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えらべる倶楽部

埼玉県内地域メニュー
新規追加契約施設一覧 ▶▶▶ ◀◀◀

市町村名 施設名 住所 会員特典 利用方法

川越市

ＣＡＦＥ＆BAR UPPER EAST SIDE 南通町17-3-201 ご飲食代5％引き 会員証
うなぎと会席料理　いちのや 松江町1-18-10 ソフトドリンク1杯サービス 会員証

うなぎと会席料理　いちのや　アトレ店 脇田町105
アトレ川越7階 ソフトドリンク1杯サービス 会員証

沖縄家庭料理と泡盛「うりずんの風」 脇田町6-4 飲食代金10％引き 会員証

一軒屋レストラン　ばぁ～ぐ　ば～ぐ 新富町2-23-3 デザート1品サービス （ランチ限定）、グラスビールまた
はグラスワイン1杯サービス（ディナー限定） 会員証

一軒屋カフェ　パチャンガ 新富町2-13-5 パチャンガサイトメニュー1品サービスクーポンプレゼント 会員証
すき亭　吉寅 元町1-9-3 ファ－ストドリンクサ－ビス 直接予約

割烹　ささ川 大手町5-19 デザ－ト1品サ－ビス（ランチタイムのみ）、
ささ川オリジナル食前酒サ－ビス（ディナータイムのみ） 直接予約

割烹ささ川別館　山吹楼 小仙波700-1 デザ－ト1品サ－ビス（ランチタイムのみ）、
ささ川オリジナル食前酒サ－ビス（ディナータイムのみ） 直接予約

料亭　山屋 幸町11-2 お食事の方に１品サ－ビス 会員証
モダン亭　太陽軒 元町1-1-23 ウエルカムドリンク1杯サ－ビス 会員証
海鮮処　光太夫 菅原町7-34 ご飲食代5％引き（現金払いのみ特典適用） 会員証

和牛炭火焼　金虎 新富町2-24-4 サーロイン3,129円→2,079円、希少部位3種盛
→4,179円（1組1皿のみの提供となります） 会員証

熊谷市 寿司と手打ちそば　館乃 　熊谷太井店 太井486 ご飲食代10％引き、120分飲み放題1,500円→1,000円
（宴会料理ご注文の方のみ、特典の併用不可） 会員証

川口市 すし和食　寿　 戸塚東3-21-6 コース料理10％引き（2名以上より特典適用、クレジット
カード利用時・飲物代は特典適用外） 直接予約

行田市 パスタの店　エルバ 持田670-6 ワンドリンクサービス（一部商品を除く） 会員証

秩父市

中華料理　泰山北斗 山田2323-3 コース料理5％引き（2～ 25名まで特典適用） 直接予約

イタリアンジェラート　サン・ドルチェ 上町1-5-9
矢尾百貨店1階

ジェラート（シングル、ダブル）全品5％引き、ドリン
ク類（150円～）5％引き（10円未満は切り捨て） 会員証

支那そばの店　見晴亭　宮側店 宮側町3-9
支那そば+（半チャーハンまたは半カレーまたはギョー
ザまたは半カツ丼）1,100円→1,050円
季節のつけもの1品サービス

会員証

蕎麦　いんなみ 上影森122-1 ご飲食代100円引（冷たいそば、温かいそば、おつまみ
のみ特典適用） 会員証

手打ち十割蕎麦きり　みやび庵 日野田町2-6-24 ご飲食代5％引き 会員証

弁天茶屋 久那2229-6 粗品（秩父梅100g）プレゼント（2,000円以上ご利用の
場合のみ特典適用） 会員証

所沢市

Cafe 北野の森 北野2-22-27 ランチセットA 1,000円→900円、
ランチセット B 1,380円→1,280円 会員証

良質のお蕎麦　松郷庵　甚五郎 松郷272-2 ご飲食代5％引き（3,000円以上ご利用の場合のみ特典適用） 会員証

パスタ・デルフィーノ 緑町2丁目5-9

ご飲食代5％引き（ディナータイムは10％引き、割引上
限1,000円まで）
またはマルゲリータピザを1枚サービス（10,000円以上
ご飲食の場合）
パーティーコースA or B を10名以上でご予約の場合
→1名分無料（※個別会計はお受けできない場合有）

会員証

本庄市 cafe　NINOKURA 千代田4-2-4　 ご飲食代10％引き 会員証

東松山市

炭火焼肉　ホルモン酒場　金子増太郎 箭弓町3-3-1
290円均一メニュー 1品サービス、超リッチ焼肉（厚切
りタン・カイノミ・ザブトン・国産ハラミ）　870円
→580円（ワンテーブルにつき4種類を1皿ずつ注文可）

会員証

天然の味　田園 上野本1423 ご飲食代5％引き（現金でお支払いの場合のみ特典適用） 会員証

遊心亭　まつばら 東平1444-8 生ビール650円→350円（1テーブルにつき1杯のみ特典
適用）、ソフトドリンク1杯サービス 会員証

海鮮串焼居酒屋　味蔵 箭弓町2-6-44 ワンドリンクサービス 会員証

「えらべる倶楽部」からのお知らせ

注意：掲載されている施設、サービス内容は 2013年 12月 1日現在のものです。
　　　契約期間中に施設の都合により、サービス内容に変更が生じる場合がありますのでご注意下さい。
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春日部市 道の駅のうどん店　麦ぼうず 上柳955道の駅
庄和　食彩館内 かきあげサービス（うどんをご注文の場合のみ特典適用） 会員証

狭山市

割烹　喜代川 入間川3-23-6 ご飲食代5％引き 直接予約

創彩遊膳　凛 入間川1-2-3 グラスワインまたはソフトドリンクプレゼント（宴会時は特
典適用外） 会員証

Soft ライブレストラン 中央4-1-1
ソフトドリンク1杯サービス（ランチタイム特典適用）、
乾杯ドリンクサービス（ディナータイム特典適用）、
ご宴会などの飲み放題コース→15分延長サービス

直接予約

鴻巣市 手打うどん　長木屋 本町5-5-2 大盛りサービス（1名のみ特典適用） 会員証

深谷市

和食イタリアン　葉菜ミドリー静乃 上柴町東
3-21-29 イタリアンコース2,500円→1,980円 直接予約

煮ぼうとう　忠兵衛 小前田458-1
道の駅はなぞの内

煮ぼうとう450円→400円、
冷やしほうとう（夏季限定）450円→400円 会員証

寿司と手打ちそば　館乃　川本総本店 長在家721 ご飲食代10％引き、120分飲み放題1,500円→1,000円
（宴会料理ご注文の方のみ、特典の併用不可） 会員証

居酒屋うまいもの研究所 西島町2-18 煮ぼうとう680円→630円 会員証

上尾市 鮨・茶懐石　ほまれ 中分1-1-14 自家製デザート（ピスタチオのアイス）　400円→無料、
（お食事をされた場合のみ特典適用） 会員証

草加市

インどり屋　草加本店 中根3-22-29 そうからあげMサイズ50円引き、
そうからあげ L サイズ100円引き 会員証

インどり屋　草加駅東口店 高砂2-10-21 そうからあげMサイズ50円引き、
そうからあげ L サイズ100円引き 会員証

インどり屋　草加駅新田駅店 金明町379-12 そうからあげMサイズ50円引き、
そうからあげ L サイズ100円引き 会員証

入間市
美和濃 扇町屋1-9-4 ドリンク1杯サービス（グラスワイン・グラスビール・ソフ

トドリンク） 会員証

こだわりラーメンびっくり 宮寺611 手作り餃子400円→200円（何皿でも特典適用） 会員証

志木市
フードパラダイスエムエム 幸町1-4-20 ソフトドリンク1杯サービス（ランチタイムのみ）、

カレーナンセット920円→780円（ディナータイムのみ） 会員証

くずし会席　けんび 本町5-24-17 ご飲食代5％引き（割引上限3,000円まで） 会員証
桶川市 花寿司 泉2-4-25 上寿司1,700円→1,500円、ドリンク代10％引き 会員証
八潮市 とんかつ「串亭」 緑町1-2-17 枝豆メンチカツ１個サービス（ご飲食された場合のみ特典適用） 会員証

日高市
食彩房　はし本 鹿山342-7 クジラ料理210円引き（単品、定食・丼は除く）、鯨特選

コース5,250円→4,200円（2人前以上、要予約） 会員証

醤遊王国 田波目804-1 商品代金5％引き（1,000円以上ご利用の場合のみ特典適用） 会員証

伊奈町 イタリアレストランALETTA 栄1-78 ご飲食代10％引き、お誕生日 ･記念日の方にデザート
プレートサービス 会員証

三芳町 手打そば うどん 富　 上富155 ご飲食代5%引き 会員証

滑川町 十割手打ちそば　そば会席　沖縄料理
うどん　宴会　カラオケ　じゃがいも 山田2454-1 ご飲食代10％引き 会員証

小川町
自然処　玉井屋 大塚178-2 お食事代10％引き（ディナ－、特別営業時は除く） 会員証

寿司と手打ちそば　館乃　小川店 高谷1384-1 ご飲食代10％引き、120分飲み放題1,500円→1,000
円（宴会料理ご注文の方のみ、特典の併用不可） 会員証

川島町 古式手打ち蕎麦　鷹や 伊草868 蕎麦アイス350円→無料（ワンテーブルにつきお食事さ
れたお客さま全員に特典適用） 会員証

鳩山町 レストラン　エルヴィス 今宿108-4 ディナーショー半額（年間20回以上ご来店の方のみ）、
ご利用代金10％割引 会員証

ときがわ町 戸隠そば　成木屋 日影212-3 ご飲食代5%引き 会員証
長瀞町 蕎麦　大さわ 岩田911 ソフトドリンクまたはノンアルコールビール1杯サービス 会員証
白岡市 福いち 西6-12-2 ご飲食代10%引き 会員証

杉戸町

うなぎ割烹　高橋屋 杉戸3-10-6 うなぎ骨煎餅サービス（1グループに1品） 会員証

杉戸天然温泉　雅楽の湯 杉戸2517
大人（中学生以上）
平日980円→800円、土日祝日1,080円→980円
小人（3歳～小学生）
平日580円→530円、土日祝日680円→630円

会員証

埼玉県内
19ヶ所 快活CLUB 入会金350円→無料、ブース料金・ご飲食代20％引き 割引券（※）

※割引券は会員専用ホームページより印刷をお願いいたします。
注意：掲載されている施設、サービス内容は 2013年 12月 1日現在のものです。
　　　契約期間中に施設の都合により、サービス内容に変更が生じる場合がありますのでご注意下さい。


	592号-16.pdf
	592号-17.pdf

