
業種　 団　　　体　　　名 所　在　地 連 絡 先 業種　 団　　　体　　　名 所　在　地 連 絡 先

〒330-0835 〒330-0055

さいたま市大宮区北袋町1-130 浦和区東高砂町 11-1　コムナーレ9F

（浦和PARCO上）

〒339-0014 〒331-0823

さいたま市岩槻区大戸1738 さいたま市北区日進町1-173-1

〒330-0803 〒331-0823

さいたま市大宮区高鼻町2-283 さいたま市北区日進町1-190-37

〒331-0045 〒330-0051

さいたま市西区内野本郷445-4 （株）アクアデザイン さいたま市浦和区常盤9-11-1

〒104-0061 〒337-0051

東京都中央区銀座1−19−13丸美屋ビル３階 行政書士　小山田裕史事務所 さいたま市見沼区東大宮4-62-11-102

〒338-0814 〒337-0052

さいたま市桜区宿178 さいたま市見沼区堀崎町520-4

〒330-0853 〒336-0015

さいたま市大宮区錦町630　大宮ルミネ１ さいたま市南区太田窪5-5-6-2

 東武通路内

〒336-0023 〒330-0854

さいたま市南区神明1-10-15 さいたま市大宮区桜木町1-11-5

メゾン・ド・コリン1F

〒330-0854 〒339-0057

さいたま市大宮区桜木町3-176-4　 さいたま市岩槻区本町3-11-3

（株）田むら内

〒330-0073 〒339-0057

さいたま市浦和区元町1-31-15 さいたま市岩槻区本町1-3

〒330-0802 〒330-0852

さいたま市大宮区宮町2-28 BeWELLキックボクシングジム さいたま市大宮区大成町1-101斉藤ビル1F

あじせんビル

〒330-0853 〒339-0067

さいたま市大宮区錦町682-2 さいたま市岩槻区本町3-1-18

JACK大宮18F

〒338-0014 〒362-0059

さいたま市中央区上峰2-3-9 上尾市平方2130-1

〒277-0856 〒337-0053

千葉県柏市新富町2-16-41 さいたま市見沼区大和田町1-1424-3 生花、ドライフラワー販売、教室運営

〒330-0845 〒330-0802

さいたま市大宮区仲町1-29　2F さいたま市大宮区宮町1-31

〒330-0063 〒331-0811

さいたま市浦和区高砂3-1-4 さいたま市北区吉野町1-23-11

埼玉会館内

〒331-0804 〒410-1431

盆栽レストラン大宮 さいたま市北区土呂町2-6-8 静岡県駿東郡小山町須走495-201

〒362-0022

上尾市瓦葺1074-5

※提供会員の都合により変更又は廃止になる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

特　　典　　内　　容 備　　　　考

（株）レンタルのニッケン大宮営業所 048-652-1051
ご来店時会員証提示でレンタル価格より10％オフ

（利用制限なし）
機材、仮設トイレ、発電機、テント

会員証提示により10％オフ　（一部除外あり） メンズウェア、カジュアル、アクセサリー

（株）雛の廣榮（矢作人形）

宿
泊

富士美華リゾート 0550-75-1666
①貸切天然温泉風呂ご入浴②地ビール（富士桜高原

ビール）1本またはソフトドリンク　（利用制限なし）
リゾートホテル

電気工事・住宅リフォーム全般

048-682-5890 3,000円以上お買い上げで粗品進呈　（利用制限なし）

（有）ヤングショップダイマル　 048-641-3595

048-758-0017

会員証提示で、節句商品（雛人形、五月人形、こいのぼ

り、破魔弓飾、羽子板飾 等）を20%割引

（利用制限なし）

（有）藤商 048-726-5566

10万円以上ご利用のお客様には電気工事費・住宅リ

フォーム費を10%OFF致します。住宅関連どんな事でも

ご相談下さい（令和5年3/31まで利用制限なし）

（株）東玉 総本店 048-756-1111
会員証提示で、節句商品（ひな人形、五月人形、鯉の

ぼり、破魔弓、羽子板 等）20%割引   （利用制限なし）

048-607-5754 会員証ご提示で、入会金無料（令和5年3/31まで）

（株）サイサン　 048-641-8211
ウォーターワンサーバーのレンタル料が永久無料（初回

に水２本プレゼント）　（利用制限なし）
LP・産業・医療用・都市ガス、水宅配、電力

鈴木人形  ショールーム本店 048-757-0223

会員証提示で、節句商品（雛人形、五月人形、こいのぼ

り、破魔弓、羽子板 等）20%オフ　（特別割引品を除く）

（利用制限なし）

埼玉県指定伝統工芸モデル工場直営店

048-812-5773
畳工事の見積価格（税抜）から10％割引

見積に係る費用無料！（利用制限なし）

くきた司法書士・行政書士事務所　 048-762-8186
遺言書作成・相続手続き：初回相談無料（30分・要予

約）

会社・法人設立、遺言・相続、商業・法人・

不動産登記

日本自動車管理（株） 048-652-0027

一般廃棄物収集運搬処理の料金を初月分10％オフ

但し、2ケ月以上の継続契約可能な新規のみ対象で

す。

ドライバー派遣のエキスパート自動車運行

管理

専
門
サ

ビ
ス

048-835-6955
ウォーターサーバーレンタル設置時、通常1本のお値段

で3本お届けの所4本お届けします（初回のみ）

090-6347-7456

各種許認可（飲食店営業、建設業、産廃収集運搬、運

送業、車庫証明、他）及び相続・遺言手続き：初回相談

無料（60分、要予約）

（株）銀虎

学
習

(公社)さいたま観光国際協会

国際交流センター
048-813-8500

無料Wi-Fi利用。ぷらっとサロン内PC利用（1回につき30

分まで）

一部有料講座・図書貸し出し利用（1回につき2冊まで）

交
通

（株）関東物流サービス　 048-661-6655

弊社倉庫を5坪お借りいただいたお客様に1坪サービスしま

す！！但し、現在のお取引様はすでに割引料金を適用して

いる為、対象外です（新規のみ対象）常温での保管になりま

すので、生物・冷凍冷蔵物はご利用できません

引越便等含む、緊急配送、信書便、レンタ

カー、産業廃棄物、倉庫管理

フランス料理ビストロやま　 048-711-4119

グラス・スパークリングワイン1杯またはオレンジジュース1

杯サービス ※コース料理ご注文のお客様は1団体につき7

名様まで（支払は現金で1回のみ）

フランス料理

048-627-6095

ワールドクッキングサービス（株） 048-720-1011
合計金額の10％オフ　（お弁当、パーティーなど10名様以

上より可/利用制限なし）
ケータリングサービス・パーティー企画、演出

お食事を召し上がったお客様にソフトドリンクをサービス！

（利用制限なし）

（株）P＆Eフーズ（明日香） 04-7141-7800
飲食金額の10％オフ（予算等相談に応じます）

（利用制限なし）
仕出し料理、出張パーティー、弁当、模擬店

豚のひととき 048-856-9863
会員証ご提示で、人数様分のスパークリングワインをプレ

ゼント（ディナーでのご利用）
銘柄豚専門店＆本格イタリアン

（株）東天紅JACK大宮店　 048-647-0080

宴会時、料理・飲み物10％オフ、コース料理は4,000円以上

の利用から有効（除く、バイキング/グリル/宴会時お得用

プラン）※予約時に会員であることを申し出る各種優待券と

の併用は不可

中華料理

（株）七越製菓 048-852-7754
工場直売の本社売店にて売値割引20％（会員証ご提示

時）（利用一部除外あり）

手揚げもち・せんべい・おかき

［営業時間〕

平日9：00-19：00　日・祝10：00-18：00

定休日　元旦

手作りチーズケーキの店 ダンテ 048-883-8600 会員証ご提示で5％引き（利用制限なし）

東晶大飯店 048-644-0881

①4,000円以上のコース料理が30％オフ

②一品料理20％オフ（麺、飯類は不可）

※①②ともに2名様以上からで要予約現金利用のみ

12/1〜1/31は利用不可

中華料理

（有）食生活　WAベーグル 048-844-6313
ベーグル3,000円以上お買い上げの方に、ドライクランベ

リーソフト&モイストを1袋プレゼント
ベーグル専門店

大宮純喫茶組合 048-729-5024
1,000円以上のご飲食をしていただいたお客様を対象にレ

ジにて5% OFF※但し、ルミネ大宮2 4階店のみ利用可能
甘味処

サポートケータリングサービス　 048-858-0123
パックお茶サービス（人数分）　（1,000円以上のお弁当20食

以上〜要予約）
観光、イベント、コンベンション関係の弁当

信濃屋ルミネ店 048-641–4708  
店内贈答品10％OFF。大宮ルミネOFFキャンペーン期間と

木曜日セール日及び特売品を除く（利用制限なし）

（株）喜多山製菓　 048-625-5686 直営4店舗にて売値割引10％　（利用一部除外あり） 煎餅、あられ、黒豆茶

（株）コルドンブルー 03-3535-4433
パーティーご利用のお客様には乾杯用スパークリングワイ

ンをプレゼント致します。（利用制限なし）

ケータリング・コロナ対策メニュー（個包装メ

ニュー、カップオードヴルデリバリー、メ

ニューボックス）・ブライダル・イベント企画

岩戸屋　 048-799-1005 1,000円以上お買い上げで粗品進呈（利用制限なし） 和菓子全般取扱

手打蕎麦 大宮 大村庵 048-644-2480
会員証提示で、食後の甘味をグループの皆様にサービス

（利用制限なし）
蕎麦、懐石料理、甘味処

（公社）さいたま観光国際協会　　　令和４年度 会員特典一覧　

（会員証のご提示で下記の特典が受けられます）

Florilege

特　　典　　内　　容 備　　　　考

飲
　
食

アルピーノ 048-641-9489 6名様以上で乾杯スパークリングワイン1本プレゼント フランス料理


