
                     

 

 

 

  

 

 

 

 

⑲上沢 

Tumugi
つ む ぎ

 カフェ 

ウエルシア薬局 富士見上沢店 薬局 

 

⑪貝塚 

ふじみ野駅 

みずほ台駅 

市役所 

ぱれっと 

⑩鶴馬 

④鶴馬 

⑨諏訪 

③鶴瀬西 

 

鶴瀬駅 

⑥鶴瀬東 

⑳水谷 

クリーニングノア クリーニング 

 

⑦羽沢 

⑬東みずほ台 

⑫水子 

⑭水谷東 

①ふじみ野東 

⑩鶴馬 

富士見市社会福祉協議会 うさみんグッズ 

  

入間東部むさしの作業所（ぱれっと内のみ） 生花 

ふじの木作業所（ぱれっと内のみ） クッキー・マドレーヌ 

IMS グループイムス富士見総合病院 病院業 

コマツヤ 総合衣料 

 

④鶴馬 

鶴瀬毎日接骨院 柔道整復・鍼灸 

モード カナリヤ 婦人服 

3552 食堂 レストラン 

Café＆bistro VERT（ヴェール) カフェ・ビストロフレンチ 

ウェルシア富士見鶴馬店 薬局 

 

⑨諏訪 

沖縄家庭料理 ゆんたく亭 沖縄料理 

うどん工房 諏訪 うどん 

 

③鶴瀬西 

アサヒ電化 家電 

さいとう鍼灸整骨院 鍼灸院 

ワコールショップ ROCO 婦人服 

つるせの伊勢屋 和菓子 

みはる美容室 美容院 

（有）ヒラツカエナジー ガス器具・工事・修理 

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ岡田屋酒店 コンビニエンスストア 

旭鮨 寿司 

あさくら鍼灸接骨院 鍼灸・接骨・マッサージ 

エビスヤ酒店 酒類 

ヘアーサロンサタケ 理美容 

かのん 美容院 

ウェルシア薬局鶴瀬駅西口 薬局 

 

 ①ふじみ野東 

生鮮市場ふじみ野店田中青果 生鮮食品 

カフェゆい カフェ 

 

⑥鶴瀬東 

鶴瀬駅前市場内 田中青果 生鮮食品 

クシィ＆インドスパイス ケバブ 

クシィ カレー・インド料理 

自転車専門店ノムラサイクル 自転車 

（有）斉藤米穀店 米穀・食料品・燃料 

国畜精肉店 精肉、総菜等 

つるせ時計店 眼鏡・補聴器・時計 

床屋 SUN ふるはし 理容一般 

アトラススポーツ スポーツ用品 

（株）隈川写真館 各種写真撮影 

（有）ユモト家具 家具販売 

（有）押田商店 介護用品 

くぼたでんき 家電・製品販売・修理 

コトン パン 

アッシュ 美容室 

焼肉広場 カウベル 焼肉 

ウェルシア鶴瀬東店 薬局 

 

⑦羽沢 

柳田商店 ガス器具・工事・修理 

武蔵野そば そば・うどん 

knack
ナ ッ ク

 mobile
モ バ イ ル

 kitchen
キ ッ チ ン

  ピザ・パスタ・ドリンク 

 

⑬東みずほ台 

武田レッグウェアー（株） ソックス他 

みずほ台駅前市場内田中青果 生鮮食品 

こんがり亭 パン 

はまだ内科クリニック 病院業 

なかの接骨院 接骨院 

ウェルシア薬局 東みずほ台店 薬局 

 

⑭水谷東 

関野酒店 酒、食品 

東京スピードクリーニング クリーニング 

フジヘア 理容室 

キッチン Amino 洋食 

基礎化粧品フレンズ 化粧品 

めっけもん工房 オーダーペット服 

（有）三河屋酒店 酒類 

（有）花幸生花店 生花・鉢物 

鳥竹 精肉 

今井豆腐店 食品 

水谷ペット 小動物・ペット 

（有）皆川青果 青果 

パナハート ヤマザキ 家電 

居酒屋 こてつ 居酒屋 

クシィ or クシィ アジアン料理・カレー 

（株）富士見グリーンガーデン 剪定,伐採,植栽,外構 

ヒラマツクレープ  クレープ 

  

 

⑯三芳町/ 所沢市 

 新座市 

⑮西みずほ台 

やまもり みずほ台店 茶・のり・しいたけ 

ポーラザビューティみずほ台店 化粧品・エステ 

パン工房 おりひめ パン 

訪問看護ステーションストレングス 訪問看護 

田中青果西みずほ台店 生鮮食品 

ジャストメガネみずほ台店 メガネ・コンタクト 

Soup & Tea House 香音 洋食・スイーツ 

 

⑯三芳町/所沢市/新座市 

生鮮市場田中青果 三芳店 生鮮食品 

（株）小松医療商会 介護用品・医療機器 

埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ フットサルコート フットサルコート 

埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ バッティングセンター 

埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場 ボウリング場 

埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｺﾞﾙﾌ練習場 ｺﾞﾙﾌ練習場 

埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 天然温泉 日帰り温泉 

埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ にいざ温泉 日帰り温泉 

 

地域支え合いの仕組み うさみん商品券取扱加盟店 

２０２２年８月現在  順次拡大中 

お店の住所は社協ホームページに掲載しています。 

富士見市社会福祉協議会 

マスキャラ うさみん 

富士見市 
②ふじみ野西 

②ふじみ野西 

伊勢屋ふじみ野店 和菓子 

紋蔵庵ふじみ野店  菓子販売 

あい訪問リハビリマッサージ 訪問専門 医療保険適用 

TABLE
テ ー ブ ル  

 MOUNTAIN
マ ウ ン テ ン

 カフェ、ランチ 

※紋蔵庵ふじみ野店様、2022年8月で取扱終了となります。 

⑧渡戸 

⑧渡戸 

（株）斉藤喜兵衛商店 米・食品 

ウェルシア薬局 富士見渡戸店 薬局 

 
⑰勝瀬 

⑰勝瀬 

ヤマザキ Y ショップ新幸酒店 酒・米・食品・タバコ 

 

 

 

⑱東大久保 

⑱東大久保 

コミュニティ食堂そらいろ カフェ 

 

⑪貝塚 

（有）水村米穀店 米・小売 

フードショップイシカワ 青果・食料品・パン・菓子 

渡辺食品 豆腐・油揚・生揚・その他 

（有）住吉精肉店 牛・豚・とり肉・惣菜 

 

⑫水子 

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ富士見岡の坂店 コンビニエンスストア 

ごふくや 文具・衣料品 

（有）寿司和 和食・寿司 

 

⑲上沢 

 ⑳水谷 


