
うさみん商品券加盟店一覧

地域 店舗名 内容 郵便番号 所在地 電話　

ふじの木作業所　ぱれっと内 クッキー・マドレーヌ 354-0001 富士見市東大久保3655 049-254-0683

コミュニティ食堂そらいろ ランチ、カフェ 354-0001 富士見市東大久保355-3 049-293-1869

上南畑 入間東部むさしの作業所（ぱれっと内） 生花 354-0002 富士見市上南畑3262-1 049-252-5270

（有）寿司和 和食、寿司 354-0011 富士見市水子６５６５ 049-251-5811

セブンイレブン　富士見岡の坂店 コンビニエンスストア 354-0011 富士見市大字水子２７７３－１ ０49-254-7711

ごふくや 文具・衣料品 354-0011 富士見市水子２５７２－２ 049-251-2242

（有）渡辺食品 豆腐・油揚・生揚・その他 354-0012 富士見市貝塚2-2-14 049-254-4112

フードショップイシカワ 青果、食料品、パン菓子 354-0012 富士見市貝塚2-16-16 049-251-5585

（有）水村米穀店 米　小売 354-0012 富士見市貝塚2-13-10 049-251-3366

（有）住吉精肉 食肉販売 354-0012 富士見市貝塚2-4-102-4-10 049-252-4814

関野酒店 酒、食品 354-0013 富士見市水谷東１－２－１０ ０49-254-0947

今井豆腐店 食品 354-0013 富士見市水谷東2-56-16 048-472-6449

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

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

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

居酒屋　こてつ 居酒屋 354-0013 富士見市水谷東2-57-9 048-474-4100

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

（有）三河屋酒店 酒類 354-0013 富士見市水谷東2-56-12 048-472-9453

（有）花幸生花店 生花・鉢物 354-0013 富士見市水谷東2-56-14 048-473-1606

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

水谷ペット 小動物・ペット 354-0013 富士見市水谷東2-56-16 048-473-3357

めっけもん工房 オーダーペット服 354-0013 富士見市水谷東2-47-9 048-474-0037

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

基礎化粧品フレンズ 化粧品 354-0013 富士見市水谷東2-47-11 048-476-1176

アジアン料理　クシィ　or クシィ カレー 354-0013 富士見市水谷東2-56-11 048-485-9699

（株）富士見グリーンガーデン 造園業 354-0013 富士見市水谷東2-45-17 048-423-8161

ヒラマツクレープ クレープ 354-0013 富士見市水谷東1-27-10アットキャビン井上102 080-1079-8428

水谷 クリーニングノア クリーニング 354-0014 富士見市水谷2-8-9 049-255-4551

武田レッグウェアー（株） スポーツ、健康ソックス製造販売 354-0015 富士見市東みずほ台1-11-10 ０49-251-4332

みずほ台駅前市場内　田中青果 生鮮食品 354-0015 富士見市東みずほ台２－６－８ 049-251-4286

こんがり亭 パン 354-0015 富士見市東みずほ台2-9-12　ｴｸﾚｰﾙ101 049-254-3137

はまだ内科クリニック 医療 354-0015 富士見市東みずほ台3-24-6 049-268-7100

なかの接骨院 接骨院 354-0015 富士見市東みずほ台2-9-12-102 049-253-2310

ウェルシア薬局富士見東みずほ台店 ドラッグストア 354-0015 富士見市東みずほ台1-10-11 049-275-2511

ウェルシア富士見東みずほ台駅前店 ドラッグストア 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1階049-268-1681

㈱埼玉スポーツセンター 温浴　他 354-0017 富士見市針ヶ谷２－１０－１４ 049-254-1355

ポーラザビューティーみずほ台店 商品、エステ 354-0017 富士見市針ヶ谷1-1-3 049-254-9222

やまもり　みずほ台店 茶、のり、しいたけ 354-0018 富士見市西みずほ台１－２０－４　さつき１０２ 049-254-4141

訪問看護ステーション　ストレングス 訪問看護 354-0018 富士見市西みずほ台3-11-10シャルルみずほ２階Ｂ 049-265-5641

パン工房おりひめ パン 354-0018 富士見市西みずほ台1-21-20 049-253-3180

生鮮市場西みずほ台 青果・精肉・鮮魚 354-0018 富士見市西みずほ台3-3-6 049-256-7711

すえはら接骨院 接骨院 354-0018 富士見市西みずほ台2-2-9阿部ビル1F 049-255-9233

ジャストメガネ　みずほ台店 メガネ　コンタクト販売 354-0018 富士見市西みずほ台1-22-18寿ハイツ101 049-255-6366

Soup & Tea House 香音 洋食・スイーツ 354-0018 富士見市西みずほ台1-1-7NRビル2階 049-257-4475

医療法人財団明理会　イムス富士見総合病院 病院業 354-0021 富士見市大字鶴馬１９６７－１ ０49-251-3060

コマツヤ 総合衣料 354-0021 富士見市鶴馬1-24-4 049-255-7775

富士見市社会福祉協議会 衣類・雑貨 354-0021 富士見市鶴馬1932-7 049-254-0747

鶴瀬毎日接骨院 柔道整復 354-0021 富士見市鶴馬3468-1 049-268-6133

モード　カナリヤ 婦人服 354-0021 富士見市鶴馬2597-7 049-253-4509

3552食堂 飲食 354-0021 富士見市鶴馬3552 049-293-3611

かのん　 美容室 354-0021 富士見市鶴馬2610-4 049-265-8204

Café&bistro VERT（ヴェール） カフェ・ビストロフレンチ 354-0021 富士見市鶴馬3501-17 049-253-6116

ウェルシア富士見鶴馬店 ドラッグストア 354-0021 富士見市鶴馬3-32-22 049-268-7551

ウェルシア鶴瀬駅西口店 ドラッグストア 354-0021 富士見市大字鶴馬2615番地2 049-275-1551

沖縄家庭料理　ゆんたく亭 沖縄料理 354-0023 富士見市諏訪1-2-1 049-257-4008

うどん工房　諏訪 うどん 354-0023 富士見市諏訪2-1-10 049-252-1920

（有）押田商店 介護用品 354-0024 富士見市鶴瀬東2-12-1 049-251-0506

国畜精肉店 精肉、惣菜等 354-0024 富士見市鶴瀬東1-10-35 ０49-251-0767
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自転車専門店　ノムラサイクル 自転車販売・修理 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－１0 049-251-6147

(有）斉藤米穀店 米穀・食料品・燃料販売 354-0024 富士見市鶴瀬東１－１０－２ 049-251-0153

くぼたでんき 家電、製品販売、修理 354-0024 富士見市鶴瀬東2-2-16 049-251-0748

（有）ユモト家具 家具販売 354-0024 富士見市鶴瀬東1-8-6 049-251-1006

（株）隈川写真館 各種写真撮影 354-0024 富士見市鶴瀬東1-8-20 049-251-0476

つるせ時計店 眼鏡、補聴器、時計、その他 354-0024 富士見市鶴瀬東1-11-39 049-251-2887

アトラススポーツ スポーツ用品 354-0024 富士見市鶴瀬東1-6-28 049-251-4338

床屋SUN　ふるはし 理容一般 354-0024 富士見市鶴瀬東1-11-37 049-251-1035

ブーランジェリーコトン パン 354-0024 富士見市鶴瀬東1-9-29メゾンベルクール102 049-293-9498

アッシュ美容室 パーマ、カット、着付け 354-0024 富士見市鶴瀬東2-19-2廣瀬ビル101 049-255-4062

インドネパール料理　クシィ カレー 354-0024 富士見市鶴瀬東2-6-32 049-293-1719

焼肉広場カウベル 焼肉 354-0024 富士見市鶴瀬東1-2-35 049-257-4529

ウェルシア薬局富士見鶴瀬東店 ドラッグストア 354-0024 富士見市鶴瀬東2-7-43 049-275-1251

コンビニエンス岡田屋酒店 コンビニ・タバコ・米穀・お酒・灯油 354-0026 富士見市鶴瀬西２-６-６ 049-251-0815

みはる美容室 美容院 354-0026 富士見市鶴瀬西2-4-23 049-252-6045

さいとう鍼灸整骨院 鍼灸院 354-0026 富士見市鶴瀬西2-4-19 049-203-0136

ワコールショップROCO 婦人服 354-0026 富士見市鶴瀬西2-4-19 049-252-5464

（有）ヒラツカエナジー ガス器具・工事・修理 354-0026 富士見市鶴瀬西2-4-25 049-251-0764

つるせの伊勢屋 和菓子、おにぎり 354-0026 富士見市鶴瀬西2-4-21 049-251-1464

アサヒ電化 家電 354-0026 富士見市鶴瀬西2-11-32 0149-251-2626

エビスヤ酒店 酒類 354-0026 富士見市鶴瀬西3-18-1 049-251-5070

旭鮨 寿司 354-0026 富士見市鶴瀬西3-16-17 049-251-1875

あさくら鍼灸接骨院 鍼灸・接骨・マッサージ 354-0026 富士見市鶴瀬西2-5-4 049-252-2525

ヘアーサロンサタケ 理美容 354-0026 富士見市鶴瀬西2-14-8 049-252-0921

ウエルシア鶴瀬西店 ドラッグストア 354-0026 富士見大字鶴馬2615-2 049-275-1551

勝瀬 ヤマザキYショップ　新幸酒店 酒、米、食品、たばこ 354-0031 富士見市勝瀬499-28 049-251-0284

（株）斉藤喜兵衛商店 米 食品 354-0032 富士見市渡戸2-2-5 049-251-0059

ウェルシア薬局富士見渡戸店 ドラッグストア 354-0032 富士見市渡戸1-12-19 049-275-8313

柳田商店 ガス器具・工事・修理 354-0033 富士見市羽沢３－２－６ 049-251-0474

武蔵野そばや そば・うどん 354-0033 富士見市羽沢1-16-23 049-251-3483

knack mobile kitchen(ﾅｯｸ ﾓﾊﾞｲﾙ ｷｯﾁﾝ） ピザ・パスタ・ドリンク 354-0033 富士見市羽沢1-27-16 049-211-5806

Tumugi（つむぎ） おやつ、コーヒー 354-0034 富士見市上沢1-17-31 049-214-1292

ウエルシア富士見上沢店 ドラッグストア 354-0034 富士見市上沢1-19-33 049-275-6035

伊勢屋ふじみ野店 和菓子 354-0035 富士見市ふじみ野西1-21-1-102 049-293-1645

あい訪問リハビリマッサージ あん摩マッサージ、鍼灸治療 354-0035 富士見市ふじみ野西1-24-5コリーヌふじみ野206 049-257-6630

TABLE  MOUNTAIN（テーブル マウンテン） ランチ、カフェ 354-0035 富士見市ふじみ野西1-24-1-2F 080-2008-2427

生鮮市場ふじみ野店　田中青果 生鮮食品 354-0036 富士見市ふじみ野東４－１０－１３ 049-267-1833

カフェゆい 飲食業 354-0036 富士見市ふじみ野東1-16-6ピアザ☆ふじみ内 049-268-5656

三芳町 生鮮市場三芳町店　田中青果 生鮮食品 354-0041 入間郡三芳町藤久保5295 049-274-1230

埼玉スポーツセンター　フットサルコート フットサルコート 359-0011 所沢市南永井1116 042-944-2278

埼玉スポーツセンター　バッティングセンター バッティングセンター 359-0011 所沢市南永井1116 042-944-2277

埼玉スポーツセンター　ボウリング場 ボウリング場 359-0011 所沢市南永井1116 042-944-2278

埼玉スポーツセンター　ゴルフ練習場 ゴルフ練習場 359-0011 所沢市南永井1116 042-944-2277

埼玉スポーツセンター　天然温泉 日帰り温泉 359-0011 所沢市南永井1116 042-946-4126

新座市 埼玉スポーツセンター　にいざ温泉 日帰り温泉 352-0022 新座市本田2-1-5 048-479-4126
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