伴走型小規模事業者支援推進事業

60

サ
ー
援
ビ
応
ス
し
ら
く あなたの“欲しい”が、きっと見つかる！
くらし応援サービス60は、
“家族を大事にしたい方”
“健康でいたい方”
“オシャレをしたい方”
“仕事や勉強を頑張りたい方”
“プレゼントをしたい方”
“生活全般を改善したい方”
にむけた6つのカテゴリーを設け、
各お店の自慢の商品・サービスを紹介しています。
あなたが求める、
商品・サービスがきっと見つかります！
より充実した生活の一助として
「くらし応援サービス60」
を
ご活用ください。

深谷市地域通貨ネギープレゼント！

「美味しい」
も

「楽しい」
も

「便利」
も

深谷で買うとイイコトあるね♪

「地元消費」
を呼びかけよう！

「くらし応援サービス60」
掲載のお店で配布さ
れる応募券
（各店先着10名）
に、
必要事項を記
入し、
12月31日までにご応募いただくと、
抽選
で 10 0 名 様に深 谷 市 地 域 通 貨 ネ ギーを
3,000ネギー分プレゼント！
この機会に、
ぜひ掲載店舗をご利用ください！

※当選者の発表は、
賞品発
送をもってかえさせてい
ただきます。

家族を大事に
したい

①サイクルセンタースズキ
048-571-1181
3台
深谷市本住町6-31
9：30～18：00
毎週水曜日、第3火曜日
!
オススメ

なし
2台
深谷市西島4-3-39
https://fukayakichi.com/
10:00～14:00
月火水金土日
（営業日：木曜日）

子乗せ電動アシスト自転車

小さな子どもは、お父さんやお母さんと一緒に乗る自転車が大好き
です。電動アシスト自転車は、保育園や幼稚園の送り迎え、お買い物を
もっと楽しく、もっと快適にしてくれます。皆さまのがんばる毎日をが
んばらなくていい電動アシスト自転車で！
家族を大事に
したい

048-571-0344
深谷市仲町2-6
10：00～19：00
水曜日
!
オススメ

!
オススメ こどもリメイク古着

１
６４，
０００円（税込）～

③メガネのオオノ

1,000円（税込）～

古着をリデザインしたリメイク古着です。
モノがあふれるいま、地球にやさしく、家計にやさしく、着心地がやさ
しくて、
こどもにやさしい、めぐりめぐってみんなにやさしい、かわいく
て少し個性的な、世界に一つだけのお洋服をつくっています。

④スクール専門店 フクノヤ

3台

!
オススメ

大切なご家族との楽しい時間を快適に過ごす為に、補聴器をお試し
しませんか？当店では補聴器の使い心地をご自宅でお試しいただけ
るようにお貸し出しも行います。是非ご相談下さい。

家族を大事に
したい

特上寿司

⑥児童発達支援BAMBOOHAT KIDS深谷駅前教室

家族を大事に
したい

⑦トラベルユニット

!
オススメ

家族を大事に
したい

048-575-5932
9台
深谷市国済寺331-1
https://kokusaiji.com
平日9：00～12：00/15：00～20：00 土曜日9：00～12：30
日曜日・祝日

色々な所へ通院したけど良くならない。検査をしても異常は無いでも
痛い。産後の骨盤が気になる。交通事故でのむち打ちが痛い。など大
切なご家族の方がお悩みではありませんか？ご家族に合った施術が
あるはずです。
まずは痛みについてご相談下さい。

⑩ことぶきアートプロダクション

048-594-8991
24台
深谷市上野台83-1
https://1024-didi.shop-pro.jp/
10:00～17:00
木曜・第2・3日曜

子供服

家族を大事に
したい

!
オススメ おまかせコース
（症状によりコースは異なります） 750円
（税込）
～

『家族旅行』といってもいろんな関係があると思います。親、子、夫婦、
孫、祖父母、兄弟、姉妹、親戚、ペットなど・・旅行終了まで皆様の家族
一員となりお手伝いさせていただければと思います。家族の思い出を
増やしていきましょう！

!
オススメ

★市町村の発行する受給者証が必要です。

⑧こくさいじ接骨院

国内旅行

⑨didi Select Shop

児童発達支援

バンブーハットキッズ深谷駅前教室は、
０歳から就学前の発達や知的
に遅れを持つお子様を対象にした児童発達支援教室です。
行動分析学を活用し、個別トレーニング、保護者の方向けのペアレン
トトレーニングなど、実践的で具体的な支援を行います。

048-571-9911
5台
深谷市国済寺34-4
https://www.travel-unit.com
10:00～18:00
木曜日・年末年始
!
オススメ

家族を大事に
したい

048-598-5506
5台
深谷市西島町3-3-8
https://www.bamboohat.net/
8:30~17:30
土日祝

3,300円（税込）

当店自慢の特上寿司です。
インドマグロやウニ、
イクラなど厳選した高
級なネタを贅沢に使用した絶品のお寿司です。お誕生日や記念日な
ど、大切なご家族のお祝い事に美味しいお料理を添えて楽しいひとと
きを過ごしませんか？

近隣幼稚園から高校制服
までの各種学用品

学生服の専門店です。中学制服は12月より、高校制服は合格日より採
寸しております。当店は保護者様のお手伝いをさせて頂きたく、小学
校体操着の名前プリントや制服は成長に応じたサイズアップのお直
しにも力を入れております。気軽にご来店ください。

048-573-0101
8台
深谷市稲荷町1-10-6
https://www.instagram.com/adachi_sushimasa_oﬃcial/
11：30～14：00 17：00～23：00
水曜日
!
オススメ

家族を大事に
したい

048-571-2100
10台
深谷市西島町2-21-27
http://school-fukunoya.com/
10：00～19：00
水曜日

補聴器

⑤鮨政 あだち

家族を大事に
したい

②なんでもないやさん きち

ご予約はHP内お問い合わせフォーム
または公式LINE＠616ocahmへ
深谷市田谷
1台
https://ekakiya-tanio.com/
10：00～16：00
水曜日
!
オススメ ベリーペイント オリジナルコース
13,200円（税込）

1,500円（税込）～

韓国子供服1,500円～お子様とママさんでお揃いできるアイテムも！
SIZEは70cm～160cmまで豊富に揃っています。月に1回は子供か
ら大人まで楽しめるイベントも開催しています。

家族を大事に
したい

ベリーペイントをご存知ですか？マタニティペイントとも呼ばれ、妊
婦さんのお腹に絵を描き赤ちゃんの健やかな成長と安産を願います。
オリジナルコースではお子様と一緒に手形アートなど、
ご希望に合わ
せたデザインをペイントすることもできます。

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

⑪昇仙園 ますせん茶店

健康でいたい

048-571-0126
深谷市深谷町8-6
9：00～18：30
水曜日
!
オススメ

⑫おおとも接骨院

2台

健康でいたい

048-573-9922
3台
深谷市仲町2-28
https://s.ekiten.jp/shop_553436/
9:30~12:00 14:00~18:00（土曜日は17:00まで）
木曜日、
日曜日、
祝日

探してみよう！好きなお茶

!
オススメ

1,080円（税込）

女性のための筋膜リリース

2,980円（税込）

おうち時間で過ごす寒い日にはカテキン（勝て菌）たっぷりの日本
茶！！現在発売中のものと、これから年末に向けて新商品が続々入荷
します。おいしいお茶を飲んで健康に過ごしましょう。自分にまたは大
切な方へのギフトにも◎ さぁ当店で一緒に探してみませんか。

首・肩・腰がつらい、体型が崩れてきた。そんな女性に特化したボキッ
とやらない当院独自の筋膜リリースがオススメ。姿勢・呼吸・便通・不
眠にまで影響することも。通常5,500円のコースをまずは体験コース
として受けてみては。女性限定、予約不要。

⑬ふとんの大栄釡屋

⑭コンパスウォーク深谷

健康でいたい

048-571-0450
深谷市仲町2-8
9：30～19：00
水曜日
三つ折りにして収納できます。

!
オススメ

4台

健康でいたい

048-579-5307
3台
深谷市上野台3395-2
https://keigo-group.co.jp
8：30～17：30
土・日

B-AIR PRO敷マット
49,500円（税込）

!
オススメ リハビリ半日型デイサービス

介護保険

※ご購入の方にバスタオル・フェイスタオル（3本）
セットをプレゼント

≪身体のラインに合わせた快適設計≫腰に当たる部分を超高密度に
硬くすることで体圧が分散。身体への負担を軽減し、寝返りをサポー
ト！また中材を取り出し、ご家庭で洗えて清潔です。寝ることが楽しみ
になること間違いなし!！是非お試し下さい。

⑮大慶堂 漢方薬局

健康でいたい

リハビリに特化した半日型のデイサービスです。
レクレーションなど
はなく、健康になるため、筋力・体力アップを目指します。理学療法士
や柔道整復師、整体師たちが毎回お体の状態を確認し、一人一人に
あったリハビリやマッサージを提供します。

⑯ignis coffee

048-574－9331 10台
深谷市上柴町西1-17-10
https://taikeido.jp/
10：00～19：00
日曜日、祝日
!
オススメ

板藍のど飴

健康でいたい

090-4967-2508 1台
深谷市上柴町西3-17-13深谷昭和ビル103号室
http://igniscoﬀee.com/
8:00～18:00
月火
!
オススメ ランチ

500円（税込）

1,100円（税込）

ちょっと喉がイガイガした時やおかしいなと思った時に板藍根を使
用した板藍のど飴をなめると喉がすっと楽になります。風邪が流行る
時期にはいつも常備しておくと心強い味方になります。通院時・外出
時・喉をよく使うご職業の方におすすめです。

当店のランチは素材の旨みを存分に味わっていただけるよう良質な調
味料でじっくり丁寧に仕上げております。
旬のお野菜を使ったスープはじ
んわりとした野菜本来の甘みがあり特にご好評いただいております。
お
腹を空かせていらしてくださいませ。
ご来店お待ちしております。

⑰HARU

⑱IRONOWA ヨガスタジオ

健康でいたい

090-2757-3062 1台
深谷市上柴町西5-15-20
http://lin.ee/c7H4c6G
10：00～18：00（最終受付17：00）
月曜日

090-3522-6118
6台
深谷市上柴町西6-1-4 エトワール101
https://ironowa.me
10：00～21：00
日曜日

!
オススメ ねっこりとり＆ヘッドマッサージ
60分コース初回限定 4,900円（税込）

「ねっこりとり」
とは表面的なコリを揉み解すのではなく、その奥にあ
る根本的な原因のコリをピンポイントで改善していく施術になります。
首、肩コリ、腰痛にお悩みの方、体の軽さを取り戻したい方にオススメ
です。是非お試し下さい。

⑲和食レストラン葉菜ミドリー静乃

健康でいたい

!
オススメ ヨガ レッスン

3,000～12,000円（税込）

深谷市で小さな小さなヨガスタジオを営んでおります。
ヨガの素晴らしさはもちろんですが、
ヨガのある暮らしの素晴らしさ
を伝えています。また、4人の子供を育てる母親として、若いママたち
の役に立つような情報をシェアしています。

⑳りらっくす すまいる

048-575-2914
25台
深谷市上柴町東3-21-29
11：00～15：00（14：00ラスト）
日曜日（臨時あり）
!
オススメ

健康でいたい

048-551-6335
11台
深谷市上柴町東5-15-20
http://smile.takesetsu.com/
9:00～20:00
祝日午後

惣菜バイキング

!
オススメ もみほぐし 60分

1,200円（税込）～

「野菜をたくさん食べる」をコンセプトにヘルシー＆ビューティーにこ
だわりました。
おいしい野菜と穀物を沢山食べて身体の中から綺麗にしましょう。

健康でいたい

2,980円（税込）

体調を整えるのは大切なこと！ 経験豊富なスタッフによる極みの技
で、からだリフレッシュ♪ 当方では、皆様の健康をサポートするため、
いろいろなサービスを提供しています。
「すまいる(^^♪」
でお待ちしております♪ぜひご利用ください。

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

㉑nail salon Rejouir

オシャレしたい

㉒ほそ路 宿根店

048-546-0338
1台
深谷市岡2665-5
http://www.nail-rejouir.com
9：30~19：00(最終受付)
不定休

オシャレしたい

048-571-3492
深谷市宿根462-1
10：00～18：00
木曜日

5台

!
オススメ ジェルネイル(ワンカラ―)
6,000円（税込）

!
ト
オススメ デザイン切り替えニッ
2,519円（税込）

当店ではジェルネイルが少しでも長持ちするように丁寧な施術を心
がけております。ネイル初心者の方もジェルの持ちが悪く悩んでいた
方も是非一度お試しください。初回半額キャンペーンもやっておりま
す！お待ちしております。

ゆったりとしたシルエット、やわらかい着心地、温かくて機能的。そし
て、なんといっても おしゃれ
この冬お気に入りの１枚をほそ路
で見つけてみませんか？お出掛けする事が楽しくなる商品を多数揃
えて皆様をお待ちしております。

㉓美容室ペルファヴォーレ

㉔クリーニングアライ

オシャレしたい

0120-700-248
2台
深谷市東方町2-11-18
9:00～18:00
日曜日、第3月曜日

オシャレしたい

048-571-7708
4台
深谷市本住町15-12
http://cleaning-arai.fcciweb.jp/
9:00～19:00
木曜日

!
オススメ スチームで髪を潤します

!
オススメ

新規のお客様20％off

感動しみ抜き匠抜き

1箇所３３０円
（税込）
～

密にならない完全予約制。1対1の接客で優雅におしゃれしません
か？モビルドスチームの力で、パーマやカラーを髪を潤しながら施術
します。
当店は、ヘアドネーション賛同サロンです。

洋服はシミや汚れがついていると生地が傷んで、洋服の寿命を縮めて
しまいます。当店では匠抜きの技術で、通常では落ちきれないシミや汚
れを落とす事で、洋服を大切に長く着るお手伝いをしています。落ち
なくて諦めていたシミは当店にお任せ下さい。

㉕Ｋメガネ

㉖ヘアーサロン エンビィ

オシャレしたい

048-570-4188
2台
深谷市深谷町8-7
9:00～19:00
月曜日、
第2・第3火曜日

048-571-2920
2台
深谷市稲荷町2-3-6
9：00～19：30
水曜日
!
オススメ

オシャレしたい

MORELのメガネ

!
ト
オススメ メンズカッ

18,500円（税込）

4,000円（税込）

フランスの老舗ブランド
『ＭＯＲＥＬ』の丸フレームメガネです。かけ心
地の良さと機能性を追及した老舗ブランドの技術力には日本でも多
くの愛用者がおり、多くの有名人、芸能人にもファンがいます。ぜひ一
度、そのかけ心地の良さをご体感ください。

お客様ひとりひとりに喜ばれるスタイル作りの提案と、丁寧な施術を
心がけています。お子様からご年配の方まで、どんな年齢の方でもお
待ちしています。予約優先のため、お越しの際には、事前にお電話での
連絡をよろしくお願いします。

㉗eyelash＆hairmake jeen

㉘select shop T’S RESORT

オシャレしたい

048-579-5818
4台
深谷市深谷町66-1
https://jeen-fukaya-eyelash.com
9：00～19：00
不定休

オシャレしたい

048-574-5858
5台
深谷市上野台168-2
http://tsresort.jp
11:00～19：30
水曜日

!
オススメ まつ毛エクステ
・まつ毛パーマ

!
オススメ

国内外セレクト商品

マスクによる湿気でまつ毛が下がってしまう、毎日のメイクが面倒、マ
スカラが滲んでパンダ目になってしまう、自まつ毛が短い。
こんなお悩
みをお持ちの方、ぜひご相談ください♪

洋服を中心に靴下からバッグ、
アクセサリーまで自分で選んだものを
販売しています。手軽に購入して安易に捨てられてしまうものではな
く、永く愛着の湧くものを見つけてご提供したいと思っています。その
ために、気軽に入っていただけるお店作りを目指しています。

㉙カプート上柴店

㉚Porte Bonheur【ポルトボヌール】

オシャレしたい

048-575-3501
13台
深谷市上柴町東4-1-13
http://1010-64.com
平日8：30～19：00 土日祝8：30～17：30
なし
!
オススメ

048-579-0888
13台
深谷市小前田2822-3
https://portebonheur-salon.com
10：00～17：00
不定休

白髪染め（1ヶ月以内の再来店）

!
オススメ ブラジリアンWAX脱毛
1，
000～7，
000円（税込）

1,870円（税込）

生えぎわや根元の白髪が気になり出したら要注意。5歳見た目年齢で
損をしています。白髪のメンテナンスはこまめにしましょう！1ヶ月に
1回リーズナブルに染めてください。※白髪染め（初めて来店・1ヶ月
以上の再来店）は、2,970円となります。

オシャレしたい

当サロンでも人気のワックス脱毛！！VIO・フェイシャル・ノーズ・ワキ・
うなじなど、あらゆる部位をその場で即効ツルツルすべすべに♪

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

仕事や勉強を
頑張りたい

㉛彩北進学塾

河田式英会話学習法（The Kawata Method）主宰 河田英一事務所

連 hmiyuki50+English@gmail.com

048-575-3291
3台
深谷市栄町17-2
https://saihoku-juku.com/
14:00～22:30
日曜日
!
オススメ

深谷市深谷町11‐11
9:30～12:30、
19:30～21:30
日、
祝、
第1・3土

!
オススメ

週１回の
「英語単科コース」

月額１
３，
６１
０円（税込）

中学１・２年生対象「英語単科コース」。新しい教科書で授業が分から
ない、英語が全然理解できないと困っている皆さん、選べる週１回「英
語単科コース」で頑張ってみませんか。教科書内容理解、文法問題演習、
長文読解で苦手を得意に変えましょう。
仕事や勉強を
頑張りたい

33PROHANDS  プロハン

34教育空間

35SAYAMAアリオ深谷

仕事や勉強を
頑張りたい

!
オススメ

仕事や勉強を
頑張りたい

仕事や勉強を
頑張りたい

38株式会社ヤマモトジム
048-573-3611
5台
深谷市上柴町東6-13-13
9：00～18：00
日曜・土曜・祝日
!
オススメ

次亜塩素酸水生成器
ポータブルクリン・テ

32，
780円（税込）

水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけ。3分
～5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内蔵でどこでもご
利用いただけます。ランニングコストは、生成１回約25円（280ml）

仕事や勉強を
頑張りたい

40ウェルサポー

048-572-3497
5台
深谷市折之口831-2
https://sgbms-fukaya-piano.com/
10：00 ～20：00
日曜日、祝日

048-579-0300
13台
深谷市小前田2822-3
https://www.fukushishikaku.com
10：00～16：00
土日

!
ノコース他
オススメ プレ・ピア
6,600円（税込）～

“ピアノを弾く”前段階 導入期を細分化し五感を育みながら無理なく
楽しめるレッスンを展開。プレピアノコースでは幼児の特性を活かし
“どれみ”の音を擬人化させた「どれみフレンズ」と一緒に巧緻性や集
中力自発性を養い音楽の“素地”を育みます。

珠算・書道

「読み書きそろばん 今も昔もこれからも」子供の目線で指導を行っ
ています。また、
「 先輩が後輩の面倒を見てあげる。」先輩の塾生が筆
の洗い方や道具の片付け方等を教えてあげる。少子化で兄弟姉妹の
居ない子供たちも直ぐに塾に慣れます。

!
オススメ キッズプログラミング教室
6,500円（税込）

39そがべピアノ教室  深谷藤沢教

仕事や勉強を
頑張りたい

090-1509-2643
無
深谷市上野台2190-3
珠算 16：00～18：00
書道 金曜日18：30～20：30・土曜日14：00～16：00
不定休

048-575-0774
4台
深谷市上柴町東5-15-20 2F
https://fukayapcschool.jp/
10：00～ ※現在は予約の方のみ
不定休

小学生からのプログラミング教室です。月・水曜日の夕方から、土曜日
は午前中に開講しております。楽しみながら、プログラミングを覚える
ことによって「問題解決能力」
・
「論理的思考」など、子供の将来の可能
性を広げてみませんか？

学習塾

36吉田珠算書道

!
オススメ シヤチハタ・オリジナルスタンプシステム
「OSMO」 550～1,650円（税込）

37パソコン教室まなら

仕事や勉強を
頑張りたい

講師全員、教員免許を持っています！小学1年生から中学3年生まで5
教科を年代、個性に合わせた学習方法で！仲間と一緒に切磋琢磨して
いくグループ指導と、基礎から発展問題まで行える個別指導も対応し
ます。各種検定、定期テスト対策も！

048-572-0381
1390台
深谷市上柴町西4-2-14
https://sayama-net.com
10:00～21:00
年中無休

県内2台のみのオーダーメイドハンコ機「オスモ」でオリジナルスタン
プを♪お子様や生徒さんの評価印、マスク姿での名刺交換用に顔写
真スタンプ、お店のポイントカード用ハンコ、
シーズン行事や記念日な
ど使い方は無限大。その場でスグ作れます！

個 別:月額8,000円（税込）
（40分×2回）
グループ:月額6,000円（税込）
（50分×2回）

きたが

!
オススメ

1,10０円（税込）～

仕事や勉強を
頑張りたい

発音を丁寧に学べる英会話教室（河田式英会話学習法）

048-571-7770
3台
深谷市田所町17-6
http://www.kyouikuku-kitagawa.com/
14：30～22：00
土曜日・日曜日

LEDヘッドライト

秋も深まり、仕事をするのに少しでも灯りが欲しい今日この頃。頭に
付けて見る方向を自由に照らせます。電源も電池式、充電式、またそ
の兼用タイプから選べ、LEDライトも、より小型軽量で明るさもアッ
プし使いやすくなりました。価格は￥1,100～

1台

オンライン授業に対応！発音に特化した英会話教室♪多くの方が“通
じる英語の発音”ができるようになったことを実感しています 生徒
さん一人ひとりとのやり取りを大切に、英語とは一体どんな言語なの
か、丁寧にわかりやすくお伝えします。

048-573-8362
10台
深谷市田所町3-16
https://www.prohands.jp/
7：00～19：00
不定
!
オススメ

仕事や勉強を
頑張りたい

!
オススメ

福祉講座

8,000円（税込）～

ウェルサポートでは福祉に特化した講座を開講しております。
福祉の仕事がしてみたい、福祉の資格を取得したい、介護の知識や技
術をもっと身につけたいとお考えの方。ウェルサポートで共に勉強し
てみませんか。あなたのやる気を応援します！！

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

プレゼントを
したい

41西倉西間

048-585-2432
15台
深谷市岡2-23-23
https://nishikura-seimado.com/
8：30～19：00
水曜日（月１回火曜日連休）

048-571-1002
深谷市東大沼139
8:00～17:00
土日祝日

!
ト！
オススメ １歳のお祝いにお誕生３ッ点セッ
9,599円（税込）

お子様・お孫様の初めてのお誕生日のお祝いにプレゼントしてはいか
がですか？①１升餅②１升枡サイズのお誕生ケーキ③お赤飯１升分
をセットで11,556円→9,599円でご注文を承ります。
※＋600円で写真入りのケーキにできます。
（通常は、写真は入っておりません）
プレゼントを
したい

43川本山陽

オリジナルのメッセージやお名前を入れてプレゼントや、お店の開店
祝、〇周年の記念品など。記念日等の大切な方へ贈物に最適です。商
品は、一つずつ丁寧に手仕上げをしております。もちろん一点からご
注文をお受けいたします。
プレゼントを
したい

44信州

!
オススメ

440円（税込）

プレゼントを
したい

45太田
048-571-0632
深谷市深谷町2-8
9:00～18:00
水曜日
!
オススメ

048-571-0073
深谷市深谷町9-45
9:00～18:00
水曜日

渋沢栄一ミニタオル

祝一万円札！9年前からお札にする運動で作っていたミニタオル。当
時は全く売れませんでした。お札に決定前から趣味で栄一グッズを
作っていたはんこ専門店川本山陽堂。渋沢グッズは多分日本で一番
開発製造しており、
ここだけのグッズを好評発売中！

!
オススメ

2,311円（税込）

48古伝餡

プレゼントを
したい

祝渋沢栄一翁和菓子セット

３,５００円（税込）

わが町誇る渋沢栄一翁にちなんだ和菓子をセットにして、年末年始の
ご挨拶に送り、深谷を盛り上げませんか。渋沢栄一翁の和三盆、栄一バ
ターどら焼き、ホフマン釡モチーフのホフマン焼、煉瓦の釡炉で焼い
た深谷浪漫ぱい、大人気！深谷駅舎最中。
プレゼントを
したい

50Pumm

048-572-3840
7台
深谷市西島町2-6-8
https://nikkaen.jp/
9：00～19：30
水曜日

048-594-9788
17台
深谷市上野台83-1マリッチヒライ102
10時～18時
木曜日、
不定休

季節のフラワーアレンジメント

!
ト
オススメ ギフトセッ

3,300円（税込）

ご希望の色合いやご予算に合わせてお作りします。お誕生日や結婚記
念日などの特別な日はもちろん、
ちょっとした手土産や季節のごあい
さつにも大変喜ばれますよ。全国配送も承ります！
（別途手数料がか
かります）

1,650円（税込）

濱岡

!
オススメ

羽子板23,000円 破魔弓18,800円（税込）

プレゼントを
したい

特別純米 青天を衝け「渋沢栄一」

048-571-0505
8台
深谷市西島町2-18-14
https://hamaokaya-fukaya.com
9:00～18:00
水曜日と第三火曜日

羽子板飾り・破魔弓飾り

コロナに負けるな！羽子板・破魔弓はお子様が誕生した時に、健やか
な成長と幸せを願うものです。魔除け、無病息災又家族の安全を願っ
てお子様の初正月に向けてお飾り下さい。

!
オススメ

プレゼントを
したい

渋沢栄一翁主人公のNHK大河ドラマ「青天を衝け」公認商品。尊王攘
夷の志士から幕臣となり、日本の経済社会を生み出す実業家となった、
二つの顔の栄一翁を晴天と共に表現。栄一翁の志の如く、
くもりのな
い純粋でコク深く、味わい豊かな特別純米酒です。

048-571-2046
3台
深谷市仲町3-16
http://minami-takagi.fcciweb.jp/
9:30～19:00
5月5日まで無休

日花

3,716円（税込）

46有限会社藤橋藤三郎商

味のり缶 ３缶箱入

プレゼントを
したい

49FLOWER SHOP

豚ロースみそ漬（10枚入）

048-571-0136
7台
深谷市仲町4-10
https://azuma.backnumber.shop/
8：00～18：30
無休

城址かほり発売元の太田園は明治10年創業。パリッとした食感と磯
の香り豊かな海苔の美味しさが自慢の「味のり缶」明太子・わさび・塩
コーン・ゆず・しそ・こんぶ・焼のりと全７種類あり、ご飯に、おつまみ
に、
ご贈答におすすめです。

!
オススメ

18台

当店の「豚ロースみそ漬け」は箸で切れるほど柔らかく、この柔らか
さのファンになる方も数多くいらっしゃいます。ひと口食べれば脂身
の甘さと味噌のこくが調和した肉の旨さが口いっぱいに広がる一品
です。

3台

47南側の髙

無

!
オススメ オリジナルオーダーグラス
1,100円（税込）～

048-572-3410
7台
深谷市田谷292-4
https://kawamoto3410.co.jp/
平日9時半～19時、
不定休
土日祭日10時半～18時
!
オススメ

プレゼントを
したい

42武見製作

830円（税込）～

飲めるパンケーキミニは、業界初！新しいパンケーキの形を作りあげ
ました。片手で手軽に食べれる、生クリーム好きな方の為のパンケー
キ。好評のため生クリームあんこ、生クリームカスタード、生クリーム
オレオと、新しい仲間が増え好評発売中。

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

CHIHARU DOG TRAINING

生活全般を
改善したい

生活全般を
改善したい

有限会社ドリームガーデン

090-6500-1666 無
深谷市中瀬703-2
https://chiharudog.jimdofree.com/
10:00～17:00
なし

048-574-7266
5台
深谷市本田ヶ谷133-1
https://www.dreamgarden.co.jp
10:00～18：00
火曜日/第2・第4日曜日

! ッグスポーツ体験／家庭犬しつけ
オススメ ド
ドッグスポーツ体験3,500円（税込）

!
ガチン固施工
オススメ【お庭の防草対策】
11,000円～/㎡（税込）

ドッグスポーツは犬・人ともに楽しく健康になる素晴らしい体験がで
きます。愛犬とともに何かしてみたい、もっと通じ合いたいと思ってい
る方は是非ドッグスポーツを一緒に始めましょう。初心者でも丁寧に
レッスンします♪ＴＥＬ090-6500-1666まで

抜いても抜いても生えてくる雑草から解放！優れた透水性を持つ自
然素材のガチン固で、草むしりいらずのお庭にしませんか。環境や
ペットに優しく植木周りにも安心して施工可能。雨が降っても水たま
りにならない、お庭に最適な透水型自然土舗装です。

生活全般を
改善したい

富山禊士バレエ教室

生活全般を
改善したい

山一造園株式会社

048-573-5888
10台
深谷市西大沼294-2
https://tomiyamaballet.wixsite.com/tksb
月曜～金曜 一般17：30～ 火曜・金曜 成人10：00～
日曜日
土曜 14：00～

048-571-5088
13台
深谷市東大沼163-4
https://www.yamaichizouen.co.jp/
9:00～17:00
日・祝日・第一(土)

! スタジオバレエレッスン及びオンラインレッスン
オススメ 週1回
（月4回）
6,000円（税込）～

!
オススメ

せせらぎのある庭

2,500,000円（税込）～

※オンラインレッスンの料金はお問い合わせください。

当教室はロシアのワガノワメソッドを基本として、基礎よりしっかりと
指導してまいります。プロのバレリーナを目指す方から美容や健康維
持の為のクラスまで用意しておりますので、この機会に是非クラシッ
クバレエの世界を体験してみてください。
生活全般を
改善したい

月音おんがく教室

流れや滝、池など水を使った自然風景の庭造りに特化しております。
身近に自然の安らぎを感じる風景と水音をバランス良く取り入れ、
日々の生活に新たな「豊かさ」をお届けします。川魚が自然孵化する池
のショールームもご見学いただけます。

KINGBEE SPORTS GYM／日本実践空手道  武久奄

048-577-8089
3台
深谷市本住町5-36
http://tsukinemusic.com
11:00～19:00（土日曜日は9:30～17:00
木曜日は14:00～19:00）
金曜日、
祝日
!
オススメ

048-577-3210
15台
深谷市寿町39番地
http://kotobukinet104.jp/kingbee.php
（月）
（水）
（木）
（金）
19:00～21:00
※詳細はお問い
（土）
09:00～17:00 合わせください 日曜日

幼児グループコース

キックボクササイズ
! キックボクシング・
オススメ（中学生まで）月額5,000円（税込）

※その他コース詳細はホームページをご確認ください

月3回 5,000円（税込）～

月音おんがく教室は地域に根づいた音楽教室を目指しています。フ
ルート、
ピアノ、ギター、作曲、幼児グループレッスン、
ヨガのコースがあ
ります。
レッスンの予約はネットから24時間OK！体験レッスン等のお
問い合わせはお気軽にどうぞ。

ルトラルトラ・クライムパーク

生活全般を
改善したい

（一般）女性3,000円（税込）～ 男性5,000円（税込）～

健康なカラダづくりをお手伝いします。
ダイエットや体力増進、趣味で楽しみたい格闘技ファンまで目的に合
わせて幅広く対応・指導致します。会員同士の笑い声が絶えないアット
ホームな雰囲気です。
どうぞお気軽に見学・体験にいらしてください。

S-LINK クボデン カミシバ

048-598-5876
25台
深谷市萱場6-30
https://www.lutra-lutra.com/
月火木14時～22時半。水12時～22時半。
土10時～21時。日祝日10時～20時。 金曜日

!
ッチ交換
オススメ コンセント スイ
5,500円（税込）～

当ジムでは、初心者の方から上級者の方まで幅広く楽しめる施設に
なっております。また、子供専用壁も設置しておりますので、安心して
楽しんでいただけます。はじめての方でも予約なしでご利用頂ける体
験パックもありますので、気軽にお越し下さい。
生活全般を
改善したい

地元深谷で地域に密着したお付き合いをしている街の電気屋さんで
す。最近はコンセントやスイッチが古いのでどうしたらいいのか心
配？というご相談が増えてきています。家電だけでなく水回りやお住
いのお困りごともお気軽にお問い合わせください。

048-584-8880
3台
深谷市黒田200
https://welsupport.jp/
9：00～17：00
土曜・日曜・祝日・年末年始

大掃除 水回りクリーニング
3点セット 34,000円（税込）

大掃除は、ハウスクリーニングNICEにお任せください。水回り3点
セット
（レンジフード・キッチン・浴室）油汚れでベタベタのキッチン回
りもピカピカ綺麗に。その他のお掃除のお悩みを解決いたします。

生活全般を
改善したい

エンジョイ・アシスト

080-7945-2293
無
深谷市東方3708-24
https://www.nice-osouji.com/
8:00～18:00
年中無休
!
オススメ

生活全般を
改善したい

048-573-4888
5台
深谷市上柴町西3-11-4
http://denkiysan.jp/kubokami/
9：30～18：30
水曜日

!
オススメ ボルダリング

ハウスクリーニングNICE

生活全般を
改善したい

!
オススメ

焼き芋機

2泊3日 8，
000円（税・送料込）

遠赤外線で調理した本格的な焼き芋が簡単に作れます。
ご希望のお時間（営業時間外応相談）にお届け・引き上げに参ります！
他にも明るい気分になれる商品がたくさんございますので、ホーム
ページをぜひご覧ください！

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

くらし応援
サービス

60

51

あなたの
“欲しい”
が、
きっと見つかる！

渋沢栄一記念館

誠之堂・清風亭

道の駅 おかべ

深谷消防署前

深谷市消防
本部

41

52

21
深谷警察署入口

深谷高校
岡部総合支所

22
57

埼玉工業大学

田所町

深谷市役所
城址公園入口

7
50
9

31

田所町

34

26 11
32

58
16 29
35

深谷赤十字病院

17
36 18

東都大学

19

深谷警察署入口

53

15

54

42

23

8

14

38

43
24
城址公園入口

深谷市役所
44 45
46
27
2

1

47 13 3 12

4

48

33

55

25

20

59

37

39

埼玉県花植木
流通センター

5

6

49
道の駅 かわもと

56
28

川本総合支所

30
40
花園総合支所

1 サイクルセンタースズキ
●
2 なんでもないやさん きち
●
3 メガネのオオノ
●
4 スクール専門店 フクノヤ
●
5 鮨政 あだち
●
6 児童発達支援BAMBOOHAT KIDS深谷駅前教室
●
7 トラベルユニット
●
8 こくさいじ接骨院
●
9ｄ
ｉ
ｄ
ｉSelect Shop
●
10 ことぶきアートプロダクション
●
11 昇仙園 ますせん茶店
●
12 おおとも接骨院
●

60
ふかや花園

13 ふとんの大栄釡屋
●
14 コンパスウォーク深谷
●
15 大慶堂 漢方薬局
●
16 ignis coﬀee
●
17 ＨＡＲＵ
●
18Ｉ
ＲＯＮＯＷＡ ヨガスタジオ
●
19 和食レストラン葉菜ミドリー静乃
●
20 りらっくす すまいる
●
21 nail salon Rejouir
●
22 ほそ路 宿根店
●
23 美容室ペルファヴォ―レ
●
24 クリーニングアライ
●

25 Kメガネ
●
26 ヘアーサロン エンビィ
●
27 eyelash&hairmake jeen
●
28 select shop T'S RESORT
●
29 カプート上柴店
●
30 Porte Bonheur【ポルトボヌール】
●
31 彩北進学塾
●
32 河田式英会話学習法（The Kawata Method）主宰 河田英一事務所
●
33 PROHANDS プロハンズ
●
34 教育空間 きたがわ
●
35 SAYAMAアリオ深谷店
●
36 吉田珠算書道塾
●

37 パソコン教室まならく
●
38（株）
ヤマモトジムキ
●
39 そがべピアノ教室 深谷藤沢教室
●
40 ウェルサポート
●
41 西倉西間堂
●
42 武見製作所
●
43 川本山陽堂
●
44 信州屋
●
45 太田園
●
46（有）
藤橋藤三郎商店
●
47 南側の髙木
●
48 古伝餡 濱岡屋
●

49 FLOWER SHOP 日花園
●
50 Pｕｍｍｙ
●
51 CHIHARU DOG TRAINING
●
52（有）
ドリームガーデン
●
53 富士禊士バレエ教室
●
54 山一造園
（株）
●
55 月音おんがく教室
●
56 KINGBEE SPORTS GYM／日本実践空手道 武久奄
●
57 ルトラルトラ・クライムパーク
●
58 S-LINK クボデン カミシバ
●
59 ハウスクリーニングNICE
●
60 エンジョイ・アシスト
●

