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ガイドブック

東くるめ元気plus+カードを 「健康」と
手に入れて、お店にいこう！ 「お得」を
ゲット!

目印は

コレ！

市内100店舗以上で
使えるお得なカードです！
対象：16歳以上で、東久留米市内在住、在勤、在学（サークル活動等含む）の方
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東久留

米市内
在住、
在勤、
在学（

サーク
ル活動

等含む
）の方

東久留米市では、市民の健康寿命の延伸を目指し、以下の

「7つの生活習慣」についての取り組みを行っています。

あなたもぜひ、この「7つの生活習慣の健康づくり」を
元気plus＋に参加し、３週間挑戦してみましょう！
参加対象：年齢16歳以上で以下のいずれかに該当する方
①市内在住または在勤、在学している方
②市内の福祉施設等でボランティア活動をしている方
③社協ボランティアセンター登録団体でボランティア活動している方
④サークル活動を市内で行っている方
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カード入手編

東くるめわくわく元気plus＋の取り組みの流れ
Step

１

Step

２

Step

３

日々の取り組み目標を立てる
目標は、
「日々の取り組み目標の設定」ページ（P9 ～ 10）か
ら２つ選びます。毎日気軽にできることを目標に選びましょう。

立てた目標に3週間取り組みましょう
目標に取り組み、
「日々の取り組み記録」ページで毎日記録。
できたら○をつけ、○１つにつき１ポイントを加算します。
３週間以内に２８ポイントを目指しましょう！

ボーナスポイントを計算しましょう

（ヘルスサポートポイント）

過去1年間に受けた健康診断等の受診や、ボランティア活動参加等
で、ボーナスポイント（ヘルスサポートポイント）を計算します。
５０ポイント以上で申請できます。

Step

4

元気plus+カードを
申請しましょう
の申請方法
３つの方法がありますので、選んで申請してください

１

申請書を
持参する

2

申請書を
郵送する

3

オンラインで
申請する

詳しくは、申請方法P4 ～ 6をご参照ください。
カードの有効期限は6 ヵ月。
期限が切れる２～３週間前から再度取り組みましょう。
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カード入手編
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1.

の申請方法

カード入手編

Step

申請書を記入の上、下記窓口へ持参する
（ボーナスポイントがつきます）

■申請書をご記入の上、下記の窓口までお持ちください

【わくわく健康プラザ

健康課】

滝山 4-3-14

☎ 042-477-0022

東久留米市役所

本町 3-3-1

【市役所：6 階

産業政策課】

☎ 042-470-7777 ㈹

〈受付時間〉 午前 8 時 30 分〜午後 5 時
（平日正午から午後 1 時と土曜・日曜日、祝日を除く）

2.

申請書を郵送する

■申請書をご記入の上、下記の物を同封のうえお送りください
【同封するもの】
①申請書
②申請者の住所・名前を記入し、切手（84円）を貼付した返信用
封筒（60㎜×90㎜サイズのカードをお送りします。）
  

【送付先】わくわく健康プラザ
〒 203-0033

3.

滝山 4-3-14

健康課

わくわく健康プラザ内

オンライン申請 （LoGoフォームからの申請）

■申請手順

① QRコードを読み取りオンライン申請画面へ
② 入力フォームで必要事項を入力し、送信する
③ 受付完了メールが指定したアドレスに届く
④ 数日から1週間ほどで元気plus+カードがPDFで指定したアドレスに届く
⑤ カード利用店で元気plus+カードを使う（カードの提示方法は6ページ 9 参照）
☆詳細はP５，６をご確認ください。
カード入手編
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オンライン申請の詳細 （LoGoフォームからの申請）
■注意事項～よく読んでから始めてください～
◆ LoGo フォームとは市役所等に来庁することなく、パソコンやスマート
フォンからの申請が可能な自治体用オンライン申請ツールです。
•受付完了メールが手元に届いてから、
『東くるめ元気 plus+ カード』発行
までには数日～ 1 週間ほどかかります。
（年末年始、ゴールデンウィークなどの長期休暇時はその限りではありません）

•『東くるめ元気 plus+ カード』は、指定したメールアドレスに PDF デー
タで届きます。メールが確実に届くように、迷惑メール設定を事前に解
除いただくようお願いします。
•メールが届かない場合は、健康課までご連絡ください。
※健康課の連絡先、受付時間は P 4 を参照。
•『東くるめ元気 plus+ カード』を使用する際には、PDF データをプリン
トアウトするかスマートフォンの画面を提示してください。
•『東くるめ元気 plus+ カード』は再発行ができませんので、PDF データ
は有効期限が切れるまでデータ保存しておくことをお勧めします。

■申請手順
1 お手元に『東くるめ元気 plus+ カード申請書』をご準備ください。
2 下 記の QR コードまたは URL から東くるめ元気 plus+ カード
オンライン申請画面へ。
QR コードを読み込
むと、申請画面へ
とびます。

【QR コード】 【URL】
https：//logoform.jp/f/lhrKa

【入力フォーム】画面が表示されます。必要事項を入力後、次の画面へ進むを
3 
クリック。質問に全て回答し、確認画面へ進むをクリック。

（赤字＊の必須項目に回答がないと進めませんので、入力漏れがないようご注意ください）


注意！ 代理申請の場合、入力フォームには、申請者ご本人の情報を入れてください。

入力した内容を
一時保存できます
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カード入手編

4 
【入力内容確認】画面が表示されます。入力内容を確認後、送信をクリック。

5【送信完了】画面が表示されます。
 受付番号は、この後申請状況を照会する時などに必要とな
りますので、このページを保存するかメモを取るなどして、
必ず控えるようにしてください。
6 送信後、入力フォームで指定したアドレスへ受付完了メールが下記アドレスか
ら届きます。
※
 
（受付完了メール送信アドレス：no-reply@logoform.jp
）
※メールアドレスは送信専用のため、返信いただいても回答できません。

注意！ このメールは自動配信されています。メールが届かない場合はブロック
されているか、申し込みが正常に行われていないことが考えられますの
で、ご確認ください。なお、メールが届くまで数分かかることもありま
す。もし、メールが届かない場合は、お手数ですが健康課までご連絡く
ださい。
7 市 で申請を確認後、数日～ 1 週間ほどで指定したアドレスにカードの PDF が
添付されたメールが下記アドレスから届きます。
（元気
 
plus+ カード送信アドレス：kenko@city.higashikurume.lg.jp ※）
※メールアドレスは送信専用のため、返信いただいても回答できません。

注意！ 対象である方か否かは、システム内で判断できないため、対象年齢に達
していなくても申請はできます。しかし、対象外の場合は利用できませ
んので、ご了承ください。
注意！ 1 週間以上たってもメールが届かない場合は、お手数ですが健康課まで
ご連絡ください。
8 メールには『東くるめ元気 plus+ カード』が添付されていま
すので、氏名と有効期限をご確認ください。
 有効期限は受付完了メールが届いてから６ヶ月となります。
9 カード利用店でカードを使用する際は、カラーでプリント
アウトしたものか、スマートフォンの画面を提示してください。

氏名と
有効期限を
確認

パソコンやスマートフォンからカードの申請ができます！
カード入手編
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元気plus＋申請者の声

やって良かった ♪ の声が届いています!

朝、忙しくても
朝ごはんを食べるように
意識したら、
体がシャキッとした。
（28歳・女性）
食後の歯磨きで、
間食を控えるように
なった。
（43歳・女性）

7

目標を持って
生活すると、
健康意識が高まる。
（60歳・男性）

体を動かす
きっかけになった。
（24歳・男性）

取り組み

1回目

目標を選んで

健康づくりSTART!

8

Step

１

日々の取り組み目標を立てましょう

7つの生活習慣から目標を2つ選びましょう。組み合
わせは自由です。
（目標を自由に設定したい場合は、④⑧⑫⑮⑲㉒㉖の欄にご記入ください。
）

目標は

毎日気軽にできること♪
いつも取り組んでいること♪
これから挑戦したいこと♪

何でも
OK

（食事）
①野菜料理から食べる
②毎日朝食を食べる
③主食・主菜・副菜を揃える
④

（運動）
⑤ 10分多く歩く
⑥毎日

歩歩く

⑦毎朝ラジオ体操をする
⑧
9

急激に血糖値
を上げないた
めには、野菜
料理から食べ
ると効果的です。

筋力を維持するには、
日ごろから体を動かす
ことが大切です。
階段を使うなど、
生活の中で意識
してみましょう。

Step

（休養・
こころの健康）
⑨毎日気持ちよく眠る

（たばこ・酒）

日々の取り組み目標の設定

赤文字の目標は、市が皆さんに是非取り組んで
いただきたい強化項目です！

１

⑳適酒量を心がけ、

⑩周囲の心の健康に気を配る

休肝日を何日かもうける

⑪自分のための時間をもつ

㉑禁煙する

⑫

㉒

（コミュニケーション・ （健康管理）
社会参加）
⑬家族以外の人と1日1回話す

㉓早寝早起きをする

⑭近所の人に会ったら、

㉔体重測定をする

挨拶をする
⑮

（口腔ケア）
⑯丁寧に歯を磨く
⑰デンタルフロスや
歯間ブラシを使う

㉕血圧測定をする
㉖

歯ブラシだけの清掃
効果は、6 〜 7割 !?
歯間ブラシやフロスを
使って歯周病予防を！

⑱よく噛んで食べる
⑲
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わくわく元気シート 日々の取り組み目標の記録

Step

立てた目標に 3 週間取り組みましょう

２

［1回目］

選んだ取り組み目標の番号を記入し、できたら〇を付け、
3週間以内に28ポイントを目指しましょう！
（〇1つにつき1ポイント）

［記入例］

この欄は自由に使用してください
例えば「血圧」や「体調」など

選択した目標の番号を記入
月日

目標NO.

目標NO.

②

⑦

血圧

体調

歩数

１

4／7

○

○

２

130/80

２

4／8

○

○

2

126/76

▲めまい

2500

３

1

120/72

○

4120

～

4／9
○
できたら○をします
～
～

７

4／13

○

○

～

～

～

２

124/70

◎ランチ

11056
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○1つにつき 1ポイントで
計算します

＊１週目 ＊
月日
１

／

２

／

３

／

４

／

５

／

６

／

７

／

7800

～

１週目の合計

／ 14

ポイント

一週間の合計を記入しましょう

⬇記入はこちらから
目標NO.

１週目の合計
11

メモ

ポイント

◯1つにつき
1ポイント

目標NO.

メモ

ポイント
◯1つにつき
1ポイント

体調

／ 14

ポイント

歩数

＊２週目 ＊
月日
／

２

／

３

／

４

／

５

／

６

／

７

／

目標NO.

メモ

ポイント
◯1つにつき
1ポイント

体調

歩数

Step

2

２週目の合計

／ 14

わくわく元気シート
日々の取り組み目標の記録

１

目標NO.

ポイント

♪28ポイントになれば申請できます♪
＊３週目 ＊
月日
１

／

２

／

３

／

４

／

５

／

６

／

７

／

目標NO.

目標NO.

メモ

ポイント
◯1つにつき
1ポイント

３週目の合計

体調

／ 14

日々の取り組み2〜3週間の合計：

歩数

ポイント

ポイント

申請書［1回目］P15※①に記入
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Step

３

［1回目］

わくわく元気シート ボーナスポイント
（ヘルスサポートポイント）
の記録
①過去１年間に行った健康をサポートする行動について
参加回数とポイントを記入しましょう。
②合計で50ポイントを貯めましょう。
名称

1

わくわく元気シート
ボーナスポイントの記録

3

（特定健診・後期高齢者健診、職場健診、人間ドック）

ポイント

２週間たばこを吸わなかった

20

3

かかりつけの医療機関または薬局がある

20

4

歯科検診を受けた

20

６

「しおかるくるめスープ」を食べた

（東久留米市オリジナルの適塩スープです）※ P28〜掲載

「わくわく歩くるめマップ」の
コースを歩いた

わくわく
歩くるめ
マップ

７ ボランティア活動
８

がん検診等の受診

（肺、大腸、胃、子宮、乳がん、骨粗しょう症検診）

回数

合計ポイント

各20

2

５
Step

特定健診等健康診断を受けた

20/回
20/回
20/回
各10

９ スポーツイベントに参加
10 市主催のイベントや教室・講演会などに参加
11
12

地域行事への参加

（自治会活動、学校行事、夏まつり等イベント）

10/回

趣味・サークル活動で人と交流した

（ゴルフや旅行等）

13 東くるめ元気plus+カード利用店に行った
14 申請書類を郵送しないで持参する

ボーナスポイント合計：
13

10

ポイント

申請書［1回目］P15※②に記入

Step

4 ［1回目］東くるめ元気plus+カード申請書

下記の条件 1・2 が達成できたら

を申請しましょう。

【申請の条件】

1. 日々の取り組みが28ポイントになった（Step2）
2. ボーナスポイントが50ポイント以上になった（Step3）

東くるめわくわく元気plus+に参加し、日々の取り組みが28ポイントと、
ボーナスポイントが50ポイントを達成しましたので、
「東くるめ元気plus+
カード」を申請します。

申請日

※は必須事項です

※市外の方

月

日

※生年月日

※氏名
※住所

年

西暦

年

月

申請書［ 回目］

キリトリ線

※ふりがな

20

歳

日

〒

1

勤務地または学校名：
ボランティア・サークル団体名：

※ TEL/FAX

（

）

いただいた個人情報は、東くるめわくわく元気 plus+ で使用し、その他の目的では使用いたしません。

以下もご記入ください。

受付印

◆申請回数は何回目ですか ?
◆
【2 回目以降の方】

初回

・（

）回目

カード利用の機会はありましたか ?（ ある・なし ）
利用店名 :

◆健康課では、健康づくりのための教室

代理申請
続柄 : 家族・知人
その他
（

）

（対象 40 〜 64 歳の方）を開催しています。

教室のお知らせを希望しますか ?（希望する・希望しない）

裏面にも記入をお願いします。
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※取り組み期間：20
※①

年

日々の取り組み ⬅

月

28ポイント
以上
ポイント （P11・P12）

日〜 20
※②

年

月

日

ボーナスポイント ⬅

50ポイント
以上
ポイント （P13）

※選んだ目標番号を記入ください。 〈自由設定の場合は下に記載〉
目標 1

目標 2

自由設定の目標 1
自由設定の目標 2

アンケートに
ご協力ください

⑴「東くるめわくわく元気 plus+」を何から知りましたか ?（いくつでも）
①市広報紙・ホームページをみて
②健康づくり推進員からのすすめ
③家族、友人、サークル仲間などからのすすめ
④健康診査のお知らせや健診会場での周知
⑤カード利用店のポスターやのぼりを見て
⑥その他（
）
⑦元気 plus+ を利用したことがあり知っていた
⑵ 今までに健康づくりを継続的に実施した経験はありましたか ?（1つに〇）
①実施したことがあり、現在も継続している
②今まで実施したことはあるが、継続していなかった
③今まで全くしたことがなかった
⑶ これからもさらに健康づくりを続けてみたいと思いますか ?（1つに〇）
①今後も続けたい
②続けられるかわからないが意識はしたい
理由
③取り組みは難しい
⑷

⑸

15

生活習慣には変化がありましたか ?（1 つに〇）
どのような点でしたか ?
①生活習慣が改善した
②生活習慣改善を意識した
③特に変化がなかった
ご意見やご感想、新しく利用店になって欲しいお店をお書きください

キリトリ線

申請書［ 回目］

1

2〜3週間取り組みをしていかがでしたか?

取り組み

2回目

「日々の取り組み目標」を
P9、P10から選び
健康づくり

START!

カードの有効期限は 6 ヵ月。
有効期限が切れる２〜３週間前から２回目分のシート
（P17~19) を使ってカードを再取得しよう。
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わくわく元気シート 日々の取り組み目標の記録

Step

立てた目標に３週間取り組みましょう

２

［2回目］

選んだ取り組み目標の番号を記入し、できたら〇を付け、
3週間以内に28ポイントを目指しましょう！
（〇1つにつき1ポイント）

［記入例］

この欄は自由に使用してください
例えば「血圧」や「体調」など

選択した目標の番号を記入
月日

目標NO.

目標NO.

②

⑦

血圧

体調

歩数

１

4／7

○

○

２

130/80

２

4／8

○

○

2

126/76

▲めまい

2500

３

4／9
○
できたら○をします
～
～

1

120/72

○

4120

～

～

～

～

～

７

4／13

２

124/70

◎ランチ

11056

○

○

１週目の合計

12

○1つにつき 1ポイントで
計算します

＊１週目 ＊
月日
１

／

２

／

３

／

４

／

５

／

６

／

７

／

／ 14

7800

ポイント

一週間の合計を記入しましょう

⬇記入はこちらから
目標NO.

１週目の合計
17

メモ

ポイント

◯1つにつき
1ポイント

目標NO.

メモ

ポイント
◯1つにつき
1ポイント

体調

／ 14

ポイント

歩数

＊２週目 ＊
月日
／

２

／

３

／

４

／

５

／

６

／

７

／

目標NO.

メモ

ポイント
◯1つにつき
1ポイント

体調

歩数

Step

2

２週目の合計

／ 14

わくわく元気シート
日々の取り組み目標の記録

１

目標NO.

ポイント

♪28ポイントになれば申請できます♪
＊３週目 ＊
月日
１

／

２

／

３

／

４

／

５

／

６

／

７

／

目標NO.

目標NO.

メモ

ポイント
◯1つにつき
1ポイント

３週目の合計

体調

／ 14

日々の取り組み2〜3週間の合計：

歩数

ポイント

ポイント

申請書［2回目］P21※①に記入
18

Step

３

［2回目］

わくわく元気シート ボーナスポイント
（ヘルスサポートポイント）
の記録
①過去１年間に行った健康をサポートする行動について
参加回数とポイントを記入しましょう。
②合計で50ポイントを貯めましょう。
名称

1

わくわく元気シート
ボーナスポイントの記録

3

（特定健診・後期高齢者健診、職場健診、人間ドック）

ポイント

２週間たばこを吸わなかった

20

3

かかりつけの医療機関または薬局がある

20

4

歯科検診を受けた

20

６

「しおかるくるめスープ」を食べた

（東久留米市オリジナルの適塩スープです）※ P28〜掲載

「わくわく歩くるめマップ」の
コースを歩いた

わくわく
歩くるめ
マップ

７ ボランティア活動
８

がん検診等の受診

（肺、大腸、胃、子宮、乳がん、骨粗しょう症検診）

回数

合計ポイント

各20

2

５
Step

特定健診等健康診断を受けた

20/回
20/回
20/回
各10

９ スポーツイベントに参加
10 市主催のイベントや教室・講演会などに参加
11
12

地域行事への参加

（自治会活動、学校行事、夏まつり等イベント）

10/回

趣味・サークル活動で人と交流した

（ゴルフや旅行等）

13 東くるめ元気plus+カード利用店に行った
14 申請書類を郵送しないで持参する

ボーナスポイント合計：
19

10

ポイント

申請書［2回目］P21※②に記入

Step

4 ［2回目］東くるめ元気plus+カード申請書

下記の条件 1・2 が達成できたら

を申請しましょう。

【申請の条件】

1. 日々の取り組みが28ポイントになった（Step2）
2. ボーナスポイントが50ポイント以上になった（Step3）

東くるめわくわく元気plus+に参加し、日々の取り組みが28ポイントと、
ボーナスポイントが50ポイントを達成しましたので、
「東くるめ元気plus+
カード」を申請します。

申請日

※は必須事項です

※市外の方

月

日

※生年月日

※氏名
※住所

年

西暦

年

月

申請書［ 回目］

キリトリ線

※ふりがな

20

歳

日

〒

2

勤務地または学校名：
ボランティア・サークル団体名：

※ TEL/FAX

（

）

いただいた個人情報は、東くるめわくわく元気 plus+ で使用し、その他の目的では使用いたしません。

以下もご記入ください。

受付印

◆申請回数は何回目ですか ?
◆
【2 回目以降の方】

初回

・（

）回目

カード利用の機会はありましたか ?（ ある・なし ）
利用店名 :

◆健康課では、健康づくりのための教室

代理申請
続柄 : 家族・知人
その他
（

）

（対象 40 〜 64 歳の方）を開催しています。

教室のお知らせを希望しますか ?（希望する・希望しない）

裏面にも記入をお願いします。

20

※取り組み期間：20
※①

年

日々の取り組み ⬅

月

28ポイント
以上
ポイント （P17・P18）

日〜 20
※②

年

月

日

ボーナスポイント ⬅

50ポイント
以上
ポイント （P19）

※選んだ目標番号を記入ください。 〈自由設定の場合は下に記載〉
目標 1

目標 2

自由設定の目標 1
自由設定の目標 2

アンケートに
ご協力ください

⑴「東くるめわくわく元気 plus+」を何から知りましたか ?（いくつでも）
①市広報紙・ホームページをみて
②健康づくり推進員からのすすめ
③家族、友人、サークル仲間などからのすすめ
④健康診査のお知らせや健診会場での周知
⑤カード利用店のポスターやのぼりを見て
⑥その他（
）
⑦元気 plus+ を利用したことがあり知っていた
⑵ 今までに健康づくりを継続的に実施した経験はありましたか ?（1つに〇）
①実施したことがあり、現在も継続している
②今まで実施したことはあるが、継続していなかった
③今まで全くしたことがなかった
⑶ これからもさらに健康づくりを続けてみたいと思いますか ?（1つに〇）
①今後も続けたい
②続けられるかわからないが意識はしたい
理由
③取り組みは難しい
⑷

⑸
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生活習慣には変化がありましたか ?（1 つに〇）
どのような点でしたか ?
①生活習慣が改善した
②生活習慣改善を意識した
③特に変化がなかった
ご意見やご感想、新しく利用店になって欲しいお店をお書きください

キリトリ線

申請書［ 回目］

2

2〜3週間取り組みをしていかがでしたか?

得 する
健康キーワード

健康キーワード

知ってると

市のホームページでは健康寿命を延ばすため
の健康情報を掲載しています。ぜひ日々の健
康づくりの参考にご活用ください。
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市健康増進計画とは？
第２次

平成28年度～36年度までの９年間の市健康増進計画です。

わくわく健康プラン東くるめ
理念

みんなが主役

健康で幸せにすごせるまち を目指し、市

民の健康課題が改善できるように

「７つの生活習慣」についての取り
組みを、健康づくり推進員や関係団
体、庁内関係各課と協働で推進して
います。

プランで
市民のみなさんに
広く知って欲しい、
健康情報キーワードを
５つお伝えします。

健康
キーワード

①

フレイルを知っていますか？

年齢とともに筋力や心身の活力が低下して、要介護状態に近づくことを…
フレイル（虚弱）といいます。多くの人が健康な状態からフレイル（虚弱）
の段階を経て、要介護状態になると考えられています。しかし、フレイル
（虚弱）の状態になったとしても生活習慣を見直すことで、再び良好な状態…
に戻ることができるとわかってきました！

自立

フレイル予防の
ために
できること♪
健康

フレイル
〈虚弱〉

要介護

〈身体機能障害〉

年齢
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家にこもらず外にでよう！
社会とのつながりを失うこ
とがフレイルの最初の入口
と言われています。

健康
キーワード

②

あなたももしかしてロコモ？

体を支え動かす『運動器（骨・脊椎・筋肉など）
』が衰え「立
つ」
「歩く」といった機能が低下している状態を『ロコモ
ティブシンドローム（運動器症候群）といいます。

やってみよう！ロコチェック
□ 片足立ちで靴下がはけない
□ 家の中でつまずいたりすべったりする
□ 階段を上がるのに手すりが必要である
□ 家のやや重い仕事が困難
（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

□ 2㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難
（1 リットルの牛乳パック 2 個程度）

□ 15 分くらい続けて歩くことができない
□ 横断歩道を青信号で渡りきれない

1 つでもチェックがついた
ら、 運動機能が衰えてい
るサイン。 是非講演会に
行ってみよう！

講座名

実施予定日

会場

内容

ロコモティブシンドローム
予防講演会

令和5年2月22日
（水）
10時 〜 12時

市役所1階
市民プラザホール

講演会

ロコモティブシンドローム
運動実践

令和5年3月10日
（金）
10時 〜 12時

滝山
わくわく健康プラザ

ロコモ度チェック
運動実践

※詳細は、市広報 令和 5 年 2/1 号、2/15 号でご確認ください

自宅でできる運動をしよう

栄養

３

食べる

動く

つの柱

体力

口腔
✚

お口の
健康

社会参加
つながる

わくわく
すこやか体操動画
東久留米市
ホームページ
QR コード

▪若さを保つ！元気食教室
▪シャキシャキ介護予防教室
▪リハビリ専門職による介護予防
▪脳の健康教室
▪認知症カフェ
▪介護予防講演会
▪自主グループ応援企画教室

詳しくは介護福祉課へ

【連絡先】

☎ 042-470-7777

内線 2501 ～ 2503
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COPDってなんだろう

健康
キーワード

③

COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは、たばこ
などに含まれる有毒物質により肺に炎症が
おこり、呼吸がうまくできなくなってしまう
進行性の肺の病気のこと。最も大きな原因は喫煙と考えら
れています。
COPD では 40 歳くらいから徐々に肺や気管支に変化が起
き、初期には無症状でも、進行すると息切れや咳、痰がで
てきます。予防の基本は禁煙！たばこを吸っている人は禁
煙外来などを活用して禁煙にチャレンジしましょう。
ニコチン依存症治療については、市ホームページから検索

たばこのはなし リーフレット

どれくらいお酒を飲むと身体によくないの？

健康
キーワード

アルコールの適量を知っておこう！

④

適量の飲酒は緊張をほぐしたり、食欲増進や疲労回復に効果があり、
『百薬の長』
ともいわれています。しかし、
過度な飲酒はがん、
高血圧、
脳出血、
脂質異常症を引き起こすとされています。
『適正飲酒量』を知識として持ち、休
肝日を設けながら上手につきあっていきましょう。
適正飲酒量（アルコールの適量）は純アルコール量に換算して

男性で約 20ℊ

女性で約 10ℊ

といわれています。

純アルコール量20ℊの例

梅 酒
グラス１杯
120㎖

または

ワイン
グラス2杯
240㎖

または

ウイスキー
ダブル１杯
60㎖

または

日本酒
１合
180㎖

または

または

または

ビール
中ビン１本
500㎖

焼

酎

（25 度）

2/3 合
120㎖

缶チューハイ
1缶
350㎖

※一般的に、アルコールの影響を受けやすいとされる女性や高齢者、お酒に弱い体質の人は『適正飲酒量』
より少ない量が適当であり、飲酒習慣のない方にこの量を推奨するものではありません。
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健康
キーワード

地域の活動に参加していますか？

健康づくりは「まちづくり！」

⑤

地域の活動に参加することは、健康づくりにもつながっているという
結果が出ています！みなさんも地域の行事に参加してみましょう♪

出典：
「地域があなたをまっている」東京都福祉保健局 承認番号28福保保健第414号

発見 WALKWALK
！

て
食べ

！

て
歩い

て！

し
散歩

ＱＲコードから
観光・イベント
情報を手に入れよう
（市の公式ＨＰにアクセスします）
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知ってほしい！

健康
コラム

東久留米が『健康』
になるお手伝い、はじめませんか？

“健康づくり推進員”を募集しています

□ 何かボランティアを始めたい

□ 健康づくりに興味がある

□ 自分のためにもなることをしたい

□ 人との触れ合いも大事にしたい

上記に1つでもチェックがつく方におススメです♪
健康づくり推進員の声
部会に参加するだけで、健康
に い い こ と を た く さ ん 学 べ、
健康になりました。
ウオーキングマップを作って、東久留
米の魅力を再発見しました。
普段関わることのない小学生に自分が
学んだことを伝える機会は楽しい。

健康づくり推進員とは…
★市長から委嘱をうけた市民ボランティアです。
★健康づくりの勉強の機会がありご自身で学びを深め、
さらに周りの方に伝えていきます。
※無理のない範囲で活動していただけます！

お問合せ：東久留米市福祉保健部健康課
～活動の様子～
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人と関わる機会が増えまし
た♪
意外に楽しい、推進員活動。

☎042-477-0022

しおかるくるめスープの紹介

高血圧予防！
しおかるくるめスープ

野菜たっぷり適塩汁

市のホームページでは「しおかるくるめスープ」
や「東くるめの野菜レシピ」を掲載しています。
普段の食事づくりのレパートリーとして取り入
れてみてはいかがでしょうか。

28
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塩分1g以下で野菜たっぷりの
“考えて食べる適塩汁”
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で
塩分1g
せ
しあわ

しおかる
くるめスープ

健康づくり推進員が考えた

東久留米市 四課栄養士会 福祉保健部健康課、障害福祉課、教育部学務課、子ども家庭部子育て支援課

朝いちスープ
朝、 食べたくなる
ようなスープ !
彩り・栄養バランス
バッチリです !
▪１人分
食塩相当量
エネルギー量
野菜の量
カリウム
カルシウム
マグネシウム
▪材

0.9ℊ
86kcal
70ℊ
377㎎
115㎎
22㎎

料（４人分）

かぼちゃ・・・・1/8 個
（120ℊ）
かぶ・・・・・・大 1 個
（120ℊ）
かぶの葉・・・・ 2 枚
（20ℊ）
しいたけ・・・・2 枚
（20ℊ）
ベーコン・・・・40ℊ
■作り方

水・・・・・・・300㎖
牛乳・・・・・・300㎖
味噌・・・・・・大さじ 1

1 ベーコンは 1.5㎝長さに切る。
鍋に分量の水を入れ、かぼちゃ・かぶ・しいたけ・
2 ベーコンを入れ火にかける。
柔らかくなったら、牛乳を入れ温まったら
3 味噌を溶き入れる。

かぼちゃ、かぶは 1.5㎝角、かぶの葉は 5㎜、しいたけは細切り、

最後にかぶの葉を加え火を止める。
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しおかるくるめスープ

『しおかるくるめスープつくり方のルー
ル』をもとに健康づくり推進員がアイ
デアを出し合ってオリジナルのしおか
るスープを考案しました。
考案 : 東久留米市健康づくり推進員
東久留米市地域活動栄養士会

ほっこりスープ
ショウガや黒こしょうなどの
香辛料で、
薄味でも美味しい。
ゴマ油で風味をプラス !
▪１人分
食塩相当量
エネルギー量
野菜の量
カリウム
カルシウム
マグネシウム
▪材

1.0ℊ
106kcal
75ℊ
378㎎
40㎎
28㎎

料（４人分）

白菜・・・・・・・2 枚
（200ℊ）
豚ロース薄切り・・60ℊ
しめじ・・・・・・1/2 房
（60ℊ）
ひよこ豆水煮・・・80ℊ
にら・・・・・・・40ℊ
しょうが・・・・・4ℊ

だし汁・・・・600㎖
しょうゆ ・・・小さじ 1
塩・・・・・・2ℊ
黒こしょう・・少々
ごま油・・・・大さじ 1/2
（6ℊ）

■作り方

1 小房に分ける。にらは 1㎝長さに切る。

白菜は細切りにする。しめじは石づきを取り
しょうがは皮付きのままみじん切りにする。
豚肉は細切りにする。

2
しめじ・白菜・ひよこ豆を入れ煮る。野菜が煮えたら、にらを加え、
3 塩・しょうゆ・黒こしょうで調味する。
鍋をあたため、ごま油を入れ、しょうが、豚肉を炒める。
だし汁を加え、煮る。
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知ってほしい！

健康
コラム

意外に簡単! 和食•洋食にも使える
だし汁作りにチャレンジ
●P31 〜 32で活用してみよう

＊花かつおだし＊

できあがり800㎖

熱湯……………………………… 1000㎖
昆布…………………………… 5㎝位1枚
かつお節（花かつお）… ………… 10ℊ
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カード利用店紹介編

いつもの買い物・外食を
ちょっとお得に♪

カード利用店紹介編

★元気プラスカードを使えるお店を地域別（西部・中部・東部）
に掲載しています。
★各エリアの利用店マップのページにエリア内の「わくわく歩く
るめマップ」の情報を掲載しています。ぜひご活用ください。
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東くるめ元気plus+カード
町名

店舗名

町名

① アルゴ参番館

㉛ アンデス食品㈱〈東久留米店〉

③ ㈱インテリアイシバシ

㉝ 海鮮市場食堂

② いっぽの台所

㉜ ㈱近江フーズサービス

④ おしゃれサロン ヤマザキ

⑦ Cut Blend

⑨ シャルキュトゥリーモエ

部

⑧ 喫茶 どんぐり

㉟ ㈱ササキミート
東久留米卸売市場

⑥ オンマキンパ

㉞ グルメ静岡屋
西

⑤ お弁当の NUTS

⑩ ㈱證文堂〈滝山店〉

西

滝山

㊹ 包や本舗吉野商店
学園町

⑯ チャーミーかとう
南沢

部

⑱ トウキョウコーヒー ロースタリーカフェ
⑲ ドン・キホーテ

南町

中

㉗ ROMI’s
下里

35

COMPANY（ロミズ カンパニー）

㉘ サン理容室

㉙ ベーカリーカフェ勿忘草（わすれなぐさ）
㉚ カフェ ワーズ・ワース

㊿ 中谷製菓㈱

 上村畳ふすま店
 うなぎ川松

 うなぎ なべしま
前沢

㉖ ロイヤルキッチン

㊽ ㈲ハタガワ電器

 ㈱因幡電機

部

㉕ やまもり三興屋

㊼ 栄寿司

㊾ HAIR MAKE Twenty One〈イオンモール東久留米店〉

㉒ Bistrot Lierre（ビストロ・リエール）
㉔ メルヘン

㊺ 自由学園 しののめ茶寮
㊻ カフェ笠松

⑰ 中華料理 珍来

㉓ ㈲丸橋青果

㊴ 中田商事

㊸ ㈱宮田商店

⑭ 滝山スズキサイクル

㉑ ビューティータナカ〈滝山店〉

㊳ ともゑ食品㈱

㊷ 丸和水産

⑬ 睡眠考房 たきのふとん店

⑳ hit タナカ 21（田中電機）

㊲ ㈱柴源

㊶ のりの太丸〈東久留米店〉

⑫ 酒の髙村屋

⑮ 田嶋酒店

㊱ ㈱三基フーズ

㊵ ㈱肉のカワベ

⑪ 茶処 髙野園

柳窪

店舗名

 おまかせ料理 田中
 菓子工房 pure

 新青梅 スズキサイクル

 ブーランジェリーサワノ
 ふとん しばた

 ヘアーサロンさくま

〈カード利用店新着情報〉

お食事やお買いものの際に
提示すると、下記の各店舗にて
特典が受けられます

カード利用店の
営業時間や定休
日等の変更情報
を確認できます

利用店一覧表
町名

町名
上の原

前沢
八幡町

店舗名

令和４年３月1日現在

 ベーカリーハウスマイ フィルス
 丸新クリーニング

 リサイクルショップ どんぐり

神宝町

金山町

幸町

 ㈲辰巳屋園
 ㈲越後屋

氷川台
大門町

 クリーニング カスタム〈西口店〉
 季節の味 志乃
本町

 せんたく屋 三晃堂
東

 鳥かつダイニング

中

 Patisserie Cafe M.YASUHIKO（パティスリーカフェ エム . ヤスヒコ）
部

中央町

 プチ・フール

 焼きたてパン工房 ブレッチェン

103 おおの酒店
104 韓国料理 美豚

109 こめ結い 花つづみ
110 そば処松屋
111 青果の店 たちばなや
東本町

 ブーランジェ パン・ピュール

Sustainable Café&Salon HALUM（サスティナブルカフェサロン ハル）

112 鳥かつ
113 花裕
114 晴屋
115 福海楼
116 プログレス〈東久留米店〉
117 HAIR MAKE Twenty One〈Emio 東久留米店〉

 松井サイクル

118 和光メガネ

 La boulangerie HIRATSUKA

120 楽膳ダイニング 桶家

 三沢かご店

 中華料理 六和堂
 ㈱若林建設

カード利用店紹介編

部

 バオバブ喫茶

101 テラスシャモア

108 CAFE 茶留夢

 和三盆工芸菓子 象東

 どんぐりの家

 喫茶すぎのこ

107 Café JINDO カフェ・ジンドー

 ビューティータナカ〈イトーヨーカドー店〉

 久留米設備工業㈱

 22j TERRACE（つつじテラス）

106 呑喰屋 おもて

 美 ZEN HAIR

 うつわ＆カフェ かくしち

 た川

105 お菓子工房ポッシュ

 花ふじ

 BISTRO COIN （ビストロ コワン）

 ㈱證文堂〈金山店〉

浅間町 102
新川町



 パン工房モナモナ

 レストラン・モン・クレール

 E.den おさかなとごはんのお店

㈱證文堂〈本町店〉

 ベーカリーハウスマイ
 ㈱久留米スポーツ

 シャキシャキ

 Cafe てん（市役所内）

店舗名

 あんカフェ

119 バラエティーショップ あぶらや

■：西部地区
■：中部地区
■：東部地区
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東くるめ元気plus+カード利用店マップ

37

西部エリア

中部エリア

東部エリア

38

西部エリア利用店

39

44軒（うち市場14軒）

町名

店舗名

③ ㈱インテリアイシバシ

柳窪

④ おしゃれサロン ヤマザキ

㉞ グルメ静岡屋

滝山

⑬ 睡眠考房 たきのふとん店
⑭ 滝山スズキサイクル
⑯ チャーミーかとう
⑰ 中華料理 珍来

⑱ トウキョウコーヒー ロースタリーカフェ
⑲ ドン・キホーテ

㊱ ㈱三基フーズ
㊲ ㈱柴源

㊳ ともゑ食品㈱
㊴ 中田商事

㊵ ㈱肉のカワベ

㊶ のりの太丸〈東久留米店〉
㊷ 丸和水産

㊸ ㈱宮田商店

㊹ 包や本舗吉野商店

東部エリア

⑮ 田嶋酒店

東久留米卸売市場

⑫ 酒の髙村屋

㉟ ㈱ササキミート

中部エリア

⑧ 喫茶 どんぐり

⑪ 茶処 髙野園

㉚ カフェ ワーズ・ワース

㉝ 海鮮市場食堂

⑦ Cut Blend

⑩

㉙ ベーカリーカフェ勿忘草（わすれなぐさ）

㉜ ㈱近江フーズサービス

⑥ オンマキンパ

㈱證文堂〈滝山店〉

㉘ サン理容室

㉛ アンデス食品㈱〈東久留米店〉

⑤ お弁当の NUTS

⑨ シャルキュトゥリーモエ

店舗名

西部エリア

② いっぽの台所

下里

① アルゴ参番館

町名

⑳ hit タナカ 21（田中電機）

㉑ ビューティータナカ〈滝山店〉

㉒ Bistrot Lierre（ビストロ・リエール）
㉓ ㈲丸橋青果
㉔ メルヘン

㉕ やまもり三興屋

㉖ ロイヤルキッチン

㉗ ROMI’s COMPANY（ロミズ カンパニー）

40

１

アルゴ参番館

２

いっぽの台所

滝山中央名店街の中にありますアルゴ参
番館です。介護保険でのデイサービスと
地域の皆様の憩いの場としてカフェを併
設しています。コーヒー 100円、カレー
300円、介護相談もお受けしています。
お気軽にお立ち寄り下さい！！

自家製の天日干し、無農薬米を使ったアジ
アの代表的メニューをお召し上がり下さい。
社会福祉士である店長は、アジアとの交流
団体代表の顔を持ち活動しています。
※金曜日は足もみサロン・日曜日はサンドイ
ッチ店を営業。是非お立寄り下さい

[住所] 滝山4-1-40
[電話] 042-420-6548
[営業時間] 9:30 ～ 16:30
[定休日] 土曜日、日曜日

[住所] 滝山5-1-16 [電話] 042-470-3050
[営業時間] 土曜日 7:30 ～ 11:00（金曜日は「足も
みサロン」、日曜日は「サンドイッチ」
）
[定休日] 月曜日～木曜日

特典

３

カルシウムウエハースプレゼント

㈱インテリアイシバシ

特典

４

土曜日のみ 天日干し・無農薬の玄米
おにぎり1個

おしゃれサロン ヤマザキ

カーテン・ジュータン・リフォームのイシバシです。
直輸入オーダーカーテンは色柄豊富。手すりやバ
リアフリー工事で住み慣れたお家を更に住み心
地良く。お部屋の事は何でもご相談下さい。窓
装飾プランナー・リフォームスタイリストがお客
様のお部屋づくりのお手伝いをさせて頂きます。

滝山団地と共に52年。お一人おひとりの
満足するヘアスタイルを創るため日々努
力しております。いつでもどこからでも
お電話下さい。予約お待ちしています。

[住所] 滝山4-1-40
[電話] 042-475-1624
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 月曜日

[住所] 滝山4-1-31
[電話] 042-474-3411
[営業時間] 平日9:00 ～ 19:30 ／日・祝8:30 ～ 19:00
[定休日] 月曜日、第2・第3火曜日 ＊祝日の場合営業

特典

お買い上げのお客様に手作りランチョ
ンマット2枚プレゼント

特典

当店ポイントサービスを1,000円分
プラスいたします

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。

41 カード利用店紹介編

５

お弁当のNUTS

6

オンマキンパ

[住所] 滝山5-1-27 1Ｆ
[電話] 090-9235-5909
[営業時間] 11:00 ～ 20:00
[定休日] 不定休

[住所] 滝山1-8-19
[電話] 042-420-5677
[営業時間] 平日9:00 ～ 19:00 ／土・日・祝9:00 ～ 15:00
[定休日] 木曜日

特典

Cut Blend

特典

8

ポイント２倍

喫茶

どんぐり

調髪1,900円 カットのみ1,400円 他多種
メニューあり 駐車場完備 女性歓迎 女性
カット1,900円 グアテマラ産スペシャ
ルティコーヒーを自家焙煎で煎り上げネ
ルドリップで抽出したコーヒーを提供し
ております。

西部地域センター内にあり、センターを
利用する方々をはじめ、地域の皆様にご
利用いただいております。コーヒー・カ
レー・ピラフetc。どんぐりパンもおすす
め。「おいしい！」そんな驚きをぜひ体験
して下さい。

[住所] 滝山5-22-14 高村屋ビル201
[電話] 042-420-5466
[営業時間] 平日9:00 ～ 20:00 ／土日祝9:00 ～ 19:00
[定休日] 木曜日

[住所] 滝山4-1-10（西部地域センター内）
[電話] 042-471-0789
[営業時間] 10:00 ～ 17：00 （L.O.16:30）
[定休日] 月曜日、日曜日（夏期・冬期休業あり）

特典

カットをされたお客様にはグアテマラ産本格ネルド
リップ抽出スペシャルティコーヒーを1杯無料！
！

特典

東部エリア

7

1,000円以上お買い上げで、 お弁当1つに
つき「本日のスープ」 1杯プレゼント

中部エリア

令和2年7月26日オープンしたての韓国のり
巻き専門店です。
韓国のり巻き（キンパ）とフライドチキン・
トッポギ等サイドメニューも取りそろえてい
ます。ご来店お待ちしております。

西部エリア

調理作業が見渡せるキッチンで、手作りに
こだわったお弁当を、ご注文を受けてから
お作りします。ご予算・ご要望に応じたオ
ードブルやお弁当も承ります！！お気軽にお
問い合わせください。新メニューや詳細な
どは「アメブロ お弁当 NUTS」で検索！！

500円以上お買い上げの方20円引き

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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9

シャルキュトゥリーモエ

10 ㈱證文堂〈滝山店〉

フランス流の食肉加工品＝シャルキュト
ゥリーのお店です。生ハムやサラミ、パテ、
ベーコンなど手づくりの美味しさをお届
けいたします。

昭和35年創業の金山町、本町、滝山と市内
に3店舗を持つ総合事務ＯＡ機器、事務用品、
紙、スチール家具用品店です。豊富な品ぞろ
えと専門スタッフが皆様の御来店をお待ちし
ております。文房具店には日々の生活の知恵
が詰まっています。のぞいてみて下さい。

[住所] 滝山7-17-24-103
[電話] 042-474-9250
[営業時間] 11:00 ～ 19:00
[定休日] 月曜日、火曜日

[住所] 滝山4-1-34
[電話] 042-471-6564
[営業時間] 平日10:00～18:00／土・日10:00～17:00
[定休日] なし

特典

毎月8のつく日は3％割引

11 茶処 髙野園

茶処髙野園のお茶は全部オリジナルブレ
ンド商品です。独自の商品を皆様にお届
けしております。「ひがしくるめ たきや
まの花摘」「髙野園」は商標登録してあり
ます。
[住所] 滝山4-1-40
[電話] 042-471-7055
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 月曜日
特典

サービス券通常500円お買い上げで
1枚のところ2枚差し上げます

特典

500円以上お買い上げで粗品進呈

12 酒の髙村屋

酒・ワイン・米・食料品・切手・ハガキ
のことなら誠意とサービスの「たかむら
や」に。配達も承ります、
お気軽にどうぞ。
[住所] 滝山5-22-14
[電話] 042-473-2013
[営業時間] 10:00 ～ 20:00
[定休日] 火曜日

自店のサービス券、500円以上お買い上
げで１枚のところ２枚、2000円以上お
特 典 買い上げで1枚のところ2枚差し上げま
す。＊ただし、特価品、たばこ、商品券、
宅急便、配達、ゴミ券、ゴミ袋は除きます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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13 睡眠考房 たきのふとん店

特典

1,000円以上お買い上げで粗品進呈

特典

水曜日

新車をご購入の際、防犯登録代660円を
お値引き致します（現金購入時に限ります）
他のお値引サービスとは併用できません

16 チャーミーかとう

当店人気の遠赤外線甕(カメ)でつねに熟
成させている焼酎の量り売り。
お米（玄米）をその場で店頭精米・配達・
地方発送も致しております。
東久留米市特産品も取扱い中！

季節のオシャレに欠かせない、そして貴女に
マッチしたカットソー・Tシャツ・パンツなど
のお洋服をS ～ 3Lサイズ迄取り揃えました。
洋服に合わせた手提げ・ショルダー・ショッ
ピングバッグも無地やカラフルなデザインで
色々揃っています。一度お出掛け下さい。

[住所] 滝山5-1-14
[電話] 042-473-3905
[営業時間] 10:00 ～ 19:30
[定休日] 月曜日

[住所] 滝山5-1-12
[電話] 042-474-1275
[営業時間] 10:00 ～ 18:00
[定休日] 月曜日

特典

1,000円以上のお買い上げで、
10％割引（対象外もあります。）

特典

東部エリア

15 田嶋酒店

[住所] 滝山5-1-18 ソシアルビル1Ｆ
[電話] 042-473-3965
[営業時間] 10:00 ～ 19:00 [定休日]

中部エリア

[住所] 滝山4-1-40
[電話] 042-473-2910
[営業時間] 10:00 ～ 18:00
[定休日] 月曜日

スポーツBAA資格者の3代目が、安心安
全にこだわった自転車の中からあなたの
用途にぴったりな1台を選び出します。点
検・調整が無料等アフターサービスも充
実！専門資格を持った技術者が、安全に
こだわって乗りやすく整備します。

西部エリア

人と自然との調和を目指し、良質の睡眠
環境の提供を通して社会に貢献します。
〈取扱品目〉寝具全般、ベッド、ふとんの
打ち直し・仕立て、羽毛ふとんの仕立て
直し、布団の丸洗いクリーニング、貸し
ふとん、集配無料。

14 滝山スズキサイクル

2,000円以上お買い上げの方に
ハンカチプレゼント

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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17 中華料理 珍来

18

トウキョウコーヒー
ロースタリーカフェ

アサヒのサワー樽ハイ1杯サービス価格
200円！手作り餃子1人前10個200円！！
保健所指定の野菜たっぷりメニューの
店！！！

品質が良く新鮮なコーヒーを楽しんでい
ただくために、工房から直接焙煎したて
の、JAS認定オーガニック豆を使用して
います。淹れ方にこだわったハンドドリ
ップコーヒーに、手作りのデザート、落
ち着いた空間でゆっくり寛げる場所をご
用意させていただきました。

[住所] 滝山5-12-23
[電話] 042-471-7563
[営業時間] 11:00 ～ 20:00
[定休日] 木曜日、第3水曜日

[住所] 滝山4-1-40
[電話] 042-420-1882
[営業時間] 9:00 ～ 17:00
[定休日] 年中無休

特典

ご飲食された方にアサヒサワー樽ハイ1杯、またはコー
ラ・ジュース・ウーロン茶のいずれか1杯サービス

19 ドン・キホーテ

特典

お会計の総額から10％ＯＦＦ

20 hitタナカ21（田中電機）

可能な限り手作りにこだわり、お客様の
満足する品物を提供する様に努めてます。

日立の家電販売店です。スイッチ・コン
セント修理、電球の交換などのお困り事、
お気軽にご相談ください。

[住所] 滝山4-12-15
[電話] 042-474-5431
[営業時間] 9:00 ～ 18:00
[定休日] 不定（基本水曜日）

[住所] 滝山5-12-22
[電話] 042-471-0865
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 水曜日

特典

店内の食事1,000円以上の方に
50円引き

特典

1,000円以上お買い上げの方に
粗品プレゼントまたはTポイント2倍

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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21

ビューティータナカ〈滝山店〉

22

Bistrot Lierre（ビストロ・リエール）

[住所] 滝山4-1-40
[電話] 042-471-4797
[営業時間] 10:00 ～ 18:00
[定休日] 火曜日、水曜日

[住所] 滝山5-8-9
[電話] 042-455-1728
[営業時間] 12:00 ～ 14:00、18:00 ～ 21:00
[定休日] 水曜日

特典

パーマ（カット込）もしくはカラー（カット
込）のメニュー料金より2,000円引き

ラ ン チ さ れ た 方、 シ ェ フ オ リ ジ ナ ル
コーヒー半額（ホット・アイス）

24 メルヘン

地域のみなさんとともに40年超。野菜を1日
5皿食べるのは、世界の常識。微力ながら新
鮮な野菜と年季の入った糠漬け（2つ100円）
とヘルシー惣菜（なんでも100円）で一役買っ
てまいりました。これからもみなさんに野菜
と一緒に健康を笑顔で手渡してまいります。

メルヘンは創業当時から食の安全・安心にこ
だわり滝山にて1972年より皆さまに愛されて
きました。国産の厳選された食材を使い焼き
あげたパン、オーガニッククッキー、サブレ、
東久留米ブランド認定品のブランデーケーキ、
ラムフルーツケーキ等、是非ご賞味ください。

[住所] 滝山5-1-13
[電話] 042-473-5508
[営業時間] 10:00 ～ 18:00
[定休日] 金曜日

[住所] 滝山5-1-16
[電話] 042-479-4034
[営業時間] 10:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日、祝日

特典

500円以上お買い上げで季節の野菜
プレゼント

特典

東部エリア

23 ㈲丸橋青果

特典

中部エリア

9席の小さなお店ですが、１つ１つ丁寧に作
っております。大人気は黒毛和牛のサーロイ
ンステーキ、旬のお魚料理です。ディナーコ
ースは￥5,000より予約のみで承ります。
このお店でしか味わえない料理を、是非ご堪
能下さい。

西部エリア

お子様からご年配の方まで幅広い年齢層
の方々に愛されている美容室。
あなたの髪のお悩みを改善し素敵なヘア
スタイルをご提案致します。

300円以上のお買い上げの方、
粗品プレゼント（特売品は除く）

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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25 やまもり三興屋

26 ロイヤルキッチン

50余年地元で愛されてきたお茶と海苔の
専門店。静岡茶、狭山茶、宇治茶、有明
産焼海苔などの厳選した品々を取りそろ
えてお待ちしております。有機栽培茶も
あります。

インド・ネパール料理のお店です。
おすすめは、バターチキンカレー、チー
ズナン、ガーリックティッカ、シークカ
バブです。コースメニューやテイクアウ
トもあります。
皆様のご来店お待ちしております。

[住所] 滝山5-1-12
[電話] 042-475-4188
[営業時間] 9:00 ～ 19:00
[定休日] 日曜日（特定日除く）

[住所] 滝山7-17-24
[電話] 042-479-4971
[営業時間] 11:00～15:00、
17:00～22:00
[定休日] 第1、
第3火曜日 （祝日の場合は営業）

特典

税別1,000円以上お買い上げの方に
粗品進呈

27 ROMI’s COMPANY（ロミズ カンパニー）

特典

ソフトドリンク１杯サービス

28 サン理容室

20Kg以上の牛塊を店内で卸した新鮮なパティ
をオリジナルバンズで挟んだボリューム満点！
本格バーガーをお楽しみください。ハッピーア
ワーにはビールをお得に飲むことができます!!
お食事を待っている間は店内奥にある物販コー
ナーも覗いてみてください。

東久留米西団地アコレ内で営業、シルバ
ー料金あり（70歳以上￥3,200、白髪ぼ
かし￥1,100）
、お体の不自由な方出張調
髪いたします。お車での送迎もいたしま
す。

[住所] 滝山4-1-40
[電話] 042-420-7552
[営業時間] 火～木 10:00 ～ 18:00
金～日 10:00 ～ 20:00
[定休日] 月曜日

[住所] 下里4-1-43
[電話] 042-473-8182
[営業時間] 平日9:00～18:00／土日祝8:30～18:00
[定休日] 月曜日、
火曜日

特典

くじ引き挑戦券!!!（ ハズレなし⁉特賞はハンバー
ガー⁉次回ステキなサービスを受けるための・・）

特典

店内でドリンクサービス

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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29 ベーカリーカフェ勿忘草（わすれなぐさ）

30 カフェ ワーズ・ワース

[住所] 下里7-8-10-101
[電話] 042-420-4387
[営業時間] 11:00 ～ 18:00
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日

[住所] 柳窪1-7-29
[電話] 042-475-3320
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 月曜日（祝日でも休み）

特典

500円以上お買い上げで、ロールパン
またはドーナツ１個進呈

特典

中部エリア

黄色い三角屋根の駐車場完備の喫茶店で
す。店前でハーブの栽培をしています。
春夏は取り立てのハーブ茶をご注文頂け
ます。手作りケーキと調理パン・珈琲・
紅茶・ハーブティーで忙しい一日の“ホッ”
とする時をお楽しみ下さい。

西部エリア

食べる人のことを考えて身体に良い無添
加の材料で作ることを大切にしているパ
ン工房です。添加物不使用の牛乳で作ら
れたソフトクリームも販売しています。

当店使用茶葉（紅茶）をお持ち帰り

東部エリア

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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東久留米卸売市場

アンデス食品㈱〈東久留米店〉

31

ホームページを
チェック

鮮魚、精肉、野菜の生鮮
3 品の他、市場ならでは
の「 珍しくて 魅 力 的 な 」
商品が多数ございます。

!!

32

【住所】下里5－12－12（東久留米卸売市場内）
【電話】042‐471‐2231
【営業時間】月～土6:15 ～／日祝8:00 ～
※閉店時間は各店により異なります。
【定休日】不定期水曜日（東久留米卸売市場営
業日カレンダーで確認を）

㈱近江フーズサービス

安心安全・信頼の黒毛和牛専門店。

東久留米卸売市場で食肉卸売りを主に営
業させて頂いています。一般の方への販
売もしております!!商品には絶対的な自信
がありますので一度東久留米卸売市場に
ご来場下さい。食肉の事でしたら何でもご
相談下さい。心よりお待ちしております。

[電話]

[電話]

特典

042-475-5519

国産豚コマ 100g128円を
100g90円

特典

042-473-7056

黒毛和牛サーロインステーキを
100ｇにつき100円引き

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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33

海鮮市場食堂

34

グルメ静岡屋

西部エリア
スーパーに無い美味しい食品あります。
山口県名産『宇部かま（蒲鉾）
』正規取扱
店です。

[電話]

[電話]

特典

042-471-6110

お味噌汁またはご飯おかわり無料
（カード1枚提示につき、1日1杯有効）

国産肉にこだわった安全・安心の美味しい
肉を取り揃えています。オーダーカット、
贈答用などお気軽にお声がけください。

[電話]
特典

店頭価格表示より5％引きします。

㈱三基フーズ

36

東部エリア

㈱ササキミート

35

特典

042-473-2557

中部エリア

水産卸売会社がやっている食堂です。毎朝仕
入れる新鮮な魚を使ってお刺身定食、海鮮丼、
お寿司など安くて美味しい定食作っています。
自家製ネギトロが絶品です。是非ご賞味くださ
い！得々市場ホームページのブログにて、食堂
の特売や新メニュー、休業日など情報公開中
です。ぜひチェックしてご来店下さいませ！

業務用食品のお店ですが、お得でおもし
ろい品物がいっぱいあります。

042-420-1231

国産豚上小間100ｇ10円引
国産豚上挽肉100ｇ10円引
特売日を除く営業日にサービス

[電話]
特典

042-473-1105

毎週月曜日は3％ OFFにします。

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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東久留米卸売市場
㈱柴源

37

ともゑ食品㈱

38

海産物卸小売業です。まぐろ全般、生鮮、
鮨種、冷凍魚・干物、魚卵、活魚、川魚
と当社一店で全てが揃う、ワンストップが
特長です。一般の消費者の方も大歓迎で、
お買い上げ頂いた魚はさばいて差し上げる
ことも可能です。新鮮、美味な魚を是非お
買求めください。

業務用食材、割烹材料、冷凍食品、昆布。

[電話]

[電話]

特典

042-473-2551

マグロブツパック50円引き

中田商事

39

特典

042-471-3223

毎週月曜日、店頭価格より3％お引き
します（別途消費税）

㈱肉のカワベ

40

当店は弁当容器や割箸、トレーやレジ袋など
一般の方ではあまりなじみのない商品を扱っ
ておりますが、お祭りやイベント等でも多く
のお客様とのご縁がございます。
「安全で安
価なより高品質の商品をどこよりも早く」を
合言葉に丁寧な接客を心掛けております。

下田さん家の豚を初め、牛、豚、鶏肉を中
心に、お肉の事なら肉のカワベへ！！
春から秋は、バーベキュー！冬は、すき焼・
しゃぶしゃぶ・もつ煮など、東久留米卸売
市場で4軒のお肉屋さんの激戦区の中で頑
張っております。是非お立寄り下さい。お
待ちしております。

[電話]

[電話]

特典

042-471-3205

当店ポイントカードのポイント付与2倍

特典

042-471-7064

現金のみ日・月・火・水10％ OFF

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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のりの太丸〈東久留米店〉

41

42

丸和水産

安くておいしいお米、のりは有明産、そ
して狭山茶、おいしいものばかり。スタ
ッフ全員こころよりお待ちしております。

食品、惣菜、お菓子等品数豊富です。皆
様のご来店をお待ち申し上げます。

[電話]

[電話]

特典

042-471-7229

ポイント2倍にします

43

㈱宮田商店

佃煮、惣菜、漬物、乾物、麺のシマダヤ
の卸売店です。

[電話]

042-474-2222

ご来店のお客様、お会計より
特典
３％ＯＦＦ

特典

042-471-0908

1,000円お買上げでのどあめ1袋進呈

44

包や本舗吉野商店

ラッピング・包装用品専門店
包装用品専門店です。パーティやお祭り
イベントなどに必要な紙コップ、紙皿、
どんぶり、箸、ラップ、紙袋、ポリ袋、
品数多く揃えております。
[電話]
特典

042-473-2550

金曜日限定、店員とじゃんけんして
勝ったらペーパータオル進呈
（お一人様1日1回限り）

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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中部エリア利用店
町名
学園町

店舗名

町名

 せんたく屋 三晃堂

㊼ 栄寿司

 Patisserie Cafe M.YASUHIKO（パティスリーカフェ エム . ヤスヒコ）

南沢

 鳥かつダイニング
本町

㊽ ㈲ハタガワ電器

㊾ HAIR MAKE Twenty One〈イオンモール東久留米店〉
㊿ 中谷製菓㈱

 和三盆工芸菓子 象東

 うなぎ川松

 うつわ＆カフェ かくしち

 うなぎ なべしま

 久留米設備工業㈱

 おまかせ料理 田中
前沢

 バオバブ喫茶

 新青梅 スズキサイクル

 ベーカリーハウスマイ フィルス
 丸新クリーニング

 リサイクルショップ どんぐり

幸町

 シャキシャキ
 ㈲辰巳屋園
 ㈲越後屋

 E.den おさかなとごはんのお店
本町

 Cafe てん（市役所内）

 クリーニング カスタム〈西口店〉
 季節の味 志乃

 ㈱證文堂〈本町店〉

 ブーランジェ パン・ピュール
中央町

 ヘアーサロンさくま
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 どんぐりの家

 菓子工房 pure

 ふとん しばた

 BISTRO COIN （ビストロ コワン）
 ビューティータナカ〈イトーヨーカドー店〉

 上村畳ふすま店

 ブーランジェリーサワノ

 花ふじ

 美 ZEN HAIR

 ㈱因幡電機

八幡町

店舗名

㊺ 自由学園 しののめ茶寮
㊻ カフェ笠松

南町

47軒

 プチ・フール

 焼きたてパン工房 ブレッチェン
 松井サイクル
 三沢かご店

 La boulangerie HIRATSUKA
 中華料理 六和堂
 ㈱若林建設

西部エリア
中部エリア

東部エリア

54

45 自由学園 しののめ茶寮

46 カフェ笠松

銀座カフェパウリスタのコーヒー、食事
研究グループのクッキー、自由学園関係
の製品などを販売しています。中でもパ
ン工房のパンと特製日替わりランチが人
気です。

笠松坂交差点そばの小さなカフェ。野菜た
っぷり、家庭の味の「ゆいまぁる日替り弁
当」（テイクアウトも可）やドライカレー
をどうぞ。コーヒーなど（手作りクッキー
付）のほか、特製ジンジャーエールが人気
です。

[住所] 学園町1-8-33
[電話] 042-424-2440
[営業時間] 10:30 ～ 16:30（L.O.16:00）
[定休日] 月曜日

[住所] 南沢2-13-11 ゆいまぁる南沢
[電話] 042-477-0211
[営業時間] 10:30 ～ 14:30
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日

特典

単品ドリンク50円引き

特典

ランチセットのコーヒー 50円引き

47 栄寿司

48 ㈲ハタガワ電器

出前承っております。当店の箸袋10枚に
て北国のきれいな海でとれた“三陸塩蔵
生わかめ”
（200ℊ）１袋サービス また 20
枚にて中寿司（￥1,600）１人前サービ
ス致します。

アットホームで安心ブランドの日立の電器
屋、ファミリージョイ ハタガワ電器です。
電球の交換、スイッチ交換、家電製品の使い
方や選び方など、電器のことからリフォーム
のことまで何でもお問い合わせ下さい。笑顔
で安心・丁寧な対応をさせていただきます！！

[住所] 南沢4-4-6
[電話] 042-461-1866
[営業時間] 11:30 ～ 23:00
[定休日] 月曜日

[住所] 南沢5-1-21
[電話] 042-465-0265
[定休日] 水曜日
[営業時間] 9:30 ～ 19:00

特典

お会計から10％オフします

2,000円以上お買上げのお客様に
Tポイント2倍付けサービス！！
特典
Tポイントをお持ちでないお客様も
当店でお作りできます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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HAIR MAKE Twenty One
49 〈イオンモール東久留米店〉

特典

平日13:00 ～ 17:00ご来店の方
全メニュー 10％ off

[住所] 南町3-10-29
[電話] 042-471-5321
[営業時間] 9:00 ～ 17:00
[定休日] 土曜日・日曜日
特典

1袋100円のかりんとう10袋以上
お買い上げで1袋サービス

52 上村畳ふすま店

当店は電気工事店です。小さな工事から
大きな工事、屋内外工事までお任せ下さ
い。スイッチ、コンセント交換など電気
のリフォームしませんか？ホームページ
を『東久留米いなばでんき』で検索して
みて下さい。

ふすまも障子も張れる畳屋さんです。

[住所] 前沢5-24-21
[電話] 042-473-5515
[営業時間] 10:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日、祝日、第2土曜日

[住所] 前沢5-16-15
[電話] 0120-193-137 042-479-0206
[営業時間] 8:00 ～ 20:00
[定休日] なし

特典

見積・相談・依頼で粗品プレゼント。
工事・販売の総額1万円以上で500円引き。

特典

東部エリア

51 ㈱因幡電機

中部エリア

[住所] 南沢5-17-62 イオンモール東久留米2F
[電話] 042-497-4401
[営業時間] 10:00 ～ 20:00
（イオンモール東久留米の営業時間に準ずる）
[定休日] 無休

今年でかりんとう専業メーカーとして
103周年を迎えました。製造直売店の利
点を生かし、新鮮で安い商品を取り揃え
ております。どうぞ、お立ち寄り下さい。

西部エリア

「元気」「笑顔」「思いやり」を大切に、創業
37年地域の皆様にご利用いただいています。
髪の健康を第一に、香草・オーガニックカラ
ーや、美髪を育むトリートメント・ヘッドス
パも充実。髪のハリコシツヤにお悩みの方、
ぜひご来店ください♪あなたの髪を健康に☆

50 中谷製菓㈱

3万円以上のご注文で3,000円引き

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。

56

53 うなぎ川松

54 うなぎ なべしま

新鮮なうなぎをお店にてさばき、皆様に
ご提供しております。秘伝の技で香ばし
く焼き上げたうなぎをぜひ一度ご賞味く
ださい。ご家族やご友人とのお食事にご
来店をお待ち申し上げております。

お誕生日や記念日など、はれの日はもち
ろん！！頑張ったご自分へのごほうびに、
又最近疲れちゃったなと感じた時、是非
うなぎを食べてみて下さい。うなぎの持
つ生命力やパワーで元気が出ますよ。国
産鰻一筋 心を込めて調理しております。

[住所] 前沢1-6-10
[電話] 042-474-1130
[営業時間] 11:00 ～ 21:00
[定休日] 毎週水曜日（祝祭日の時は営業）

[住所] 前沢4-32-7 A-106 [電話] 042-472-0702
[営業時間] 11:30 ～ 15:00（L.O.14:00）
、
  17:00 ～ 22:00（L.O.21:00）
[定休日] 木曜日

特典

メニュー商品10％引き（別途消費税）

特典

日本酒・生ビール・ウーロンハイ・レモン
サワーを1杯300円（2杯目以降もOK）

55 おまかせ料理 田中

56 菓子工房 p u r e

京都からは湯葉・生麩・京野菜、築地か
らは新鮮な魚を仕入れ、昆布と鰹節で取
った出し汁で、素材の味を活かすように
調理しています。お気軽に利用できるミ
ニ懐石コース（3,000円）をぜひお試し
ください。

地産地消、東久留米の無農薬小麦粉や新鮮卵、
北海道乳など素材にこだわり安心安全な生菓
子、焼き菓子をお作りします。
世界に一つだけのオリジナルデザインケーキ
が大人気。ご自分ヘのご褒美や大切な方への
プレゼントに是非どうぞ！！

[住所] 前沢5-24-22
[電話] 042-476-0251
[営業時間] 昼の部12:30 ～ 14:30
  夜の部18:00 ～ 21:30
[定休日] 月曜日

[住所] 前沢2-10-15 シャレード21
[電話] 042-410-2421
[営業時間] 11:00 ～ 19:30
[定休日] 不定休

特典

デザートサービス

特典

1,000円以上お買い上げで10％ OFF

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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57 新青梅 スズキサイクル

58 ブーランジェリーサワノ

[住所] 前沢5-7-5
[電話] 042-471-6534
[営業時間] 9:30 ～ 19:30
[定休日] 水曜日

[住所] 前沢5-1-14
[電話] 042-475-7708
[営業時間] 9:00 ～ 19:00
[定休日] 日曜日、第3月曜日

特典

自転車パンク修理半額／自転車（新車・
リサイクル車）販売特価より500円値引

特典

税込500円以上お買上げで粗品一品
プレゼント

60 ヘアーサロンさくま

人生の約⅓を占める睡眠は健康と明日の活
力の源です。快適な睡眠を得られる寝具
から、こだわりのオーダーメイド寝具まで
幅広く取り扱っております。高級レンタル
寝具や仕立直し、クリーニング等も承っ
ておりますのでお気軽にご相談下さい。

理容店ですが女性の顔剃りやお顔ほぐし
等マッサージに特化した業態です。髪に
ハリを出すヘッドスパも好評です。予約
の方を優先しますので、まずはお電話下
さい。

[住所] 前沢5-16-14
[電話] 042-473-2613
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 水曜日

[住所] 前沢4-23-16
[電話] 042-474-7987
[営業時間] 平日9:00 ～ 18:00 ／土日祝8:30 ～ 18:00
[定休日] 月曜日、第2・第3火曜日

特典

3,000円以上お買い上げで5％引き

特典

東部エリア

59 ふとん しばた

中部エリア

当店では定番商品はもちろん個性的で美
味 し い パ ン を1つ1つ 丁 寧 に 作 っ て い ま
す。
美味しいパンを食べに是非この機会に御
来店下さい。

西部エリア

自転車修理・スピード修理お預かりの場
合、代車貸し出し有り。ブリヂストン自
転車 カタログより15％値引。東久留米市
放置自転車リサイクル協力店

スタンプカードに料金に応じたスタン
プ数プラス1つ多く押します。

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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61 ベーカリーハウスマイ フィルス

62 丸新クリーニング

お客様にとって「元気をくれる私の街のパン
屋さん」であるよう温かいおもてなし、真心
込めた焼きたてパン、新鮮なサンドイッチで
お客様をお迎えします。マイに行けば笑顔に
なる、元気になる、ワクワクする。私達は焼
きたてパンで温かい街づくりをしています。

自店洗い、手仕上の店。集配及び皮革、
布団、和装等の特殊クリーニングや修理
も承ります。

[住所] 前沢1-4-48
[電話] 042-420-1803
[営業時間] 8:00 ～ 18:00
[定休日] 火曜日

[住所] 前沢4-9-26
[電話] 042-473-4864
[営業時間] 平日8:00 ～ 19:00 ／祝日9:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日

特典

月・木の17時以降、税抜1,200円以上
お買い上げの方に200円のお買物券進呈

63 リサイクルショップ どんぐり

リサイクルショップどんぐりは、障がいを
持たれた方に、社会参加の場を提供させて
頂く施設です。是非一度ご来店ください。
※バザー品のご提供に関し、少量でも回収
に伺わせて頂きますので、お気軽にご連
絡ください。
[住所] 八幡町3-1-37
[電話] 042-479-1251
[営業時間] 10:00 ～ 16:00
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日
特典

1,000円以上お買い上げの方粗品進呈

特典

1,000円以上ご利用で50円引き
※他の割引サービスとの併用はできません

64 シャキシャキ

おかげさまで開店5年目を迎えました。美味しい
料理とお酒を提供するお店です。鮮魚・肉料理・
中華等の一品料理やコース料理をお楽しみくださ
い。一階は小粋なカウンター、二階はおしゃれな
和室（8名）と洋室（15名）をご用意しております。
どの料理もおススメですが、御蔵島漁師直送の“伊
勢エビ”や“アカハタコース”をぜひご堪能ください！
[住所] 幸町3-6-3
[電話] 042-448-1782
[営業時間] 11:00 ～ 14:00 ／ 18:00 ～ 24:00
[定休日] 水曜日、日曜日
特典

（夜のみ）デザートサービス1品

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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65 ㈲辰巳屋園

66 ㈲越後屋

令和4年4月中旬

「地域の皆様に愛され続ける豆腐屋」をモ
ットーにおいしい豆腐を作っています。
手揚げの油揚げも絶品です。ぜひご賞味
ください。

特典

毎週月曜日ご購入いただいた方 定価
商品の5％引き（割引品は除外）

おいしい「魚」とこだわりの「ご飯」
。幸せ
な食のひと時を堪能できる和食店です。店
内の壁は海や森林を思わせる、エメラルド
グリーン。インテリアは和モダンで統一し、
ガラス窓には可愛らしいイラストが。おし
ゃれな憩いの空間と美食を味わえます。
[住所] 本町1-3-9 リバーウエストビルズ1F
[電話] 042-420-5008
[営業時間] 11:00～14:30（L.O.14:00）、17:00～22:00（L.O.21:00）
[定休日] 日曜日
特典

木ノ葉ソルト又はローズマリーソルト
のプレゼント

特典

毎週土曜日に徳用揚げ（7枚入り）
20円引き

68 Cafe てん

東部エリア

67 E.den おさかなとごはんのお店

[住所] 本町2-7-1
[電話] 042-476-2707
[営業時間] 7:00 ～ 19:00
[定休日] 日曜日

中部エリア

[住所] 幸町1-1-5
[電話] 042-475-1259
[営業時間] 9:00 ～ 18:00（冬季9:00 ～ 17:00）
[定休日] 木曜日

西部エリア

リニューアル
オープン!!
予定

落ち着いた雰囲気の店内では、市の特産
品である柳久保小麦を使用した手打ちう
どんや本格カレー、焙煎士によるオリジ
ナルコーヒーの他手づくりケーキもご用
意しております。ちょっと一息、お友達と
おしゃべりなどにもお立ち寄りください。
[住所] 本町3-3-1 東久留米市役所1F
[電話] 042-475-8822
[営業時間] 11:00 ～ 16:00（L.O.15:45）
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日 ※臨時休業あり
特典

ランチセット（ケーキ、ドリンク付）
1,150円を50円引き

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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クリーニング カスタム
69 〈西口店〉

70 季節の味 志乃

クリーニングは地域密着・品質にこだわ
る 当 店 へ！！ 環 境 に 優 し い！ 肌 に 優 し
い！着る人に優しい！

鮮魚は旬の食材を厳選し、野菜は東久留米産の朝
採り野菜にこだわり、一品メニューからコースま
で幅広くご提供しております。お一人様はカウン
ターでお薦めの地酒と一品メニュー。ご宴会は50
名様まで受け入れ可能です。お祝い、御法要等に
も御利用下さい。心を込めてお迎えいたします。

[住所] 本町1-5-4
[電話] 042-477-6735
[営業時間] 10:00～19:00
[定休日] 水曜日

[住所] 本町2-5-2
[電話] 042- 475-6715
[営業時間] 平日11:30 ～ 14:00、17:00 ～ 22:00
  日祝17:00 ～ 22:00
[定休日] 月曜日

特典

ドライ品に限り10％ OFF（セール期
間中は対象外）

71 ㈱證文堂〈本町店〉

特典

酒の肴

一品サービス（夜の部のみ）

72 せんたく屋 三晃堂

昭和35年創業の金山町、本町、滝山と市内
に3店舗を持つ総合事務OA機器、事務用品、
紙、スチール家具用品店です。豊富な品ぞ
ろえと専門スタッフが皆様の御来店をお待
ちしております。文房具店には日々の生活の
知恵が詰まっています。
のぞいてみて下さい。

すべて自社にて洗いから仕上まで責任を
もって行っています。集配も可能です。
（無
料で行っています）

[住所] 本町2-5-1
[電話] 042-474-3939
[営業時間] 10:00 ～ 18:00 ／土曜日13:00 ～ 16:00
[定休日] 日曜日、祝日

[住所] 本町2-3-23
[電話] 042-471-5604
[営業時間] 8:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日、祝日

特典

500円以上お買い上げで粗品進呈

特典

1,000円以上で次回使用可の金券
100円プレゼント

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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73 鳥かつダイニング

Pâtisserie Cafe M.YASUHIKO
74 （パティスリーカフェ
エム.ヤスヒコ）

[住所] 本町1-13-1
[電話] 042-420-9010
[営業時間] 16:30 ～ 23:00（L.O.22:30）
[定休日] 火曜日

[住所] 本町3-7-7
[電話] 042-479-4499
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 火曜日

特典

焼鳥盛り合わせ850円⇒750円

花と園芸のお店です。東久留米市に開業
して51年になります。花キューピット加
盟店です。全国にお花が送れます。

[住所] 本町2-13-13
[電話] 042-473-5238
[営業時間] 10:00 ～ 18:30
[定休日] 水曜日
特典

花ふじスタンプ2倍サービス

ポイント2倍（晴れの日に限り）

76 Bistro Coin（ビストロ コワン）

東部エリア

75 花ふじ

特典

中部エリア

ドライフラワーで飾られた明るい店内に
は、12席のカフェスペースを完備。季節
感あふれる色とりどりのケーキと焼き菓
子をご提供いたします。一息つけるお茶
のお供から、お手土産、ちょっと特別なお
祝いに幅広くご利用いただけるお店です。

西部エリア

東久留米北口で43年間営業する「鳥かつ」
の2号店!! リーズナブルなお値段とおいし
い料理とお酒を提供します。

『気軽にフレンチ』『非日常空間』をコンセ
プトに、東久留米市にフレンチのお店を令
和２年９月２１日にオープンしました。ラン
チはセットメニューとなっており、税込み
1,800円から。ディナーは炭火で焼いた骨
付き肉とワインでお楽しみください。
[住所] 本町2-2-4
[電話] 042-420-7722
[営業時間] 11:30 ～ 15:00(L.O.14:00)
  17:30 ～ 22:00(L.O.21:00)
[定休日] 日曜日
特典

ランチメニューをご注文された方に、
コーヒーサービス

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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77 美ZEN HAIR

ビューティータナカ
78 〈イトーヨーカドー店〉

地肌と髪質改善を主に美と健康をテーマ
にトリートメントやヘッドスパ、お客様
に合ったスタイルを提案致します。パー
マ、カット、カラー、成人式や卒業式等
オールマイティーな技術をさせて頂きま
す!!

お子様からご年配の方まで幅広い年齢層
の方々に愛されている美容室。
あなたの髪のお悩みを改善し素敵なヘア
スタイルをご提案致します。

[住所] 本町3-2-5 ザ・ウィンベル１F
[電話] 042-472-6781
[営業時間] 平日10:00 ～ 20:00 ／日・祝9:00 ～ 19:00
[定休日] 火曜日

[住所] 本町3-8-1 イトーヨーカドー 2階
[電話] 042-477-7181
[営業時間] 9:00 ～ 20:00
[定休日] イトーヨーカドーと同じ

特典

新規の方、1年以上来店していない方
20％ OFF

79 和三盆工芸菓子 象東

特典

カード提示でパーマ（カット込）もしくはカラー
（カット込）のメニュー料金より2,000円引き

80 うつわ＆カフェ かくしち

最上質の和三盆糖を100％使用した工芸
菓子を作っています。四季や文化を象る
美しい意匠の木型から生み出される干菓
子。祈りや願いが込められたまさに「食
べる工芸品」。ご贈答に。お祝いに。ふさ
わしい箱詰をお作りいたします。

材料・製法にこだわり店内で作るスイー
ツ。全国の作家が制作した器。手作りの
ぬくもりがいっぱいの小さなギャラリー
カフェです。

[住所] 本町1-4-29 第2高庄ビル2F
[電話] 042-420-7104
[営業時間] 月～金10:00 ～ 18:00 ／土12:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日、祝日

[住所] 中央町2-1-34
[電話] 042-476-8050
[営業時間] 11:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日、第1・3月曜日

特典

1,000円以上のお買い物くださったかたに
和三盆干菓子1つ差し上げます（100円相当）

特典

1,500円以上ご利用のお客様スコーン
1つプレゼント

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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81 久留米設備工業㈱

82 どんぐりの家

[住所] 中央町1-18-18
[電話] 042-473-1237
[営業時間] 9:00 ～ 17:00
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日

[住所] 中央町6-2-55
[電話] 042-475-9559
[営業時間] ベーカリーショップ10:00 ～ 15:00
  喫茶室10:00 ～ 14:00
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日（夏期・冬期休業あり）

特典

水道、排水設備、空調設備（エアコン等）の
工事及び修繕お見積り金額より5％お値引

大きな窓がある明るい空間で、ゆっくりくつ
ろいで行かれませんか？知的障害のある方
が働く場として、1986年にオープンいたし
ました。生涯学習センター内にありますので、
センターでの集まりの際、中央図書館のご利
用の際などにぜひお立ち寄りください！
[住所] 中央町2-6-23
[電話] 042-474-7895
[営業時間] 10:00 ～ 17:00（L.O.16:30）
[定休日] 第4月曜日・土曜日・日曜日・祝日
特典

220円以上ご利用のお子様（小学生以下）に、ミニ
ジュース（りんご、みかん、ぶどう）をプレゼント

500円以上お買い上げの方20円引き

84 ブーランジェ パン・ピュール

東部エリア

83 バオバブ喫茶

特典

中部エリア

1階はベーカリーショップ。菓子パン・惣菜
パン・食パン等販売しています。パンは、御
弁当と一緒に宅配もやっています。2階は喫
茶室。どんぐり名物のカレーや、1階で購入
したものをお召し上がりになれます。会合等
にも使えますので、どうぞご利用ください。

西部エリア

住宅設備・店舗設備等の工事及び修繕を
信頼できる技術とサービスで対応してい
ます。お住まいの快適、安心安全は東久
留米に根付いた弊社へお立寄り下さい。

当店のおすすめのパン…フランス生地に
バターを折り込んだ塩味のシェルフラン
スです。その他、食パン・発芽玄米食パン・
イギリスパンの回数券も販売しています。
10斤分のお値段で11斤分購入できますの
で是非ご利用ください。
[住所] 中央町2-6-54 キャピタルハイム103
[電話] 042-476-5467
[営業時間] 8:00 ～ 18:00 ／土日祝8:00 ～ 19:00
[定休日] 月曜日、第1・3火曜日
特典

税込500円以上お買上げで
焼き菓子等1袋プレゼント

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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85 プチ・フール

天然酵母のパン屋を始めて31年目。開店当
初からの“安心して食べられるパンを子供た
ちに”の思いは今も。農家の方々が丹精込め
て作った柳久保小麦農林61号添加物のない
食材で“美味しいパン”を焼き上げます。皆様
のご来店を心よりお待ちいたしております。
[住所] 中央町4-2-18
[電話] 042-474-0139
[営業時間] 月・金・土・日10:00 ～ 17:00
[定休日] 火曜日・水曜日・木曜日
特典

1,000円以上お買い上げの方
10％引きとさせて頂きます

87 松井サイクル

自転車販売・修理一筋67年！！久留米町
から開業しておかげ様で53年間お客様に
支えて頂いております。これからもどう
ぞ宜しくお願い致します。
[住所] 中央町1-18-20
[電話] 042-471-6686
[営業時間] 9:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日
特典

1,000円以上の修理、部品5％割引

86

焼きたてパン工房
ブレッチェン

地域の皆様に「我が町のパン屋」と言っても
らえるような店を目指し、心をこめて一つ一
つパンを手作りしています。東久留米特産
「柳
久保小麦」のブラン（ふすま）を使ったオリ
ジナルパンは東久留米ブランド商品として、
認定され当店の人気商品となっています。
[住所] 中央町6-1-22
[電話] 042-470-4466
[営業時間] 9:00 ～ 19:00
[定休日] 日曜日、祝日
特典

ポイントカードのスタンプ3倍

88 三沢かご店

創業72年になります。ザシキボーキ・熊手は全て
国産品。竹ボーキは手作り。オリジナル品またご
希望にも応じています。花器・ザル・バッグ・か
ご等は大分に発注。正月用に青竹花器を12月中旬
から販売。サイズ等のご希望もお受けいたします。
つるしびな用つるし輪を当店で製造。サイズはい
ろいろあります。市内および近隣配達サービス。
[住所] 中央町5-7-44
[電話]
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 第1木曜日、金曜日
特典

042-473-2959

スタンプ２倍

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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89

La boulangerie
HIRATSUKA

90 中華料理 六和堂

[住所] 中央町5-13-20 ルネ前沢103
[電話] 042-475-1757
[営業時間] 11:00 ～ 19:00
[定休日] 火曜日

[住所] 中央町5-7-46
[電話] 042-471-9678
[営業時間] 11:00 ～ 15:00、17:30 ～ 22:00（L.O.21:00）
[定休日] 年中無休（1月1日、2日は休業）

特典

500円以上お買い上げで50円オフ

特典

単 品 料 理3,000円 以 上 注 文 で500円
割引

東部エリア

91 ㈱若林建設

中部エリア

食べ放題と飲み放題あります。3,300円+
税、100品以上、個室有り。ランチ700
円（コ－ヒ－or茶付き）毎日定食（750円）
も有り。麺とご飯、大盛り無料。

西部エリア

安心安全で毎日食べたい本物のパンをモ
ットーに、厳選された材料を使い、惣菜
パンの具も全て手作りで作っています。
自家製酵母を使ったハード系パンや季節
の焼菓子など常時60種程が並んでおりま
す。発送やギフトも承っております。

昭和34年創業の建築会社です。熟練した
職人と最善の住宅を実現する熱意と技術
が自慢です。お住まいの小さなお困り事
（網戸・ガラスの交換、手すりの取りつけ
等）から、大きな工事まで、安心してご
相談ください。丁寧にご対応いたします。
[住所] 中央町1-1-32
[電話] 042-471-0365
[営業時間] 9:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日、祭日
特典

工事代金5％オフ
※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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東部エリア利用店

町名
上の原
神宝町

店舗名

29軒

町名

 あんカフェ

105 お菓子工房ポッシュ

 ベーカリーハウスマイ

106 呑喰屋 おもて

 ㈱久留米スポーツ

108 CAFE 茶留夢

 パン工房モナモナ

107 Café JINDO カフェ・ジンドー

金山町

 ㈱證文堂〈金山店〉

109 こめ結い 花つづみ

 た川

110 そば処松屋

 レストラン・モン・クレール
 22j TERRACE（つつじテラス）

大門町

 喫茶すぎのこ

101 テラスシャモア

浅間町 102

Sustainable Café&Salon HALUM（サスティナブルカフェサロン ハル）

111 青果の店 たちばなや
東本町

氷川台

店舗名

112 鳥かつ
113 花裕
114 晴屋
115 福海楼

新川町

103 おおの酒店

116 プログレス〈東久留米店〉

104 韓国料理 美豚

117 HAIR MAKE Twenty One〈Emio 東久留米店〉
118 和光メガネ
119 バラエティーショップ あぶらや
120 楽膳ダイニング 桶家
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西部エリア

中部エリア
東部エリア

68

92 あんカフェ

93 ベーカリーハウスマイ

閑静な住宅街のかくれ家的なお店です。
月に一度くらい歌声喫茶をやっています。
ちょっと古い歌を一緒に歌いませんか。
日程はブログを見て下さい。「アメブロ
あんカフェ東久留米」検索です。近くに
駐車場あります。

お客様にとって「元気をくれる私の街のパン
屋さん」であるよう温かいおもてなし、真心
込めた焼きたてパン、新鮮なサンドイッチで
お客様をお迎えします。マイに行けば笑顔に
なる、元気になる、ワクワクする。私達は焼
きたてパンで温かい街づくりをしています。

[住所] 上の原2-5-10
[電話] 042-420-1752
[営業時間] 11:00頃～ 18:30頃
[定休日] 木曜日、第3水曜日

[住所] 上の原1-3-46 アクロスプラザ東久留米内
[電話] 042-477-2383
[営業時間] 平日8:00～18:00／土・日・祝日8:00～18:00
[定休日] 火曜日

特典

お食事のセットをご注文いただいた方に食後の
追加ドリンク（コーヒー or紅茶）1杯サービス

94 パン工房モナモナ

パン工房モナモナは、パン製造・販売の
仕事に携わりながら、経験豊かなパン職
人を中心としたスタッフが障害者ととも
に歩むパン屋です。イーストフード・乳
化剤を使用せずに、素材を大切にして健
康・安全・安心のパンを手作りしています。
[住所] 神宝町2-14-23 岡野ビル1F
[電話] 042-420-9663
[営業時間] 10:00 ～ 16:45
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日
特典

店内でケーキとコーヒー（紅茶）セットで
お召し上がりの方100円引き※毎月1回

特典

月・木の17時以降、税抜1,200円以上お買
い上げの方に200円のお買物券進呈

95 ㈱久留米スポーツ

スポーツで若く明るくたくましく!!総合
スポーツ用品何でもOK!!学校体育教材等
★ご高齢のお客様にはご家庭まで納品
（ 配達 ） 致します。
★グラウンドゴルフ用品 （具） 只今絶好調。
★杖 （ウォーキングポール） も取り扱って
おります。
[住所] 金山町1-7-12 [電話]
[営業時間] 9:00 ～ 18:30
[定休日] 火曜日
特典

042-474-1111

最大小売価格の20％引き

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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96 ㈱證文堂〈金山店〉

97 た川

[住所] 金山町2-3-4
[電話] 042-471-3939
[営業時間] 10:00 ～ 18:00
[定休日] 日曜日

[住所] 金山町1-7-6
[電話] 042-474-4561
[営業時間] 11:30～14:00、17:00～22:30（L.O.22:00）
[定休日] 月曜日

特典

500円以上お買い上げで粗品進呈

特典

1,500円以上の食事をした方に
小鉢１つサービス

99 22 j TERRACE（つつじテラス）

開業30年の洋食レストランです。ハンバ
ーグ・ドリア・フライ・ステーキなど。
ご家族、ご友人とお気軽にご来店下さい。

黒目川沿いのアットホームなカフェです。
駄菓子・雑貨・子ども服もあり、オープ
ンデッキでフード ドリンクをお楽しみ
いただけます。ファミリーやお友達皆さ
んでお気軽にどうぞ！お待ちしていま~
す。

[住所] 金山町2-6-14
[電話] 042-474-7746
[営業時間] 11:30 ～ 15:00、17:00 ～ 21:00
[定休日] 水曜日

[住所] 氷川台1-1-15
[電話] 042-478-2728
[営業時間] 11:00 ～ 17:00
[定休日] 日曜日、月曜日

特典

お食事をされた方にソフトドリンク、
またはアイスクリームをサービス

特典

東部エリア

98 レストラン・モン・クレール

中部エリア

うなぎ、天ぷら、た川弁当など、その他
お食事にどうぞ。うなぎは愛知三河一色
産の活鰻を使用しています。

西部エリア

昭和35年創業の金山町、本町、滝山と市内
に3店舗を持つ総合事務OA機器、事務用品、
紙、スチール家具用品店です。豊富な品ぞ
ろえと専門スタッフが皆様の御来店をお待
ちしております。文房具店には日々の生活の
知恵が詰まっています。
のぞいてみて下さい。

フードをご注文いただいた方に
ドリンク100円オフ

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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100 喫茶すぎのこ

101 テラスシャモア

社会福祉法人すぎのこが運営しているお
店です。温かいお料理、ドリンク、デザ
ート等をご用意して、温かいスタッフが
皆さまをおもてなしいたします。皆さま
のご来店をお待ちしております。

東久留米で店を構えて34年になります。
厳選された材料を使って一つ一つ手作り
しています。東久留米の地名や名物の名
前が付いたお菓子
（クッキー・マドレーヌ
等）、ブランド認定品
（生チョコレートおち
あいの小石）
など、ぜひご賞味ください。

[住所] 大門町2-10-5 東部地域センター内1F
[電話] 042-471-4883
[営業時間] 10:00 ～ 17:00
[定休日] 東部地域センターの休館日に準ずる

[住所] 大門町1-1-21
[電話] 042-472-0717
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 月曜日、第１・第３火曜日

特典

コーヒー 1杯50円引き

Sustainable Café&Salon HALUM
102 （サスティナブルカフェサロン
ハル）

特典

全品5％オフ

103 おおの酒店

厳選された植物性の原料だけで一つ一つ丁
寧に作られたHALUMのお菓子。＜白砂糖・
乳製品・卵・ショートニング・マーガリン・
合成食品添加物不使用、
オーガニック・国産・
未精製など厳選した材料を使用＞ 心と体に
優しいその美味しさをお楽しみください。

J-GAP方式を取り入れて育てたお米を販
売している店頭精米のお店です。

[住所] 浅間町3-23-15
[電話] 042-439-9004
[営業時間] 11:00 ～ 19:00
[定休日] 日・月・火・水曜日（カフェ）

[住所] 新川町1-6-3
[電話] 042-471-1353
[営業時間] 9:00 ～ 20:00
[定休日] 日曜日

特典

ブランチセット又は本日のケーキセット
をご注文の方にクッキープレゼント

特典

500円以上お買い上げで
ポイントカード印２個

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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104 韓国料理 美豚

特典

ソフトドリンク1杯サービス

東久留米の野菜を使った料理と美味しい
お酒のお店です。ランチ営業もやってい
ます。皆様のご来店を心よりお待ちして
おります。
[住所] 東本町1-8 たちばなやビルB1
[電話] 042-420-5362
[営業時間] 11:00 ～ 14:00（ご飯なくなり次第終了）
、
17:00 ～ 23:00
[定休日] 日曜日 ※詳細はGoogleにて
特典

ランチに限り、小鉢1つサービス

特典

ポイント2倍

107 Café JINDO カフェ ジンドー

東部エリア

106 呑喰屋 おもて

[住所] 東本町14-25 カムレイドビル103
[電話] 042-420-6450
[営業時間] 11:00 ～ 18:00
[定休日] 水曜日、木曜日

中部エリア

[住所] 新川町1-3-32  2F
[電話] 042-479-4453
[営業時間] 火～土 11:30～14:30、17:00～23:00
  
（祝・日曜日はディナーのみ営業）
[定休日] 月曜日

良質の材料を吟味し、ひとつひとつてい
ねいに手作りしています。ご贈答、バー
スデーケーキのご注文も承ります。ご来
店お待ちしております。

西部エリア

アットホームでお洒落な店内で本格韓国
料理が楽しめるお店です。特にサムギョ
プサルが美味しいですよ！

105 お菓子工房ポッシュ

北口広場を見おろす柔らかな音楽が流れる
広く落ち着いた雰囲気のカフェです。香り豊
かな美味しいコーヒーと手作りケーキ、メア
リーおばさんのこだわり料理をご賞味くださ
い。ライブ演奏や英語が身につく楽しいイベ
ントなど、定期的に開催しています。
[住所] 東本町5-1 2F
[電話] 042-420-6077
[営業時間] 12:00 ～ 21:00
[定休日]
年中無休
特典

レジにて50円引き

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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108 CAFE茶留夢

ご注文ごとに豆を挽き、サイフォンでたてて
お出ししています。豊かな香りと味わいをお
楽しみ下さい。11:30まではお得なモーニン
グセットをご用意しております。軽食の一番
人気は、焼いたタマゴをはさんだサンドウィ
ッチ。豆の量り売りもぜひご利用下さい。
[住所] 東本町5-10
[電話] 042-473-0435
[営業時間] 9:00 ～ 20:00
[定休日] 日曜日
特典

金・土曜日 ドリンク50円オフ
（モーニングセットを除く）

110 そば処松屋

東久留米にて昭和59年創業、昔ながらの
定番メニューから新しい創作メニューま
で、季節ごとにいろいろ取り揃えており
ます。そば・うどん・つゆは自家製です。
家庭的な雰囲気で、女性のお客様一人で
も安心して入れるお店です。
[住所] 東本町5-27
[電話] 042-473-5696
[営業時間] 11:30 ～ 20:30（L.O.20:00）
[定休日] 木曜日
特典

自店のポイント2倍になります

109 こめ結い 花つづみ

舞妓さんが食べやすいよう考案された手
まり寿司と京料理のお店です。一皿一皿
に季節を表現する京料理。日本人でよか
ったと思える瞬間をあなたにおとどけし
ます。テイクアウトのお惣菜や手まり寿
司弁当も人気ですよ。
[住所] 東本町5-9
[電話] 042-420-4251
[営業時間] 11:00 ～ 14:30、17:00 ～ 19:00
[定休日] 月曜日・火曜日・水曜日（その他不定休）
※土日は予約のみ
特典

500円以上のお買い上げで
お惣菜1品10％ off

111 青果の店 たちばなや

農家直送野菜を販売しております。自然
と人のチカラを新鮮なまま、あなたの食
卓へお届けする事をモットーとしていま
す。

[住所] 東本町2-6
[電話] 042-474-5570
[営業時間] 10:00 ～ 20:00
[定休日] 日曜日、祝日
特典

お買い上げ金額をレジにて3％引き
させていただきます

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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112 鳥かつ

特典

串焼き盛り合わせ100円引き

[住所] 東本町14-25 カムレイドビル104
[電話] 042-470-0878
[営業時間] 9:00 ～ 18:00
[定休日] なし（夏期・冬期休業あり）
特典

1,000円以上お買い上げの方季節の苗
物プレゼント

おいしい野菜や果物・加工品を扱ってい
ます。自然にそった育て方をしていれば、
農薬や添加物は必要ありません。おいし
さこそ品質のあかしです。

本場中国料理人による本格中華料理をお
楽しみください。味・ボリューム・安さ
に自信あり！ぜひご来店ください。

[住所] 東本町13-5
[電話] 042-476-0642
[営業時間] 10:00 ～ 19:00（日曜 12:00 ～ 19:00）
[定休日] なし

[住所] 東本町15-6 ブランシール第2東久留米101
[電話] 042-474-3518
[営業時間] 11:30 ～ 14:00、17:00 ～ 23:00
[定休日] 水曜日

特典

月一度ポイント2倍

特典

東部エリア

115 福海楼

114 晴屋

中部エリア

[住所] 東本町1-12
[電話] 042-473-1194
[営業時間] 16:30 ～ 22:00
[定休日] 水曜日

オープンでアットホームな花屋です。お客
様の立場になってお花のご提供ができるよ
うに！をモットーに「仕入れから出荷まで」
細かく管理しています。お祝いのお花から
お悔やみの花まで幅広く取り扱っています。
お客様のご希望に応じてご用意いたします。

西部エリア

お 陰 様 で43年 目 を 迎 え る 事 が 出 来 ま し
た。当店、大層な事は考えておりません。
お客様が何か居心地が良いな、とか気取
らずリラックスできるような店でありた
いと考えています。おすすめは串焼盛合
せと、刺身三点盛です。是非！

113 花裕

お食事をした方にソフトドリンク1杯
サービス

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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116 プログレス〈東久留米店〉

「なりたい」と「似合う」を叶えてくれる
技術が自慢のスタイリストと、ライフス
タイルに合わせたヘアカラーを提案する
カラーリストのコラボレーションで実現
する貴方だけのヘアスタイルを是非ご体
験下さい。
[住所] 東本町5-28 ペルテたけうち1F
[電話] 042-420-9358
[営業時間] 9:00 ～ 19:00
（水曜・木曜  10:00 ～ 20:00）
[定休日] 無休
特典

＊カット3,000円 ＊カラー 3,000円
（新規の方）

118 和光メガネ

品 質・ 価 格 と も に 自 信 作 の メ ガ ネ は
1,000点以上の品揃え。補聴器の検査・
無料貸出しは随時受付ており、お客様が
快適に使えるようにしっかりサポート致
します。時計の修理・電池・バンド交換
始めました。
[住所] 東本町6-15
[電話] 042-475-5011
[営業時間] 10:00 ～ 19:00
[定休日] 水曜日
特典

合計金額の10％オフ

HAIR MAKE Twenty One
117 〈Emio
東久留米店〉

「元気」
「笑顔」
「思いやり」を大切に、創業
37年地域の皆様にご利用いただいています。
髪の健康を第一に、香草・オーガニックカラ
ーや、美髪を育むトリートメント・ヘッドス
パも充実。髪のハリコシツヤにお悩みの方、
ぜひご来店ください♪あなたの髪を健康に☆
[住所] 東本町1-8 エミオ東久留米2F
[電話] 042-479-2633
[営業時間] 9:00 ～ 21:00
[定休日] なし
特典

平日13:00 ～ 17:00ご来店の方
全メニュー 10％ off

119

バラエティーショップ

あぶらや

バラエティーショップ あぶらや バッ
グ、アクセサリー、小間物、洋服等、プ
レゼント用品をおてごろ価格でご用意し
ております。

[住所] 東本町5-8
[電話] 042-471-0106
[営業時間] 11:00 ～ 16:00
[定休日] 土曜日、日曜日、祝日
特典

自店のポイント2倍

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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120 楽膳ダイニング 桶家

西部エリア

ご注文いただいてから作る温かな自家製
豆腐などヘルシーな料理がいっぱいの居
酒屋です。

中部エリア

[住所] 東本町3-20
[電話] 042-473-3711
[営業時間] 17:00 ～ 24:00
[定休日] 無休
特典

牛すじ煮込み
（税抜480円） グループ
に1品サービス
（ご宴会コースを除く）

「健康づくり推進員がゆく！」では、協力店
の魅力を市民のみなさまに紹介しています。

東部エリア

健康づくり推進員がゆく！
健康づくり推進員が各地区（東部・中部・
西部）のカード利用店をピックアップしてお
店を訪問！
インタビューから得られたお店の方の話や
お店の紹介、カードの特典等を載せています。
これまでの「健康づくり推進員がゆく！」
は市ホームページに掲載されています。ぜひ、
お店に行く際の参考にしてください。
閲覧方法：下記のように検索してください。

東久留米市 推進員がゆく

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業時間等が変更される場合があります。
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東くるめ元気plus+カード利用店マップ

77

カード利用店紹介編

西部エリア

中部エリア

東部エリア
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素敵な
お店発見!!

お問い合せ先

東久留米市福祉保健部

☎042-477-0022

〒203-0033

健康課

FAX042-477-0033

東久留米市滝山4-3-14

わくわく健康プラザ内
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