個人サポーター向けサービス提供店一覧
令和 4 年 5 月 30 日現在

※サービスご利用時は「かすかべ+1 サポーター」個人会員証を提示の上、各店にてサービスを利用したい旨を伝えてください。

No.

企業サポーター名

1

たつ吉

2

グリーン

カフェ

幸せのgreen cafe

サービス内容

営業時間

食事をした人に「米粉シフォンケーキ１カッ
ト」をサービス
テ

ト

テ

TETOTE

グルテンフリークッキーをプレゼント

11:00～14:30、17:00～21:00
（※入店 20:00 まで）

定休日：月曜日、第 3 火曜日

所在地・お問い合わせ先
春日部市小渕 2104-3
048-754-8561

11:00～15:00
定休日：土日祝

春日部市一ノ割 1-7-4-1
048-717-1515

3

春日部温泉 湯楽の里

個人サポーター1 人につき、レンタルタオルセ
ット１セットを無料貸出

9:00～25:00
※年に数回、メンテナンス休館日あり

春日部市小渕 105-1
048-755-4126

4

戸田行政書士事務所

戸田行政書士事務所を有料で利用の皆さん
に、事務所特製グッズをプレゼント

9:00～18:00
定休日：土日祝

春日部市豊野町 1-18-27
048-733-5055

税込 5,000 円以上利用の皆さんに、美容成分
がたっぷり入ったハンドパックまたはフット
パックをプレゼント

基本受付時間：①10:00～、②
13:00～、③15:30～
定休日：木、土（不定休）
、日祝

春日部市藤塚
050-5899-6065

アロマスクールに来た皆さんに、ハーブウォ
ーターをプレゼント

10:00～15:00
※不定休

春日部市藤塚
090-9648-8121

各講座 10％割引で受講可能

9:00～18:00
定休日：土日祝

ネ イル

サ ロ ン

ア

ン

5

Nail Salon Anne*

6

アロマサロン＆スクール

7

株式会社Ｍ３コンサルティング

ロ

サ

ナ

エ

マ

RosaNahema

※土日祝を希望の方はご相談ください

8

春日部第一薬局

9

朱夏らいふ

10

大和屋

11

MADO ショップ
春日部不動院野店

春日部市牛島 125-4
090-2632-2641

（SNS 等で）同店の PR をした皆さんに、
健康サプリをプレゼント

10:00～19:00、㈰13:00～19:00
定休日：火曜日、祝日

春日部市谷原 2-7-16
048-761-2030

各種サービスを有料で利用の皆さんに、支払
金額より 500 円割引

10:00～17:00
定休日：水曜日、日祝日

春日部市
080-5387-7115

テイクアウトでお好きなコーヒー1 杯サービス

10:00～19:00
定休日：木曜日

春日部市豊町 2-3-17
048-755-8108

見積り依頼した皆さんにＭＡＤＯショップ
オリジナルグッズをプレゼント

8:30～17:00
定休日：日祝

春日部市不動院野 76 番地
0120-173-483

1

個人サポーター向けサービス提供店一覧
令和 4 年 5 月 30 日現在

No.

企業サポーター名

12

うちだ整体院

13

ゆりのき鍼灸整骨院

14

みどりスーパー

サービス内容

営業時間

初回 10 パーセント割引

9:00～18:30
定休日：日祝

春日部市内牧 4064-6（内階段 2F）
070-6672-1699

保険外治療 1,000 円引き（初診時のみ）

9:00～12:00、15:00～19:00
定休日：木曜日午後、日祝

春日部市藤塚 2881
0120-89-8392、048-733-2487

10:00～19:30 ※祭日は 19：00
定休日：日曜日

ポイント２倍

※日・月連休の場合は連休

15

くずし割烹花々

16

ナオナ
ヴィクトリー

17

イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

Victory International
合同会社

所在地・お問い合わせ先

春日部市米島 1133-10
048-746-1100

花々メンバーズカードポイント２倍
（仕出し・イベント開催時は除く）

11:30～14:30、17:00～21:30
定休日：火曜日夜、水曜日

春日部市梅田 3-145-1
048-763-3646

骨盤と腸の整体院ナオナの初回ご利用時、
施術 10 分延長

10:00～20:00
※予約制

春日部市南 1‐7‐7
080-1143-3064

・幼児、小学生無料体験（対象者にご家族、
知人を含む）
・イベントに優先ご招待（条件あり）

10:00～14:00

・リフォーム施工費 10%OFF
・レンタルスペース利用料 10%OFF

10:00～17:00
定休日：水曜日、日曜日

春日部市中央 4-9-24
048-708-0884

11:30～15:00
定休日：木曜日、日祝ほか、
不定休

春日部市粕壁東 1-23-8
048-628-0919

※但しイベント開催時はこれに限らず

定休日：日曜日

春日部市中央 1-14-20
048-796-0318

リ ビ ル ド

18

株式会社Rebuild
ファクトリーズ

Factoryz
カフェ

19

おむすびcafe空と糸

イートインに限り、コーヒー１杯無料

20

春日部木材株式会社

イチョウのまな板を 2,000 円以上購入した皆
さんに、桐の菜箸一膳プレゼント

8:00～17:30
定休日：日曜日、祝日

春日部市粕壁東 2-11-11
048-752-2209

21

包公房

1,000 円以上の購入で 100 円値引き

10:00～16:00 ㈯㈰9:00～17:00
定休日：月曜日

春日部市上柳 995 道の駅庄和 屋外
店舗
090-4416-8635
春日部市小渕 243 さいたま春日部
市場内
048-797-9051

※悪天候等で変更あり
キャット

22

有限会社三和食品

ベ ー ス

カフェ「CAT BASE」利用時に、一会計につ
き 100 円割引

2

8:30～17:00
定休日：水曜日、日曜日、祝日
※春日部市場の休業日に準ずる
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令和 4 年 5 月 30 日現在

No.

企業サポーター名

23

Kasuka Bee 株式会社

24

株式会社田中帽子店

サービス内容

営業時間

所在地・お問い合わせ先

蜂蜜 100 円引き

随時掲載

春日部市樋籠 620
080-5478-7181

似合う帽子のフィッティングサービス

10：00～17：30（不定休）

春日部市赤沼 1347
048-797-8391

3

