狭山市プレミアム付商品券取扱事業所一覧（最新版）あいうえお順

掲載事業所名

事業所所在地

電話

令和元年10月11日現在

主な取扱い品

ARTY-MOMMY

狭山市入間川4-4-1

090-5345-2603 ハウスクリーニング、家事サービス

㈲アイ電気・テクノクルーズ

狭山市柏原2787

04-2952-0923 パソコン修理、パソコン教室

アマーレヒロセ

狭山市広瀬2-17-3

04-2953-3717 パーマ、カット、カラー

伊織美容室

狭山市狭山台3-25
狭山台団地4-4-106

04-2958-6137

㈲入曽写真館

狭山市水野456-5

04-2959-4982 写真撮影

医療法人社団 辰樹会 馬島医院

狭山市青柳149-8

04-2954-7364 医療

wing four

狭山市入間川1-3-2 スカイテラス109

04-2952-0848 カット、パーマ、ヘアカラー、コスメ商品の販売

うちの美容室

狭山市鵜ノ木18-2

04-2952-5972 美容一般、お着付

エイゴット

狭山市柏原2787 アイ電気ビル2F

04-2941-5502 英語保育

oasis

狭山市富士見1-3-7 ﾊｳｽﾘｯﾀｰ1F

04-2956-0007 美容室

オガワ理容室

狭山市狭山2-28

04-2952-2847

おそうじ本舗 狭山入曽店 ﾏｲｽﾀｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ
狭山市入間川1502-2
取扱店
カイロプラクティック＆ビューティーサロン
所沢市花園4-2589-90
OHANA所沢花園店
カイロプラクティック&ビューティサロン
狭山市入間川3-19-18-1F
OHANA狭山西口店

0120-82-5454 ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、各種ｺｰﾃｨﾝｸﾞ等
04-2936-7816 カイロプラクティックとエステの施術
049-215-8562 カイロプラクティック、エステ

カイロプラクティックサロン At smile

狭山市狭山台2-28-16

04-2930-3076 カイロプラクティック

カットサロン KIMURA

狭山市東三ツ木2-36

04-2955-6261 理容

狭山市柏原2946-11

04-2955-1312

狭山市水野1029-10

04-2956-0610 理容業

ｋａｒａｄａリメイク整体

狭山市祇園17-1

04-2941-4441 全身矯正整体、美容骨盤矯正、小顔矯正

きむら指圧治療院

狭山市南入曽517-1栗原ビル103

04-2956-2690 指圧、整体

CAP hair

狭山市鵜ノ木10-33

04-2955-1778 理容

小峰理容所

狭山市北入曽622-3

04-2959-4473 調髪、顔そり

車検のコバック狭山日高インター店

狭山市根岸686-10

04-2954-6016 車検、オイル交換、一般整備

昭和オートサービス㈱

狭山市北入曽685

04-2958-6511 車検、修理、整備

西武ハイヤー㈱入間営業所

入間市小谷田628-1

04-2964-8180 タクシー

相馬美容室

狭山市入間川4-12-31

04-2953-5737

㈱トヨタレンタリース新埼玉 狭山市駅前
店

狭山市祇園4-43

04-2958-0100 レンタカー

はりきゅう 鵜の木接骨院

狭山市鵜ノ木4-41

04-2900-9825

Pure 狭山店

狭山市中央3-3-62

04-2956-4003 美容室

ビューティサロンリバー

狭山市柏原2405-5

04-2954-9888 美容室

美容室 あらん

狭山市新狭山2-9-21-1F

04-2954-6848 ヘアサロン、ヘアケア商品販売

美容室 絵里奈

狭山市北入曽372-8

04-2957-4872 パーマ、ヘアダイ、化粧品

美容室 Soft

狭山市中央4-1-1

04-2956-3175 美容室業一般、ﾍｱｰ、ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ、着付

サ
ー cut place step
ビ
ス CUT屋K

美容一般(パーマ、ヘアダイ、シャンプー、セット、
カット等)着付含む

電気治療、トリガーポイントマッサージ、鍼灸
施術等
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ARTY-MOMMY

狭山市入間川4-4-1

090-5345-2603 ハウスクリーニング、家事サービス

美容室 菊

狭山市狭山23-2

04-2952-2904 美容一般

美容室 K'ステップ

狭山市水野1095-2
アルカディア水野1F

04-2957-0950 カット、パーマ、カラーなど

美容室フロムザハート

狭山市富士見2-2-34

04-2957-5979 美容室

ピロ美容室

狭山市狭山台1-18-17

04-2959-8247

ファンディ・ヘア

狭山市入間川3-3-18

04-2968-0839 美容業全般、化粧品

フォトスタジオ クリエイティブ・ＢＡＮ

狭山市中央4-14-2

04-2957-6271 写真撮影

フォトスタジオサイトウ

狭山市中央2-25-20

04-2957-4969 写真撮影.貸衣裳.美容.着付

PRIMO 狭山店

狭山市入間川1-3-2

04-2969-7002 美容室

Hair＆Relaxation LAUNA

狭山市富士見1-4-16

04-2957-9771

ヘアーサロン ほりかわ

狭山市鵜ノ木23-15

04-2952-2196 理容

ヘアーデザイン ティアロ

狭山市入間川2-4-5メゾンボワール1F

04-2968-1244 美容

ヘアー.プレイス.K

狭山市入間川1434-24

04-2958-0081 理容

ヘアサロン コータ

狭山市入間川2-21-4

04-2952-3716 理容技術全般

ヘアサロン マツオカ

狭山市南入曽567-1

04-2959-3387

ペットサロン チコリ

狭山市北入曽1303-7

㈲堀兼ゴルフセンター

狭山市加佐志572

みちや理容店

狭山市根岸1-11-19

04-2954-0024 理容業一般

㈱ミツギ

狭山市入間川2-15-24

04-2952-2951 仏壇、葬祭

モリヤ理容室

狭山市富士見1-10-38

04-2957-7234

ｌｉｃｃａ

狭山市入間川3-24-2

04-2937-3301 美容業

理髪王

狭山市南入曽583-5 大谷ビル1F

04-2956-8872 理容、エステ

理容 石田

狭山市祇園3-22

04-2959-4862 調髪、化粧品販売

理容 サカエ

狭山市南入曽616-2

04-2957-2973

理容 アイシー

狭山市広瀬東3-13-7

04-2952-6012 理容

理容室 M2-EAGLE

狭山市新狭山3-11-2

04-2953-0146 理容全般

理容室4039

狭山市新狭山2-11-40

04-2952-4039

ｌｉｌｙ

狭山市中央3-3-25ｻﾝパレス301

050-3631-0641

スカイテラス狭山202A号

成人式.七五三.お宮詣り.ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ.証明写真などの

頭髪の刈込、顔剃り、洗髪、整髪、(理容全般)
パーマ、カラー等

総合調髪、パーマ、アイロン等頭髪に関わる
一切
わんちゃんのトリミング シャンプーコース3000円
04-2958-8969
～
当社でのみ使用可能なプリペイドカード(打放し
04-2958-5353
用のボール代)

総合調髪(カット、シャンプー、シェービング)
パーマ、毛染

まつ毛エクステ、自分で付けれるまつ毛
エクステレッスン、ジュネル

