第９回 ふじみ野「福」バル 参加店リスト
事業所名（パンフ表記名）

郵便番号

（ エリア順 ）
所在地

電話番号

P商品券 Go To Eat

上福岡駅東口エリア
飲食

demode ＭＯＲＩ ｀６７

356-0004 ふじみ野市上福岡1-2-18

049-267-0320

○

○

飲食

上福岡酒遊 ほがらか

356-0004 ふじみ野市上福岡1-2-19

049-257-4758

○

飲食

居酒屋 さぶちゃん

356-0004 ふじみ野市上福岡1-2-25

049-263-0100

○

○

飲食

中国料理 黄河菜館

356-0004 ふじみ野市上福岡1-3-10

049-261-3280

○

○

飲食

新大衆居酒屋 コンフィ

356-0004 ふじみ野市上福岡1-4-4

049-293-6059

飲食

居酒屋Bar Yakara

356-0004 ふじみ野市上福岡1-5-22

049-265-4555

飲食

jamカレーうどん TWO FACE

356-0004 ふじみ野市上福岡1-5-34

049-293-9596

○

飲食

ダイニングレストラン天空（そら）

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-20

049-262-7271

○

飲食

炭火焙煎専門店 珈琲の樹

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-21

049-262-8106

○

○

飲食

ポール珈琲

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-25

049-264-0785

○

○

飲食

ワンズワンコーヒー

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-26

049-265-6368

○

飲食

磯料理 豊漁

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-34-3Ｆ

049-266-6550

○

飲食

焼鳥・居酒屋 大（ビッグ）上福岡店

356-0004 ふじみ野市上福岡1-7-15

049-267-8500

○

飲食

居酒屋 暴れんぼう少年

356-0004 ふじみ野市上福岡1-8-12

049-293-8064

○

飲食

ワインバー Raisin（レザン）

356-0004 ふじみ野市上福岡1-8-16 新井ビル101

049-263-2015

○

飲食

隠れ家ダイニング どん亭

356-0003 ふじみ野市上福岡1-10-2 2F

049-265-5291

○

飲食

ダイニング 絆

356-0004 ふじみ野市上福岡1-10-10 内田ビル101

049-269-5677

○

飲食

そば処 竹むら

356-0004 ふじみ野市上福岡1-11-8

049-261-2879

○

○

飲食

Lounge 輩

356-0004 ふじみ野市上福岡1-12-1 2F

080-3574-6422

飲食

酒蔵 力 上福岡店

356-0004 ふじみ野市上福岡1-12-9

049-263-7637

飲食

居酒屋 にし上

356-0004 ふじみ野市上福岡1-12-12

049-265-0477

○

○

飲食

中華 珍華

356-0004 ふじみ野市上福岡1-12-18

049-262-1755

○

飲食

カラオケスナック ファンタジー

356-0004 ふじみ野市上福岡1-13-7

049-264-1949

○

飲食

からおけはうす いろいろ

356-0004 ふじみ野市上福岡1-13-17上條ビル103号

049-264-5930

○

飲食

創作居酒屋 あの店

356-0004 ふじみ野市上福岡1-14-22

049-293-7986

飲食

串あげ・焼きとん とらや

356-0004 ふじみ野市上福岡1-14-51

049-262-0231

飲食

ギャラリーライブ ＢＬＡＮＣ（ブラン）

356-0004 ふじみ野市上福岡1-15-3

080-5440-2872

飲食

居酒屋 武蔵

356-0004 ふじみ野市上福岡1-15-6

049-261-0577

飲食

居酒屋 いわちゃん

356-0004 ふじみ野市上福岡1-15-6

049-214-6629

飲食

カラオケスナック アマンロード

356-0004 ふじみ野市上福岡1-15-12 2Ｆ

049-262-8377

飲食

和食 天七

356-0004 ふじみ野市上福岡2-5-20

049-261-4819

○

飲食

ホルモン 丸和

356-0004 ふじみ野市上福岡3-6-7

049-269-6100

○

○

飲食

そば・うどん 旭庵 甚五郎

356-0004 ふじみ野市上福岡3-7-14

049-261-1274

○

○

飲食

寿司のえびす

356-0003 ふじみ野市大原1-1-1１

049-266-1043

○

○

○

○

事業所名（パンフ表記名）

郵便番号

所在地

電話番号

飲食

イタリアンダイニング ネオアマーレ

356-0003 ふじみ野市大原1-2-15

049-261-7196

飲食

居酒屋 令和

356-0003 ふじみ野市大原1-12-33

070-1523-4450

飲食

海粋 丼丸 岡村屋

356-0003 ふじみ野市大原2-1-24

049-293-5608

飲食

ピザハット 上福岡店

356-0002 ふじみ野市清見2-1-23

049-278-1222

P商品券 Go To Eat
○

○

○

上福岡駅西口エリア
飲食

小料理 舞

356-0004 ふじみ野市上福岡5-1-10

049-264-2727

飲食

そば・居酒屋 江戸切そば 英

356-0004 ふじみ野市上福岡5-1-15

049-264-2126

○

飲食

もつ鍋 まごころ

356-0004 ふじみ野市上福岡5-5-17SCビル1Ｆ

049-293-7351

○

飲食

美味いもん処 とーたす

356-0004 ふじみ野市上福岡6-1-3 2F

049-264-9084

飲食

居酒屋 南国

350-1142 川越市藤間873-23

049-247-7815

飲食

居酒屋 せっちゃん

350-1145 川越市清水町13-11

049-246-4936

飲食

ｄｉｎｉｎｇ Ｃｈｉｙｏ（ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾁﾖ）

350-1145 川越市清水町13-11

049-293-3917

飲食

豚骨らーめん 一指禅 上福岡店

356-0045 ふじみ野市鶴ヶ岡3-15-40

049-269-2061

○

○

○

○

○

ふじみ野駅周辺エリア
飲食

和彩 嘉司郎

354-0036 富士見市ふじみ野東2-6-2 桑原ビル弐番館102

049-293-5600

飲食

カフェ＆ギフト D＆D

356-0052 ふじみ野市苗間585-114

049-270-9293

飲食

ＭＯＶＩＥ和食ダイニング ころころ亭

354-0034 富士見市上沢2-8-24

090-6308-5656

飲食

Y206ふじみ野ワイン

354-0035 富士見市ふじみ野西1-20-6

049-265-5311

飲食

豚骨らーめん 一指禅 ふじみ野店

354-0035 富士見市ふじみ野西1-18-1 徳新ビル1F

049-265-5716

飲食

ラーメン雷豚 ふじみ野店

356-0050 ふじみ野市ふじみ野2-25-43

049-265-0447

飲食

インド・アジアン料理 ダナパニ ふじみ野本
354-0035 富士見市ふじみ野西4-1-1
店

○

○
○
○

049-262-2510

大井地区エリア
飲食

そば処 浅野屋

356-0051 ふじみ野市亀久保1136-24

049-264-2355

○

○

飲食

そば・うどん、大小御宴会 㐂久家

356-0051 ふじみ野市亀久保4-7-20

049-261-3496

○

○

飲食

インド・アジアン料理
ダナパニ ふじみ野苗間店

356-0052 ふじみ野市苗間1-13-35

049-261-6390

○

○

飲食

イタリアン エクトルカフェ

356-0057 ふじみ野市市沢2-14-21

090-6343-2010

○

○

上福岡駅東口エリア
小売

豊熟緑茶 青葉園

356-0004 ふじみ野市上福岡1-2-19

049-266-1893

○

小売

時計・眼鏡 細谷時計店

356-0004 ふじみ野市上福岡1-4-5

049-261-0164

○

小売

和洋菓子 オガワヤ

356-0004 ふじみ野市上福岡1-4-13

049-261-1403

○

小売

米つき工房 大正堂

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-24

049-261-1455

○

小売

お茶 のり 松澤園

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-36

049-261-6104

○

小売

花進生花店

356-0004 ふじみ野市上福岡1-7-10

049-262-1456

○

小売

きものと帯 ふじやす

356-0004 ふじみ野市上福岡1-9-25

049-264-3111

○

小売

ブティック なざ

356-0004 ふじみ野市上福岡1-15-5

049-262-1498

○

上福岡駅西口エリア

事業所名（パンフ表記名）

郵便番号

所在地

電話番号

P商品券 Go To Eat

小売

お茶 大澤園

356-0004 ふじみ野市上福岡5-4-23

049-261-2735

○

小売

フルーツコウザイ

356-0004 ふじみ野市上福岡6-1-2

049-261-5171

○

小売

おかもと模型

356-0041 ふじみ野市鶴ヶ舞2-7-9

049-261-1559

○

小売

お菓子の家 favori（ファヴォリ）

356-0045 ふじみ野市鶴ヶ岡3-1-44 シャトウ鶴ヶ丘102

049-265-5545

○

ふじみ野駅周辺エリア
小売

パン ル・ポポタン

356-0038 ふじみ野市駒林元町3-8-1

049-214-4774

○

小売

キムチ販売 成栄食品

356-0034 ふじみ野市駒林117-2

049-266-6635

○

小売

星野精肉店

356-0052 ふじみ野市苗間585-57

049-262-1295

○

小売

フラワーショップ花のん

356-0056 ふじみ野市うれし野2-3-1

049-293-8138

○

大井地区エリア
小売

（株）藤五郎 ねぼけ堂直売店

356-0051 ふじみ野市亀久保1857-1

049-262-0377

○

小売

中島かまぼこ店

356-0043 ふじみ野市緑ヶ丘1-4-23

049-263-4173

○

小売

松尾薬局

356-0051 ふじみ野市亀久保1248-7

049-261-5676

○

小売

魚屋 魚利

356-0059 ふじみ野市桜ヶ丘2-38-8

049-263-6766

○

小売

森永牛乳ファミリー牧場

356-0051 ふじみ野市亀久保2-2-8 テニスクラブ大井ファミリー内
049-263-5984

小売

狭山銘茶 丸康園

356-0053 ふじみ野市大井603

049-261-1199

○

○

上福岡東口エリア
サービス 上福岡みつばち整骨院

356-0004 ふじみ野市上福岡1-5-22

049-262-5008

サービス T&Tサイクルセンター

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-22

049-253-4873

サービス ドクターネイル爪革命 ふじみ野店

356-0004 ふじみ野市上福岡1-6-25kondoテラス2階

049-203-1090

サービス 除菌装置発売元 コロナスイーパー

356-0004 ふじみ野市上福岡1-14-5

049-265-3151

サービス あかつき鍼灸接骨院 上福岡院

356-0004 ふじみ野市上福岡1-14-43 NGN-bld1-B

049-257-6455

サービス ふじみ野ふぁいぶるクラブ

356-0011 ふじみ野市福岡1-1-1

0120-961-184

サービス OK-CRAFTS

356-0011 ふじみ野市福岡509-1

049-268-0060

○

上福岡駅西口エリア
サービス プラスヘア

356-0004 ふじみ野市上福岡5-1-10 2Ｆ

049-264-0144

サービス コンディショニング整体院 ライトワーク

356-0004 ふじみ野市上福岡5-2-10-205

049-290-9914

サービス まつば治療院

356-0004 ふじみ野市上福岡6-4-2矢島コーポ101

049-261-2359

○

サービス Calling.b（ｺｰﾘﾝ ﾍﾞｰ）

356-0006 ふじみ野市霞ヶ丘1-4-10-101

049-264-9060

○

サービス 理容室 YOU and ME

356-0006 ふじみ野市霞ヶ丘1-4-11-103

049-262-3815

○

356-0037 ふじみ野市福岡武蔵野5-11

050-3566-3516

○

サービス さくら美容室

356-0041 ふじみ野市鶴ヶ舞1-16-6

049-261-4670

○

サービス トータルビューティーサロン レアマカナ

350-1155 川越市下赤坂562-2

080-5076-1716

サービス

心理カウンセリング 純イノセンス

○

ふじみ野駅周辺エリア
サービス ヘアーサロン・アンドｰ

356-0029 ふじみ野市駒西1-6-5

049-263-2557

サービス お掃除・家事代行 ゾルキンホーキー

356-0027 ふじみ野市松山2-6-2

049-278-2821

○

事業所名（パンフ表記名）
サービス ふじみ野リゾート

郵便番号

所在地

354-0035 富士見市ふじみ野西3-12-1

電話番号

P商品券 Go To Eat

049-267-8844

大井地区エリア
サービス テニスクラブ 大井ファミリー

356-0051 ふじみ野市亀久保2-2-8

049-263-5984

サービス 犬のとこやさん ジョリー

356-0051 ふじみ野市亀久保2-4-6

049-262-3070

○

サービス サイクルセンターアライ

356-0059 ふじみ野市桜ヶ丘2-7-11

049-263-6525

○

350-1153 川越市下松原488-4

049-248-2255

交通

タクシー ダイヤモンド交通

