランド

049-293-8588

川越市岸町2-36-8

112 ナチュラルショップBeena（美ナチュラル） 080-4452-5911 川越市笠幡4461-13 ひなたビル101
113 Baby's Breath フェイスサロン

ジェルネイル施術の方500円OFF
回数券
（チケット）1,000円引き！
お試しスキンケアセットご購入時に、美肌ジェルプレゼント

川越市南通町12-2

114 ポーラザビューティ川越モディ店

049-273-7857

川越市脇田町4-2 川越モディ5F

またゼミカードご持参でサンプルプレゼント

115 メナードフェイシャルサロン リノセス

049-272-7929

川越市脇田町12-3 アーバンS 305

サンプル プレゼント

主催者：川越商工会議所・川越まちゼミの会 ☎ 049-229-1850 川越市仲町 1-12

