
市区町村 店　　名 ＴＥＬ 郵便番号 住　　所 えらべる倶楽部特典内容

寄居町 京亭 048-581-0128 369-1203 大里郡寄居町寄居547 ボトルワイン１割引
（4,000円→3,600円）

熊谷市 レストラン
とんふみ 048-532-4129 360-0841 熊谷市新堀781 ミニアイスクリーム　サービス

深谷市 懐石 武蔵 048-584-1924 369-1245 深谷市荒川401-3 自家製シャ－ベット無料サ－ビス

さいたま市
大宮区

église de 葉山庵 048-644-6688
090-2203-7299 330-0804 さいたま市大宮区堀の内町3-262

乾杯スパ－クリングワイン
1,000円→サ－ビス

リストランテ
オガワ 048-783-3324 330-0841

さいたま市大宮区
東町2-288-1
鈴木ビル1F

①  シェフおまかせコ－ス 
アミュ－ズ、前菜,温菜、パスタ、
リゾット、メイン料理、デザ－ト
8,500円⇒6,500円

②  ４名以上飲み放題、お一人様
2,500円メイン料理が出る迄 
（内容）スパ－クリングワイン等

フランス料理
アルピーノ 048-621-9489 330-0835 さいたま市大宮区北袋町1-130

乾杯スパ－クリングワインまたは
お好みのソフトドリンク人数分

さいたま市
見沼区 三次郎 048-688-3311 337-0003 さいたま市見沼区深作1-29-3

ソフトドリンクまたはグラスビ－
ル１杯または野菜天ぷら１皿

さいたま市
浦和区

山崎屋 048-822-7116 330-0062 さいたま市浦和区仲町1-10-8 ソフトドリンクサ－ビス

満寿家 048-822-1101 330-0064 さいたま市浦和区岸町7-1-3（仮店舗）

ワンドリンクサ－ビス(火曜～金曜
の夜限定でお一人様うな重または
蒲焼をご注文の方)※他券併用不可・
カ－ド不可　平日のみで、コ－ス不可

彩懐石
うらわ高砂 048-823-8001 330-0063 さいたま市浦和区高砂1丁目14-2

ウエルカムドリンク１杯（ビ－ル
またはソフトドリンク）※昼のラ
ンチ懐石、夜の懐石コ－スご注文の方。
最大８名まで

さいたま市
岩槻区

料亭ほてい家 048-756-1661 339-0054 さいたま市岩槻区仲町1-6-3 食後にデザ－ト１品サ－ビス

四季の懐石 桜茶屋 048-758-2600 339-0053 さいたま市岩槻区城町2-6-54 部屋代5％→無料

さいたま市
南区

萬店 048-862-5648
090-9307-5391 336-0031 さいたま市南区鹿手袋1-2-26

ウエルカムドリンク
（コ－ヒ－又は紅茶）

小島屋 048-882-1382 336-0015 さいたま市南区太田窪2166 ソフトドリンク１杯320円⇒0円

上尾市 鰻割烹 恵比寿亭 048-771-0138 362-0037 上尾市上町1丁目5番19号 女子会プラン200円引き

志木市 川魚料理 鯉清 048-471-1188 353-0001 志木市上宗岡2-15-53 コーヒー 1杯サービス 

「県産食材または伝統的な地域のグルメとして定着している食材を使用し、料理人の工夫、店舗
の雰囲気等で豊かさを実感できる埼玉ならではのグルメ」を提供している店のこと。埼玉S級グルメとは

※ 「埼玉S級グルメ」の認定店すべてが、「えらべる倶楽部」の会員特典対象では
ありませんので、ご注意ください。

現地にて「えらべる倶楽部」の会員証をご呈示ください。■の
店舗をご利用の際は、事前にご予約ください。ご利用方法

グルメメニューが増えました！

埼玉県が認定！「埼玉S級グルメ店」「埼玉S級グルメ店」「埼玉S級級グルメ店」埼玉S グルメ店」級グ級 店ルル玉玉SSS級級 メメS 店玉玉埼埼
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北本市 ダンデライオン 048-541-7311 367-0007 北本市東間8-304-6 ワンドリンクサ－ビス
（グラスワインまたはジュ－ス）

行田市 割烹 満る岡 048-554-2263
休業日：火曜 361-0057 行田市城西4丁目6-21 ウーロン茶　1杯サービス

春日部市 S-terrasse
048-792-0701
048-735-1151
090-2629-8399

344-0013 春日部市銚子口979 デザート3点盛り＋ドリンク通常
価格900円相当→540円

越谷市
楽の蔵Chez tomo. 048-978-8287 343-0026 越谷市北越谷2-33-9 平日ディナ－タイムにウエルカム

ドリンク１杯サ－ビス
そば処 久伊豆 048-960-5388 343-0023 越谷市東越谷4-24-6 お会計全額より5％引

神川町

紫水庵
(株式会社ヤマキ) 0274-52-7070 367-0311 児玉郡神川町大字下阿久原955

豆乳で元気125ミリリットル
（成分無調整豆乳）
150円１本プレゼント

フォンテ・ディ・
ディーオ 0495-77-1169 367-0244 児玉郡神川町八日市2559-1 堀内ハイツ1F シフォンケーキ　サービス

久喜市 薫豆料理 ほそ井 0480-59-5788 346-0000 久喜市葛梅2-13-2 小鉢1品120円→サービス
蓮田市 魚庄 本店 048-768-2468 349-0112 蓮田市川島777 お会計→5％引

吉川市
割烹 ますや 048-982-0022 342-0056 吉川市平沼148番地 ソフトドリンク、アルコール類

→ワンドリンクサービス
吉川 福寿家 0120-291-801 342-0056 吉川市平沼51 ソフトドリンク　1杯サービス

川越市

小江戸黒豚鉄板懐
石オオノ

049-222-5566
(おおのともひさ) 350-0836 川越市谷中村前町33

ソフトドリンクまたは
ビール1杯サービス

東屋 049-222-0757 350-0035 川越市西小仙波町1-16-1 小さなフルーツサービス

いも膳 049-243-8551 350-1106 川越市小室15-1 お食事の際、いも膳カクテルを
１杯ずつサ－ビス

所沢市 割烹 美好 0120-157-344
042-923-2266 359-1117 所沢市有楽町13-8

季節のソルベ or アイスクリーム
サービス※ポケットランチをご使用
の場合は特典適用外

飯能市
竹寺 042-977-0108 357-0214 飯能市大字南704 精進料理2種類5％引き
駿河屋 042-974-1000 357-0025 飯能市栄町19-14 食前酒サービス（全員）

入間市
駒弥 04-2963-5464 358-0026 入間市小谷田1536-35 小鉢1品+値引き100円
Veronica persica 04-2932-6006 358-0054 入間市野田653 ワンドリンク

小川町
割烹旅館　二葉 0493-72-0038 355-0328 比企郡小川町大塚32 ソフトドリンク4名様まで
有機野菜食堂
わらしべ 0493-74-3013 355-0321 比企郡小川町小川110-1 お食事を5％引き

ときがわ町 とき庵 0493-67-0517 355-0364 比企郡ときがわ町西平756-4 地野菜の天ぷら3品サービス

秩父市

たべものや
月のうさぎ 0494-22-2171 368-0046 秩父市宮側町17-5参號蔵

月のうさぎ定食または、四季のご
飯をお召し上りの方に秩父産無農
薬紅茶を用意します

RESTAURANT＆
BAR SALVAGE 0494-22-6227 368-0046 秩父市宮側町8-4

自家製オーガニック野菜のバー
ニャカウダー1,200円→1,000円
無農薬コーヒー 380円→280円
※予約要

農園ホテル
秩父路

0494-22-2000
(農園ホテル代表) 368-0023 秩父市大宮5911-1

ランチ・ディナーバイキング
各100円引き

下記の期間において、サービス向上のためシステムメンテナンスを実施いたします。会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2015年12月31日（木）午後11時～ 2016年1月4日（月）午前10時サービス停止日時

・えらべる倶楽部ホームページにおける全てのメニュー及びサービスの閲覧・利用
・JTB店舗および旅の予約センターでの、宿泊補助金を利用したお申込サービス停止内容

サービス停止期間前にモバイル会員証のスクリーンショット（画面メモ）を保存していただければ、
サービス停止期間中もモバイル会員証としてご利用いただけます。
※スクリーンショット（画面メモ）の保存方法は機種により異なりますので予めご確認をお願いいたします。
※スマートフォンをお持ちの場合は、アプリをご利用いただくと便利です。
※モバイル会員証は、表示されている「呈示期限」の期間内のみ有効です。有効期限をご確認の上、適時更新してください。

モバイル会員証を
ご利用の方

年末年始のサービス停止のお知らせ
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