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富士見市産業経済課 

富士見市商工会 

          富士見市商店会連合会 



困ったときに 

   宅配電話帳をご利用ください。 

 

市では、富士見市商工会、富士見市商店会連合会と連携し、市

内のお店や事業者のご協力をいただき、買物などで不自由を感じ

ている方などを支援するために「富士見市宅配電話帳」を作成し

ています。 

ここ数年で宅配やテイクアウトを実施する市内事業者も増え、

電子決済の導入やホームページだけでなく SNS を活用している

ところも増えてきています。 

これらの情報を加え市内事業者の様々な取組を紹介すること

によって、買物に不自由を感じる方だけでなく、だれもが利用で

きるものとなっていますので、買い物や日常生活に困ったときに

ご利用ください。 

 



 

～ご利用にあたって～ 

 

○配達条件や配達料など、ご不明な点がございま

したら、それぞれのお店・事業所にお気軽にお問

い合わせください。 

○ご自分の名前や住所、電話番号等を間違えない

ように伝えてください。 

※この電話帳に掲載されている協力店は、富士見

市商工会、富士見市商店会連合会会員のお店・事

業所及び、広報ふじみ（令和５年１月号）、富士

見市ホームページ上で募集し、応募されたお店・

事業所です。 

※お店・事業所の情報は、令和５年 1月末現在のもので

す。 
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【１】 （有）朝日ガス 東みずほ台2 【２９】 インド・ネパール料理クシィ 鶴瀬東2

【２】 家具のシック 鶴瀬東2 【３０】 沖縄家庭料理　ゆんたく亭 諏訪1

【３】 銀座パリス　鶴瀬店 関沢2 【３１】 おむすび伝や 上沢1

【４】 クリーニングノア 水谷2 【３２】
元祖からあげ本舗ばんまる
富士見店

山室1

【５】 セレクトショップ　ラ・モードいづみ 鶴瀬東1 【３３】 コトン 鶴瀬東1

【６】 ジャストメガネ　みずほ台店 西みずほ台1 【３４】 コミュニティ食堂　そらいろ 東大久保

【７】 ＤＥＮＫＡ　ＨＯＵＳＥくぼたでんき 鶴瀬東2 【３５】 Soup&Tea House　香音 西みずほ台1

【８】 東京スピードクリーニング 水谷東2 【３６】 中華料理珍来　鶴瀬店 大字鶴馬

【９】 東武ストア　鶴瀬駅ビル店 大字鶴馬 【３７】 鶏からの家ＨＩＲＯ 西みずほ台2

【１０】 東武ストア　みずほ台店 東みずほ台2 【３８】 pizza&pasta PECORA 鶴瀬東2

【１１】 （有）ユモト家具 鶴瀬東1 【３９】 みずほ台バルＲＩＮＯ 東みずほ台1

【４０】 やな川 水子

【４１】 Ｒｅ：Ｌｕａｎａ 東みずほ台2

【１２】 （有）岡田屋酒店 鶴瀬西2 【４２】 和バル藤 西みずほ台2

【１３】 お米の田米衛 上沢1

【１４】 金子屋酒店 鶴瀬東2

【１５】 斉藤米穀本店 渡戸2 【４３】 あい訪問リハビリ・マッサージ ふじみ野市

【１６】 斉藤米穀店 鶴瀬東1 【４４】 一幸堂治療院 上沢2

【１７】 酒なら三ツ木屋 水子 【４５】 清水治療院 大字鶴馬

【１８】 上州屋　辻商店 関沢3 【４６】 訪問看護ステーションストレングス 西みずほ台3

【１９】 （有）フレッシュサービス木内卵 水子 【４７】 まごめ治療院 東みずほ台2

【２０】 （有）三河屋酒店 水谷東2

【２１】 （有）皆川青果 水谷東2

【４８】 アッシュ美容室 鶴瀬東2

【４９】 ヘアークリニックサロンエナジー 上沢1

【２２】 キッチンAmino 水谷東2

【２３】 鮨割烹吾妻 西みずほ台1

【２４】 寿司和 水子 【５０】 さつき介護タクシー 関沢3

【２５】 宅配クックワン・ツウ・スリーふじみ店 関沢2

【２６】 中華料理　徳栄 羽沢3

【２７】 長寿庵 鶴瀬西2 【５１】
公益社団法人
入間東部シルバー人材センター

ふじみ野市

【２８】 私の御飯 東みずほ台3 【５２】
ふじみ在宅福祉サービスセンター
（富士見市社会福祉協議会）

大字鶴馬

【５３】 富士見市立中央図書館 大字鶴馬

目　　　　　　　次

●医療・整体　１３～１４ページ

●送迎サービス　１６ページ

●その他　１７ページ

●テイクアウト　９～１２ページ

●食料品　４～６ページ

●生活用品・サービス　１～３ページ

●飲食店　７～８ページ

●美容　１５ページ



 



●生活用品・サービス

決済方法

決済方法

決済方法

決済方法

ホームページ・SNS お店より
（ＰＲ等）

営業時間：9：00～18：00　　 配達条件
（利用条件）

２本から
定休日：日曜日・祝日・年末年始

住所：東みずほ台2-13-8 配達料 商品料金に含む

近隣の方はお気軽にご相談ください。
丁寧に対応します。現金・クレジット・コード決済

【１】（有）朝日ガス 取扱い品 灯油

℡　049-253-5535 配達範囲 みずほ台駅半径2キロ程度

定休日：水曜日

住所：鶴瀬東2-19-47 配達料 無料

【３】銀座パリス　鶴瀬店 取扱い品
貴金属、ブランド品、金券、切手など
の買取

ホームページ・SNS お店より
（ＰＲ等）

引取り・移動承ります（有料）
現金・クレジット・コード決済

住所：関沢2-15-40　松栄第二ビル102 配達料 無料

ホームページ・SNS
https://ginzaparis.com/tenpo/tsuruse/ お店より

（ＰＲ等）

特にシニア・シルバーの方に親切な地
元在住３４年のベテラン店長が玄関先
までお伺いします。

現金・クレジット・コード決済

【４】クリーニングノア 取扱い品 クリーニング全般

℡　049-255-4551 配達範囲 主に富士見市内

ホームページ・SNS
https://www.c-noah.jp/ お店より

（ＰＲ等）

全国ネット剣道防具クリーニングや洗
濯代行サービス「ランドリーサポー
ト」などを展開する宅配クリーニング
ノア。３０周年以降も地域の生活を支
えられるよう頑張ります。現金・クレジット・コード決済

営業時間：10：00～19：00　　 配達条件
（利用条件）

ご利用クリーニング金額が3,000円以
上定休日：なし

住所：水谷2-8-9 配達料 3,000円以上無料

営業時間：10：00～18：00
　　　　（日曜日　～17：00）

【２】家具のシック 取扱い品 家具・インテリア

℡　049-254-4861 配達範囲 富士見市、三芳町、ふじみ野市

℡　049-293-8560 配達範囲 原則富士見市内

配達条件
（利用条件）

お買取り内容による

定休日：水曜日・祝日

営業時間：10：00～1８：０0　　 配達条件
（利用条件）

室内設置まで

１



●生活用品・サービス

決済方法

決済方法

決済方法

決済方法
現金・クレジット・コード決済

※クレジット・コード決済は店頭のみ

お店より
（ＰＲ等）

取りに行きます。届けます。
布団、カーペットなどの大きい物。
遠い方、時間の無い方、お電話くださ
い。火・金・日曜日にお伺いいたしま
す。

営業時間：8：00～19：00
　　　　（日・祝日は10：00～）

住所：鶴瀬東2-2-16

住所：水谷東2-46-11 配達料 無料

ホームページ・SNS
https://fujimi.kokosil.net/ja/place/00001c
000000000000020000003901c0

定休日：水曜日

℡　048-471-1310 配達範囲

ホームページ・SNS
http://www.hitachi-
omisenavi.jp/store_info.asp?uid=273245

お店より
（ＰＲ等）

現金・クレジット・コード決済

【８】東京スピードクリーニング

営業時間：9：30～19：00　　

定休日：水曜日

【７】DENKA HOUSE
　　　くぼたでんき

取扱い品

配達範囲℡　049-251-0748

配達条件
（利用条件）

【６】ジャストメガネ　みずほ台店 取扱い品

℡　049-255-6366 配達範囲

ホームページ・SNS
https://yjm.co.jp お店より

（ＰＲ等）
現金・クレジット・コード決済

営業時間：10：00～18：00　　 配達条件
（利用条件）

1,000円以上のご注文

富士見市、三芳町、ふじみ野市全域

家庭用電気製品


出張して視力検査をしてメガネを作れ
ます。完全予約制。

配達条件
（利用条件）

取扱い品

配達料

ホームページ・SNS
https://fujimi.kokosil.net/ja/place/00001c
00000000000002000000390467

お店より
（ＰＲ等）

各種商品券利用できます。
プレゼント用ラッピングサービス無料

現金・クレジット・コード決済

火・金・日曜日
※お時間はお問い合わせください

富士見市内全域

一般衣料品、布団、皮革などの
クリーニング

あなたの街の電気屋です

無料

みずほ台駅から半径2㎞まで

眼鏡

1,000円以上のご注文
定休日：なし

住所：西みずほ台1-22-18-101 配達料 なし

営業時間：10：00～18：00　　 配達条件
（利用条件）

原則、店内でお買上げ頂いた商品及び
注文品を営業時間内に配達します。定休日：日曜日

住所：鶴瀬東1-10-10 配達料 無料

【５】セレクトショップ
　　　ラ・モードいづみ

取扱い品 婦人服、小物、雑貨（バッグ・靴）

℡　049-252-3121 配達範囲 富士見市内全域

２



●生活用品・サービス

決済方法

決済方法

決済方法

ホームページ・SNS お店より
（ＰＲ等）

お電話いただければ、カタログをお持
ちして伺います。現金・クレジット・コード決済

営業時間：10：00～19：30　　 配達条件
（利用条件）

大きいものは土・日になる場合がありま
す。
営業時間外（多少）でも大丈夫です。定休日：第２・第４水曜日

住所：鶴瀬東1-8-6 配達料 無料

【１１】（有）ユモト家具 取扱い品
家具販売・修理、桐タンスむき直し
いす張替等

℡　049-251-1006 配達範囲 富士見市内全域

ホームページ・SNS
https://www.tobustore.co.jp/index.php/s
hop/detail/15

お店より
（ＰＲ等）

当店でのお買上商品をご自宅へ３時間
以内にお届けします。

現金・クレジット・コード決済

コンテナ（縦36cm×53cm×34cm）
1箱３３０円（税込）

配達料住所：東みずほ台2-29-1

営業時間：7：00～24：00　　 配達条件
（利用条件）

受付時間　10：00～17：00

【１０】東武ストア　みずほ台店 取扱い品
食料品、衣料品、生活用品
（一部対象外商品あります）

西みずほ台１～３丁目
東みずほ台１～４丁目
針ヶ谷１～２丁目、水谷１～２丁目
鶴馬１～３丁目、関沢１～３丁目
鶴瀬西２～３丁目、鶴瀬東１～２丁目
渡戸１～３丁目、羽沢１～３丁目
貝塚１～２丁目、山室１～２丁目
上沢１～３丁目、諏訪１～２丁目
大字針ヶ谷、大字水子、大字鶴馬、榎町

配達範囲℡　049-253-7161

定休日：１月１日

お店より
（ＰＲ等）

こんな困ったを解決致します
・買いたいけど運ぶのが大変
・大きくて重い商品
・小さいお子様がいて運べない
・雨の日で持って帰れない現金・クレジット・コード決済

営業時間：7：00～24：00　　 配達条件
（利用条件）

受付時間　10：00～17：00
3時間以内にお届けします。定休日：1月1日

コンテナ（縦36cm×53cm×34cm）
1箱３３０円（税込）

配達料

ホームページ・SNS
https://www.tobustore.co.jp

住所：大字鶴馬2602-3

【９】東武ストア　鶴瀬駅ビル店 取扱い品
食料品（常温、冷蔵、冷凍品）
生活用品

鶴瀬東１～２丁目、鶴瀬西２～３丁目
上沢１～３丁目、鶴馬１～３丁目
羽沢１～３丁目、山室１～２丁目
大字鶴馬、大字水子、大字針ヶ谷
渡戸１～３丁目、諏訪１～２丁目
水谷１～２丁目、東みずほ台１～４丁目
西みずほ台１～３丁目、関沢１～３丁目
貝塚１～２丁目、針ヶ谷１～２丁目
榎町

配達範囲℡　049-254-1221

３



●食料品

決済方法

決済方法

決済方法

ご注文いただいてから精米いたしま
す。５分・７分づき等、お好みに応じ
て精米いたします。

定休日：水曜日・日曜日

ホームページ・SNS
https://fujimi.kokosil.net/ja/place/00001c
0000000000000200000039018c

住所：上沢1-18-51

現金・クレジット・コード決済

【１３】お米の田米衛（でんべい）

配達範囲

お店より
（ＰＲ等）

℡　049-252-1003

配達料 無料

【１５】斉藤米穀本店 取扱い品

2,000円以上
灯油は18ℓ缶2本以上

取扱い品 酒類、飲料、灯油

配達料 無料

現金・クレジット・コード決済

ホームページ・SNS

℡　049-251-0525

住所：鶴瀬東2-20-6

営業時間：9：00～17：30　　

鶴瀬駅周辺1.5km程度

ホームページ・SNS お店より
（ＰＲ等）

店頭精米のお店
ふじみ逸品のお米、はちみつ、乾麺
取扱中

現金・クレジット・コード決済

住所：渡戸2-2-5 配達料 無料

営業時間：8：00～19：00　　 お米5kg以上のご注文
食料品等2,000円以上のご注文定休日：日曜日・祝日

【１４】金子屋酒店

決済方法
現金・クレジット・コード決済
※クレジット決済は店頭のみ

配達条件
（利用条件）

お店より
（ＰＲ等）

地元密着のお店です

配達条件
（利用条件）

配達範囲

お米、食品、肥料

℡　049-251-0059 配達範囲 富士見市内

定休日：日曜日

【１２】（有）岡田屋酒店 取扱い品
和洋酒、米穀、たばこ、飲料
調味料、灯油、印紙、切手、はがき等

℡　049-251-0815 配達範囲 鶴瀬駅近辺

営業時間：8：00～19：30　　 配達条件
（利用条件）

住所：鶴瀬西2-6-6

富士見市内全域

営業時間：9：00～19：00　　 配達条件
（利用条件）

午前中注文で午後配達

米穀類

5ｋｇより配達いたします。午前中に
ご注文頂ければ、当日配達可能

配達料 無料

お店より
（ＰＲ等）

ホームページ・SNS

定休日：月曜日・第２日曜日

取扱い品

４



●食料品

決済方法

決済方法

決済方法

決済方法

定休日：日曜日・祝日

【１９】（有）フレッシュサービス
　　　　　　　木内卵

取扱い品 卵、野菜、醤油、砂糖、お米等日用品

【１７】酒なら三ツ木屋 取扱い品 酒類、たばこ、灯油等

℡　049-254-3615 配達範囲

定休日：木曜日

住所：関沢3-21-26 配達料 無料

みずほ台駅、鶴瀬駅をご利用の地域
南畑地域（マンション配達不可）

お店より
（ＰＲ等）

季節で味わうお酒をご案内していま
す。

【１６】斉藤米穀店

お店より
（ＰＲ等）

16時までのご注文で即日配達いたし
ます。

取扱い品 米、灯油、ウォーターサーバー

住所：鶴瀬東1-10-2 配達料 無料

ホームページ・SNS

℡　049-251-0153 配達範囲 富士見市内

営業時間：9：00～18：30　　

現金・クレジット・コード決済

配達条件
（利用条件）

お米5kg以上のご注文

ホームページ・SNS
https://kiuchi-nouen.com/
https://www.instagram.com/fresh_servic
e_farm/?hl=ja

お店より
（ＰＲ等）

希少な純国産鶏「ゴトウのヒヨコ」か
ら産まれたおいしいたまごを販売して
います。畑ではオーガニック製法で栽
培したお米と野菜も作っています。

現金・クレジット・コード決済

営業時間：9：00～19：00　　 配達条件
（利用条件）

なし
定休日：年中無休

住所：水子2706-3 配達料 無料

℡　049-255-4279 配達範囲 富士見市内

【１８】上州屋　辻商店 取扱い品 酒類、食品、灯油等

℡　049-251-4908 配達範囲 富士見市内、三芳町

ホームページ・SNS
https://www.instagram/joushuuyatsujish
outen

お店より
（ＰＲ等）

駄菓子詰合せのご予約なども承ってお
ります。

現金・クレジット・コード決済

営業時間：9：00～21：00 配達条件
（利用条件）

税込1,000円以上ご注文
受付は18時まで、11時頃から配達開始

現金・クレジット・コード決済

配達料
1,500円以上のご注文で無料
※1,500円未満は配達料200円

営業時間：10：00～20：00 配達条件
（利用条件）

1,500円以上のご注文
午後2時までで当日配送定休日：月曜日

住所：水子1332-4

ホームページ・SNS
http://www.osake-daisuki.com/
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●食料品

決済方法

決済方法

住所：水谷東2-57-11 配達料 無料

ホームページ・SNS お店より
（ＰＲ等）現金・クレジット・コード決済

℡　048-471-4676 配達範囲 富士見、志木近辺

営業時間：9：00～19：00　　 配達条件
（利用条件）

1,000円以上のお買い上げ
配達は午前中に申し込んでください定休日：日曜日

ホームページ・SNS お店より
（ＰＲ等）現金・クレジット・コード決済

【２１】皆川青果 取扱い品 野菜、食品

営業時間：9：00～21：00　　 配達条件
（利用条件）

1,500円以上のご注文
配達は9時から20時まで定休日：水曜日

住所：水谷東2-56-12 配達料 無料

【２０】（有）三河屋酒店 取扱い品
酒類、お米、食品、灯油
贈答品（お中元、お歳暮等）

℡　048-472-9453 配達範囲 水谷東、水子地域

６



●飲食店

決済方法

あり なし

決済方法

あり なし

決済方法

あり なし

決済方法

あり なし

【２２】キッチンAmino 取扱い品 洋食一般

℡　048-476-4866 配達範囲 水谷東

営業時間：11：30～13：00
               17：00～20：00

配達範囲
西みずほ台、東みずほ台、針ヶ谷
関沢、水子

配達条件
（利用条件）

特になし

定休日：水曜日

住所：水谷東2-47-11 配達料 無料

ホームページ・SNS
お店より

（ＰＲ等）
現金・クレジット・コード決済

テイクアウト

【２３】鮨割烹吾妻 取扱い品

現金・クレジット・コード決済

テイクアウト

営業時間：9：00～1８：00

寿司

℡　049-252-5277

当日10：00～20：30に注文
２人前以上で配達（要相談）

定休日：月曜日

創業35年、東京高輪で修行した2代
目が季節にあわせた寿司と和食を提
供。ネタは毎日仕入れ、地元野菜も取
り入れています。
クレジット決済は店舗のみ対応（出
前・テイクアウトは現金のみ）

無料

定休日：年中無休（お正月三が日除く）

【２５】宅配クックワン・ツウ・
　　　　スリーふじみ店

住所：関沢2-13-48

配達料

℡　049-268-1123

配達範囲

ホームページ・SNS
https://takuhaicook123.jp/

取扱い品
高齢者専門のお弁当宅配サービス
（普通食、ボリューム食、やわらか
食、カロリー塩分調整食等）

お店より
（ＰＲ等）

年中無休で土日でも配達いたします。
１日１食でも喜んで配達します。

富士見市、ふじみ野市、三芳町全域

配達条件
（利用条件）

なし

当日11：30～20：30に注文
２人前以上で配達定休日：火曜日

配達料 無料住所：西みずほ台1-27-3

営業時間：11：30～14：00
               17：00～22：00

配達条件
（利用条件）

現金・クレジット・コード決済

【２４】寿司和

テイクアウト

お店より
（ＰＲ等）

自由が丘で修行したオーナーが地元で
創業4６年を迎えます。毎日、自ら仕
入れ吟味された豊富な魚介類の鮨をご
賞味下さい。

寿司

ホームページ・SNS
https://fujimi.kokosil.net/ja/place/00001c
00000000000002000000390178

取扱い品

配達料 無料

℡　049-251-5811

テイクアウト

配達範囲 みずほ台駅中心に3～4km程

ホームページ・SNS
https://hotpepper.jp/strJ000183346/

営業時間：
ランチ　　11:30〜14:30
ディナー　17:00〜22:30（LO　22:00）
※（日・祭日）17:00〜22:00（LO　21:30）

住所：水子6565

お店より
（ＰＲ等）

現金・クレジット・コード決済

配達条件
（利用条件）
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●飲食店

決済方法

あり なし

決済方法

あり なし

決済方法

あり なし

中華料理

住所：羽沢3-16-29 配達料

配達範囲℡　049-253-3023

【２６】中華料理　徳栄 取扱い品

無料

羽沢・諏訪付近

配達条件
（利用条件）

1,000円以上のご注文

定休日：土曜日

営業時間：11：00～14：00
               17：00～20：30

ホームページ・SNS
https://www.instagram.com/tokuei_menu

お店より
（ＰＲ等）

丁寧にご対応致します。

現金・クレジット・コード決済

テイクアウト

住所：東みずほ台3-1-21-102 配達料 無料

ホームページ・SNS
https://foodplace.jp/watashinogohan/

お店より
（ＰＲ等）

味、ボリュームには自信があります！
お子様向け、ご高齢者様向け、柔軟に
対応します。現金・クレジット・コード決済

テイクアウト

℡　049-293-6712 配達範囲 富士見市内

営業時間：11：30～14：00（店頭販売） 配達条件
（利用条件）

５個以上のご注文
平日の13：00～20：00の間
土・日も前日迄に連絡頂ければＯＫ定休日：土曜日・日曜日

【２８】私の御飯 取扱い品 お弁当

ホームページ・SNS
https://fujimist.info/soba-choujuan

お店より
（ＰＲ等）

鶴瀬西で平成4年から営業していま
す。テイクアウトはそば以外です。現金・クレジット・コード決済

テイクアウト

配達料 無料

【２７】長寿庵 取扱い品 そば、うどん、丼もの

℡　049-252-4813 配達範囲 鶴瀬西付近

営業時間：11：00～20：00 配達条件
（利用条件）

出前の注文は19：30まで
定休日：水曜日

住所：鶴瀬西2-22-36
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●テイクアウト

決済方法

決済方法

決済方法

決済方法

取扱い品
カレー、シークカバブ
ネパールのお酒

℡　049-293-1719

ホームページ・SNS
https://fujimi.kokosil.net/ja/place/00001c0000
0000000002000000390812
https://twitter.com/restaurantkushi
https://www.instagram.com/restrant_kushi

現金・クレジット・コード決済

定休日：不定休

住所：鶴瀬東2-6-32

【２９】インド・ネパール料理クシィ

お店より
（ＰＲ等）

本場の料理人によるカレーやナン、タ
ンドリー料理をカジュアルにお楽しみ
いただけます♪

営業時間：
ランチ  　 11：00〜15：00
ディナー　17：00〜23：00（LO　22：30）

取扱い品
ソーキそば、ゴーヤチャンプルー
定食等

定休日：月曜日・火曜日
お店より

（ＰＲ等）
住所：諏訪1-2-1

営業時間 ：
ランチ　　11：30～15：00（LO　14：30）
ディナー　17：00～22：00（LO　21：30）

現金・クレジット・コード決済

沖縄の契約農家や酒蔵から直送の食材
を添加物や化学調味料を使用せず調理
をしています。体にやさしい料理を心
がけていますので、安心して食事を楽
しんでください。

℡　049-257-4008

ホームページ・SNS
https://fujimi.kokosil.net/ja/place/00001c0000
0000000002000000390166
https://www.facebook.com/yuntakutei

【３０】沖縄家庭料理　ゆんたく亭

【３２】元祖からあげ本舗ばんまる
　　　　富士見店

取扱い品 からあげ・単品・弁当など

おにぎり、弁当

℡　049-252-6050

「五つ星お米マイスター」のおむす
び！
一つひとつの素材と手作りにこだわ
り、「五つ星お米マイスター」厳選の
お米を使ったおむすび。地元野菜を
使った惣菜も一緒に。

お店より
（ＰＲ等）

営業時間：9：00～14：00

定休日：月曜日・第2日曜日

住所：上沢1-18-51

ホームページ・SNS
http://www.fujimist.info/omusubi-den-ya

現金・クレジット・コード決済

取扱い品【３１】おむすび伝や

℡　049-265-8550

お店より
（ＰＲ等）

からあげグランプリ『醤油』で金！
『塩』で金！W金賞受賞！！
二段仕込み達磨醤油を使用したこだわ
りのからあげ！日本一ご飯が進むから
あげ弁当！
『UberEats』と『出前館』もご利用
いただけます。

営業時間：10：00～21：00

定休日：年中無休

住所：山室1-1345-1

ホームページ・SNS

現金・クレジット・コード決済
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●テイクアウト

決済方法

決済方法

決済方法

決済方法

【３３】コトン パン・焼菓子・プリン

℡　049-293-9498

お店より
（ＰＲ等）

鶴瀬駅から徒歩1分
素材と製法にこだわり1つ1つ丁寧に
作りあげたパン80種類ほどと焼菓
子、プリンもこだわって作ってます。

営業時間：9：30～19：00

定休日：日曜日・月曜日

住所：鶴瀬東1-9-29　メゾンベルクール102

ホームページ・SNS
https://m.facebook.com/cotonpan?locale=ja_JP
&_rdr
https://www.instagram.com/coton.pan/?hl=ja

現金・クレジット・コード決済

取扱い品

弁当（日替わり・月替わり）
バターチキンカレー

2015年4月、コミュニティ食堂そら
いろとしてオープン。地域の方々の活
動の場として。そして、子どもたちや
若者たちの育ちの場としての機能を持
つ食堂として歩みを始めました。
身体に優しい、手作りのご飯がつなぐ
コミュニティの場としても。
テイクアウト受付は11:00～17:00
です。

お店より
（ＰＲ等）

テイクアウトメニューはボリューム
たっぷりで大満足な商品を厳選してご
用意しています。
（店内メニューより20円引き）
お電話でのご注文も承ります。
※12～14時除く

営業時間：11：00～16：00（LO　15：00）
　　　　　17：30～22：00（LO　21：00）

℡　049-254-1681

【３６】中華料理珍来　鶴瀬店

お店より
（ＰＲ等）

シェフ手作りの味をご家庭でもお楽し
み頂けます

取扱い品 カレー、シチュー、ハンバーグ等

取扱い品

住所：西みずほ台1－1－7　NRビル２F

ホームページ・SNS
https://www.kanon117.jp/pc/

現金・クレジット・コード決済

【３５】Soup&Tea House　香音

℡　049-257-4475

定休日：日曜日

【３４】コミュニティ食堂　そらいろ 取扱い品

℡　049-293-1869

お店より
（ＰＲ等）

営業時間：11：00～17：30（LO　17：00）

定休日：日曜日・月曜日

住所：東大久保355-3

ホームページ・SNS
https://www.sorairo3553.com/
https://ja-jp.facebook.com/sorairosyokudou/
https://www.instagram.com/sorairo.cafe/

現金・クレジット・コード決済

ホームページ・SNS

中華料理

現金・クレジット・コード決済

営業時間：11：00～23：00（LO　22：30）

定休日：水曜日

住所：鶴馬2606-2　スカイハイツ長根
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●テイクアウト

決済方法

決済方法

決済方法

決済方法

お店より
（ＰＲ等）

【３８】pizza & pasta PECORA 取扱い品

営業時間：11：30～14：00
　　　　　17：00～22：30

ピザ、パスタ、前菜、デザート
ジュース

℡　070-8455-4791

出来立てのイタリアンをお家でお召し
上がり下さい。

定休日：火曜日、水曜日

住所：鶴瀬東2-7-37

ホームページ・SNS
https//www.instagram.com/pecora1201

現金・クレジット・コード決済

営業時間：11：30～14：00
　　　　　17：00～21：00

ピザ、パスタ、アラカルト
ランチメニュー【３９】みずほ台バルRINO 取扱い品

うなぎ、丼物

℡　049-253-2540

お店より
（ＰＲ等）

鰻・活魚・やな川は、開店以来30年
継ぎ足してきた自慢のタレで焼き上げ
る鰻を主に活魚、天ぷらなど和食全般
をやっております。

ホームページ・SNS
https://fujimi.kokosil.net/ja/place/00001c
00000000000002000000390190

【４０】やな川 取扱い品

現金・クレジット・コード決済

定休日：水曜日

住所：水子4370-4

営業時間 ：11：30～14：00
　　　　　 17：00～21：00

ホームページ・SNS
https://www.instagram.com/mizuhodai_b
al_rino/?hl=ja

ピザ窯で焼き上げる自家製ピッツァや
日替わりパスタ、アラカルトをご用意
しているイタリアンバルです。イタリ
アンベースで多国籍な料理もご用意し
てるので是非お楽しみ下さい。

住所：東みずほ台1-9-20
　　　アリュールみずほ台102

お店より
（ＰＲ等）

℡　049-256-7869

定休日：月曜日（祝日は営業）

現金・クレジット・コード決済

からあげ弁当、からあげ

℡　049-293-5891

営業時間：11：00～19：00

お店より
（ＰＲ等）

丁寧にご対応いたします。
（テイクアウトのみです）

定休日：木曜日

現金・クレジット・コード決済

【３７】鶏からの家HIRO

住所：西みずほ台2-1-1

ホームページ・SNS

取扱い品
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●テイクアウト

決済方法

決済方法

取扱い品

℡　049-293-2088

お店より
（ＰＲ等）

定休日：日曜日（月曜のランチは休み）

住所：西みずほ台2-1-3　アルファビル1F

ホームページ・SNS
https://www.instagram.com/wabaru_fuji/
?hl=ja

【４１】Re：Luana 取扱い品 ハワイアン料理

和食をベースとしたお料理を落ち着い
た雰囲気の中で美味しいお酒と一緒に
楽しんでいただけたらと思います。
カウンター6席
4名テーブル×2

和食・創作料理

皆様がくつろげる空間をご用意してお
りますので、ゆっくり楽しい時間を過
ごして下さい。

℡　049-257-4292

お店より
（ＰＲ等）

営業時間：11：30～24：00

定休日：不定休

住所：東みずほ台2-9-10-105

ホームページ・SNS

現金・クレジット・コード決済

現金・クレジット・コード決済

営業時間：
ランチ　　11：30～14：00
ディナー　17：00～23：00（LO　22：00）

【４２】和バル藤
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●医療・整体

決済方法

決済方法

決済方法

ホームページ・SNS
https://fujimihari.com/shimizu-clinic/ お店より

（ＰＲ等）
医師の同意により保険が適用可能です

現金・クレジット・コード決済

利用条件
予約制のため、お電話でご連絡くださ
い

定休日：木曜日・日曜日・祝日

住所：鶴馬2615-22 訪問料（交通費） 無料

営業時間：10：00～13：00
               15：00～20：00
　　　　（土曜日　～17：00）

【４５】清水治療院 取扱い品
寝たきりや身体が不自由な方で、通院
困難な方が対象の訪問マッサージ

℡　049-254-7156

住所：上沢2-1-13

利用地域 富士見市内

訪問料（交通費） お電話でお問い合わせください

ホームページ・SNS
http://ikkoudo.com/ お店より

（ＰＲ等）
ひとりひとり丁寧にお話を聞き、施術
いたします。

現金・クレジット・コード決済

℡　049-252-1475 利用地域 お店より徒歩１０分圏内

営業時間：9：00～20：00　　
利用条件 お電話でお問い合わせください

定休日：土曜日・第１金曜日

営業時間：9：00～18：00
利用条件

通院や歩行が困難な方
障がい者手帳をお持ちの方定休日：日曜日

住所：ふじみ野市西1-5-9-103 訪問料（交通費） 利用料金に含まれます

【４４】一幸堂治療院 取扱い品
あん摩、マッサージ、指圧
鍼灸の訪問施術

ホームページ・SNS
https://www.ai-houmon.com お店より

（ＰＲ等）

在宅や介護施設で歩行や通院が困難な
方に訪問で医療マッサージ、鍼灸を
行っています。まずは「無料お試し体
験会」をご利用下さいませ。（保険適
用の場合１回350円～450円の料金
です）

現金・クレジット・コード決済

【４３】あい訪問リハビリ・
　　　　マッサージ

取扱い品
訪問による医療マッサージ、鍼灸
リハビリ（各種運動や筋肉ストレッチ、
関節等の機能訓練）

℡　0120-322-311 利用地域 富士見市内
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●医療・整体

決済方法

決済方法

取扱い品【４７】まごめ治療院 鍼灸マッサージの訪問治療

住所：東みずほ台2-27-13 訪問料（交通費） 無料

ホームページ・SNS
http://www.magomehari.com/ お店より

（ＰＲ等）
医師の同意により保険が適用可能です

現金・クレジット・コード決済

℡　049-255-1582 利用地域 富士見市内

利用条件 電話予約をお願いします

定休日：日曜日・祝日

営業時間：9：00～12：00
　　　　　14：00～19：00
※（木・土曜日）14：00～16：00

ホームページ・SNS
https://www.strength-ltd.com/

現金・クレジット・コード決済

費用は医療保険、介護保険、自立支援
医療の適応となります。定休日：日曜日

精神科に特化した訪問看護ステーショ
ンです。定期的に病院へ通院されてい
る方を対象に、看護師がご自宅に伺い
看護をするサービスです。

訪問の状況により料金の変動が生じる
場合があります。スタッフまでお問い
合わせください。

お店より
（ＰＲ等）

訪問料
（交通費）

営業時間：9：00～18：00
利用条件

住所：西みずほ台3-11-10
　　　シャルルみずほ2階B

【４６】訪問看護ステーション
　　　　ストレングス

取扱い品 訪問看護

℡　049-265-5641 利用地域 富士見市内
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●美容

決済方法

決済方法

ホームページ・SNS
https://bienergy12684.wixsite.com/my-
site
https://www.instagram.com/hairclinicsalo
n_energy_/

お店より
（ＰＲ等）

福祉美容師資格有り。２人体制で対応
させていただきます。
きれいになるお手伝いが少しでもでき
たら嬉しいです。
お気軽にお電話ください。
bi.energy1268@icloud.com

現金・クレジット・コード決済

営業時間：9：30～18：00
利用条件

前日までにご予約お願い致します。お
電話にてお問合せください。定休日：火曜日・第2月曜日

住所：上沢1-6-3 訪問料（交通費） 無料

ホームページ・SNS

℡　049-254-2920 利用地域 富士見市内

お店より
（ＰＲ等）

福祉美容師、管理美容、介護初任者研
修の資格あり。どなたでも安心してご
利用ください。

現金・クレジット・コード決済

【４８】アッシュ美容室

【４９】ヘアークリニックサロン
　　　　エナジー

取扱い品
訪問美容(カット・カラー・パーマ・ヘッ
ドマッサージ・ネイル・フェイシャルエ
ステ）その他応相談

取扱い品
訪問美容（カット、パーマ、着付け
等、その他）応相談

℡　049-255-4062 利用地域 富士見市内（その他5km以内）

営業時間：9：00～18：00
利用条件

前日までの予約制（なお、定休日の火
曜日も訪問美容はおこないます）定休日：火曜日・第３日曜日

住所：鶴瀬東2-19-2　広瀬ビル101 訪問料（交通費） 無料
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●送迎サービス

決済方法

【５０】さつき介護タクシー 取扱い品
介護タクシー
院内介助、買い物代行など

℡　080-2162-8038 利用地域 指定なし（目的地まで送迎）

お店より
（ＰＲ等）

タクシーは車イスのまま乗車可能
（杖の方も可）
２種免許とヘルパーの資格を持つ女性
スタッフです。
安心してご利用いただけます。現金・クレジット・コード決済

営業時間：8：00～20：00
利用条件

歩行困難の方、介助が必要な方がご利
用できます

ホームページ・SNS
http://www2.tbb.t-
com.ne.jp/satsukikaigo/

訪問料
（交通費）

１メーター680円より
（その他院内介助、代行は別途）

定休日：年中無休

住所：関沢3-7-24
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●その他

決済方法

決済方法

営業時間：9：00～19：00

定休日：日曜日・祝日・年末年始
            ※電話による問合せは月～金曜日
　　　　8：30～17：15（祝日を除く）

利用条件

原則、６５歳以上の方
心身障がい者の方
出産後、概ね３か月の産褥期の方
けが・病気で一時的に家事が困難な方

訪問料
（交通費）

【５３】富士見市立中央図書館 取扱い品
図書館資料の貸出
（本・雑誌・CD・DVD）

ホームページ・SNS
https://www.fujimi-shakyo.or.jp/

利用には事前の相談が必要です（要相
談）
※内容によっては、お受けできない場合
があります。現金・クレジット・コード決済

【５２】ふじみ在宅福祉サービス
　　　　センター
　　　（富士見市社会福祉協議会）

取扱い品
食事の支度、衣類等の洗濯・つくろい
住居等の掃除・整理整頓、話し相手
生活必需品の買物、外出の付き添い等

お店より
（ＰＲ等）

ホームページ・SNS
https://www.lib.fujimi.saitama.jp

お店より
（ＰＲ等）

利用には事前の登録が必要です。サー
ビス詳細につきましては図書館までお
問合せください。

℡　049-252-5825 利用地域 富士見市内

利用条件
富士見市在住の身体障害者手帳1級か
ら3級、または要介護3以上の方で図
書館への来館が著しく困難な方

定休日：月曜日

住所：大字鶴馬1873-1 訪問料（交通費） 無料

℡　049-254-0747 利用地域 富士見市内

サービス時間：9：00～17：00

住所：大字鶴馬1932-7

年会費：1,000円
30分：450円

住所：ふじみ野市亀久保3-3-17 訪問料（交通費） お見積り

ホームページ・SNS
http://irumatobu-sjc.com/ お店より

（ＰＲ等）
お気軽にご相談ください。

現金・クレジット・コード決済

【５１】公益社団法人　入間東部
　　　　シルバー人材センター

℡　049-266-3001 利用地域 富士見市内

営業時間：8：30～17：15
利用条件 なし

定休日：土曜日・日曜日・祝日

取扱い品
除草、植木剪定、障子・網戸の張替え
ゴミ出しなどの家事援助サービス
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