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スタンプラリー抽選会
●12月24日＝午後1時～4時 ●12月25日＝午後1時～４時

スタンプラリー対象の売り出しは、12月25日の午前中までです！

チラシを持参して、お買い物をお楽しみください。2店舗で対象のお買い物や飲食をさ
れますと１回抽選ができます。各店舗で、スタンプあるいはサイン等を、下のスタンプ

欄にもらってくださいね。 ●抽選会場は、コーヒーベルの店頭です。

蕨駅西口

蕨市民会館

川口信用金庫

金子医院

蕨商工会議所

和楽備神社

おまけ １ ２

スタンプラリー抽選会

の１等賞は、豪華なク

リスマスケーキが10

本。その他、外れなし

の抽選会です。ケーキ

の引き換えは25日の

抽選会場で。＊前日の

24日に1等賞が当たっ

た方には、引換券を差

し上げます。

・洋菓子トロンシェ

期間中、参加店舗で対象商品ま

たは500円以上のお買い物をし

た場合、1つスタンプを押します。

同じ店舗で複数のお買い物をす

るときは、違うチラシにスタンプ

をもらいます。

１２月12日（日）～１２月２５日（土）午前中
スタンプラリーも同時開催

蕨中央商店会では、１２月１２日（日）から１２月２５日（土）の午前中までの期間、１コイ
ン＝５００円、２コイン＝１，０００円、３コイン＝１，５００円相当のお買い得商品の販売や

飲食のサービス提供を行います。

同時に、スタンプラリーも開催いたします。期間中、参加店舗２か所で対象商品または500円
以上のお買い物をして、お店でスタンプを押していただくと、１回抽選ができます。1等は豪華

なクリスマスケーキで、外れなしの抽選会です。（詳しくは、最後のページをご覧ください）

ぜひこの機会に蕨中央商店会に足をお運びいただき、お若い方からご高齢の方まで、街歩きを
楽しみながら、身近な商店街の魅力を見つけてみませんか。お待ちしております。

旧中山道

蕨駅西口

●石材店蕨
中
央
商
店
会

当商店会内には、コミバス・ぷらっとわらび

南ルートのバス停、㉗自治会館前、㉘蕨市民会館
入り口、㉙中央4丁目のバス停。

また、東ルートのバス停は、㉔自治会館前、

㉕蕨市民会館入り口、そして㉖中央4丁目のバス
停がそれぞれ3か所あります。

蕨中央商店会は、駅前通りの1kmにおよぶ商店

街の中に位置し約450m、駅前通り商店街の約半

分を占め、小売業・飲食業を中心とした路線型

商店街です。参加店の場所は最後のページを参照

駅前通り

中央浄水場通り

共催：（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会



大雅ラーメン
出前迅速・旨い中華料理の店
タンメン。500円。野菜たっぷ
り塩味。ただし、店舗にて食事
される方限定。
蕨市中央4-11-10
048-432-5973
営業時間：11:00～19:30
定休日：火曜

大雅ラーメン
出前迅速・旨い中華料理の店
タンメン。500円。野菜たっぷ
り塩味。ただし、店舗にて食事
される方限定。
蕨市中央4-11-10
048-432-5973
営業時間：11:00～19:30
定休日：火曜

コーヒーベル
旨いコーヒーとおいしいランチ
の喫茶店
1コイン＝各種サンドウィッチ
2コイン＝期間中の月曜・金曜は
よくばりプレート
蕨市中央4-22-2
090-8816-0590
営業時間：09：30～18：00
定休日：水曜、日曜

コーヒーベル
旨いコーヒーとおいしいランチ
の喫茶店
1コイン＝各種サンドウィッチ
2コイン＝期間中の月曜・金曜は
よくばりプレート
蕨市中央4-22-2
090-8816-0590
営業時間：09：30～18：00
定休日：水曜、日曜

円浄自転車店
全品お買い得。修理もお気軽に。
期間中、パンク修理、通常800
円を500円！
蕨市中央4-22-20
048-431-3787
営業時間：09:30～19:00（日
曜は午後から）
定休日：月曜

円浄自転車店
全品お買い得。修理もお気軽に。
期間中、パンク修理、通常800
円を500円！
蕨市中央4-22-20
048-431-3787
営業時間：09:30～19:00（日
曜は午後から）
定休日：月曜

居酒屋 しんの
アットホームな雰囲気。
生ビール、通常580円を500円。

蕨市中央4-14-4
天乃屋ビル103
048-290-8436
営業時間：18：00～24：00
定休日：日曜、他

居酒屋 しんの
アットホームな雰囲気。
生ビール、通常580円を500円。

蕨市中央4-14-4
天乃屋ビル103
048-290-8436
営業時間：18：00～24：00
定休日：日曜、他

パン工房 いちょう
障がい者の働くパン屋。安全・
安心・安価の３Aが目標です。
アンパンやクリームパンなど、
通常700円分を500円で。
蕨市中央4-21-3
048-433-5321
営業時間：12:00~16:00
定休日：土曜・日曜・祝日

パン工房 いちょう
障がい者の働くパン屋。安全・
安心・安価の３Aが目標です。
アンパンやクリームパンなど、
通常700円分を500円で。
蕨市中央4-21-3
048-433-5321
営業時間：12:00~16:00
定休日：土曜・日曜・祝日

やきとり とり蔵
アットホームなお店です。
１コイン＝やきとり５本（ねぎ
ま、とり、レバー、つくね、皮）

蕨市中央4-21-3
048-431-5369
営業時間：16：00～20：00
定休日：火曜、木曜、日曜

やきとり とり蔵
アットホームなお店です。
１コイン＝やきとり５本（ねぎ
ま、とり、レバー、つくね、皮）

蕨市中央4-21-3
048-431-5369
営業時間：16：00～20：00
定休日：火曜、木曜、日曜

御殿の風月
手作りの和菓子と季節のお菓子
通常540円の温かいお赤飯を、
100ｇ増量し500円で販売。

蕨市中央4-11-18
048-431-2214
営業時間：09:30～19:00
定休日：月曜

御殿の風月
手作りの和菓子と季節のお菓子
通常540円の温かいお赤飯を、
100ｇ増量し500円で販売。

蕨市中央4-11-18
048-431-2214
営業時間：09:30～19:00
定休日：月曜

つるや商店
傘や小物の販売。

ビニール傘を1コイン500円で。

蕨市中央4-11-17
048-431-3764
営業時間：11:00～16:30
定休日：月曜

つるや商店
傘や小物の販売。

ビニール傘を1コイン500円で。

蕨市中央4-11-17
048-431-3764
営業時間：11:00～16:30
定休日：月曜

リカープラザえちごや
輸入ワインの販売
シャトートゥールヌーヴ
1300円のワインを1000円で。

蕨市中央4-23-11
048-431-2505
営業時間：10:00～20:00
定休日：月曜

リカープラザえちごや
輸入ワインの販売
シャトートゥールヌーヴ
1300円のワインを1000円で。

蕨市中央4-23-11
048-431-2505
営業時間：10:00～20:00
定休日：月曜

flags flag
ハンドメイドショップ。
まごころこめた手作りのアクセ
サリーやバッグなどを販売。
1コイン＝バンダナエコバッグ
2コイン＝ハンドウォーマー
蕨市中央4-22-21 048-290-8
727 090-3218-1303有賀携
帯 営業時間：09:00～16:00
定休日：日曜、祝日不定休あり

flags flag
ハンドメイドショップ。
まごころこめた手作りのアクセ
サリーやバッグなどを販売。
1コイン＝バンダナエコバッグ
2コイン＝ハンドウォーマー
蕨市中央4-22-21 048-290-8
727 090-3218-1303有賀携
帯 営業時間：09:00～16:00
定休日：日曜、祝日不定休あり

(株)池田屋
あと２年で創業100年に成りま
す。
上代770円の和柄のガーゼ手ぬ
ぐいを500円で。
蕨市中央4-14-6
048-431-2435
営業時間：09：45～18：00
定休日：水曜

(株)池田屋
あと２年で創業100年に成りま
す。
上代770円の和柄のガーゼ手ぬ
ぐいを500円で。
蕨市中央4-14-6
048-431-2435
営業時間：09：45～18：00
定休日：水曜

(有)本多米店
店頭精米の店
ゴキブリキャップを1000円で

蕨市中央4-22-19
048-431-2015
営業時間：08:00～19:00
定休日：日曜

(有)本多米店
店頭精米の店
ゴキブリキャップを1000円で

蕨市中央4-22-19
048-431-2015
営業時間：08:00～19:00
定休日：日曜

１コイン＝500円 2コイン＝1,000円

3コイン＝1,500

１コイン＝500円 2コイン＝1,000円

3コイン＝1,500

とりゆうデリカ
唐揚げと焼き鳥のお弁当が人気
です。
700円のお弁当を500円にて販
売。週末限定です！
蕨市中央4-23-27
048-446-2006
営業時間：10：30～13：00
定休日：月曜、第3火曜

とりゆうデリカ
唐揚げと焼き鳥のお弁当が人気
です。
700円のお弁当を500円にて販
売。週末限定です！
蕨市中央4-23-27
048-446-2006
営業時間：10：30～13：00
定休日：月曜、第3火曜

(株)鈴木商店
小売りも色々やっております。
1コイン＝松前漬けセット、即
席味噌汁 2コイン＝くらこん昆
布巻き3本セット（国産品）
蕨市中央5-3-14
048-432-3325
営業時間：09:00～16:00
定休日：土曜・日曜・祝日

(株)鈴木商店
小売りも色々やっております。
1コイン＝松前漬けセット、即
席味噌汁 2コイン＝くらこん昆
布巻き3本セット（国産品）
蕨市中央5-3-14
048-432-3325
営業時間：09:00～16:00
定休日：土曜・日曜・祝日

池田生花店
生花販売。切り花、鉢物
1コイン＝ポインセチア・パンジー
セット

蕨市中央5-11-12
048-431-4604
営業時間：09：00～17：00
定休日：無休

池田生花店
生花販売。切り花、鉢物
1コイン＝ポインセチア・パンジー
セット

蕨市中央5-11-12
048-431-4604
営業時間：09：00～17：00
定休日：無休

(株)大森仏具店蕨葬祭
葬祭業・仏壇・仏具の販売。
１コイン＝花風ミニ 2コイン＝
備長炭麗 3コイン＝爽風 ＊い
ずれもお線香。3コイン＝ふくさ
（高級二重ちりめん）
蕨市中央5-11-12
048-441-4242
営業時間：10:00～18：00
定休日：無休

(株)大森仏具店蕨葬祭
葬祭業・仏壇・仏具の販売。
１コイン＝花風ミニ 2コイン＝
備長炭麗 3コイン＝爽風 ＊い
ずれもお線香。3コイン＝ふくさ
（高級二重ちりめん）
蕨市中央5-11-12
048-441-4242
営業時間：10:00～18：00
定休日：無休

(有)岡田敷物
インテリア、オーダーカーテン、
小物販売。1コイン＝日本製山形
かほくスリッパ 2コイン＝ミン
トントートバッグ 3コイン＝すっ
ぽりあったかスリッパ
蕨市中央5-13-5
048-431-2740
営業時間：10:00～18:00
定休日：月曜

(有)岡田敷物
インテリア、オーダーカーテン、
小物販売。1コイン＝日本製山形
かほくスリッパ 2コイン＝ミン
トントートバッグ 3コイン＝すっ
ぽりあったかスリッパ
蕨市中央5-13-5
048-431-2740
営業時間：10:00～18:00
定休日：月曜

洋菓子 トロンシェ
イートインができるケーキの専
門店
シェフの気まぐれケーキセット
を１コインで。
12日～17日の午前中、限定
蕨市中央4-12-22
048-445-7763
営業時間：10：00～18：00
定休日：月曜、火曜

洋菓子 トロンシェ
イートインができるケーキの専
門店
シェフの気まぐれケーキセット
を１コインで。
12日～17日の午前中、限定
蕨市中央4-12-22
048-445-7763
営業時間：10：00～18：00
定休日：月曜、火曜

日本刃物研磨研究所
刃物、研ぎ処。
三徳包丁。通常800円を500円
で研ぎます。

蕨市中央4-21-4
048-431-0482
営業時間：ご来店される前に、
必ずお電話を入れてください。

日本刃物研磨研究所
刃物、研ぎ処。
三徳包丁。通常800円を500円
で研ぎます。

蕨市中央4-21-4
048-431-0482
営業時間：ご来店される前に、
必ずお電話を入れてください。

好新軒
おじいちゃんの町中華
タンメン・アイスコーヒー付き。
日替わりで、味噌ラーメン、も
やしメンもあります。
蕨市中央4-21-8
048-432-2186
営業時間：11:30～19:00
定休日:月曜、第1・第3日曜

好新軒
おじいちゃんの町中華
タンメン・アイスコーヒー付き。
日替わりで、味噌ラーメン、も
やしメンもあります。
蕨市中央4-21-8
048-432-2186
営業時間：11:30～19:00
定休日:月曜、第1・第3日曜

ひなた接骨院・鍼灸院
接骨・鍼灸・リラクゼーション
1コイン＝アロマ乾燥対策オイル
2コイン＝膝保温サポーター 3
コイン＝もみほぐし20分コース
蕨市中央5-11-1 中央平和ビル
１F 048-229-1053 営業時
間：月～金・09:00～12:00 1
5：00～20：00 土曜・09：0
0～14：00 定休日：日曜

ひなた接骨院・鍼灸院
接骨・鍼灸・リラクゼーション
1コイン＝アロマ乾燥対策オイル
2コイン＝膝保温サポーター 3
コイン＝もみほぐし20分コース
蕨市中央5-11-1 中央平和ビル
１F 048-229-1053 営業時
間：月～金・09:00～12:00 1
5：00～20：00 土曜・09：0
0～14：00 定休日：日曜

岡本洋品店

作業服専門・刺繍
1コイン＝通勤・通学に最適防寒
手袋 2コイン＝秋冬用長袖シャ
ツ
蕨市中央5-11-14
048-431-3022
営業時間：09:00～20:00
定休日:月曜

岡本洋品店

作業服専門・刺繍
1コイン＝通勤・通学に最適防寒
手袋 2コイン＝秋冬用長袖シャ
ツ
蕨市中央5-11-14
048-431-3022
営業時間：09:00～20:00
定休日:月曜

印刷専門店プリンテル
印刷相談室＝印刷のことなら何
でもお気軽にご相談ください。
3コイン＝名刺100枚（モノクロ
片面）・スピード印刷500枚
（リソグラフ・A4モノクロ片面）
蕨市中央5-12-1
048-431-4761
営業時間：10：00～18：00
定休日：土曜、日曜、祝日

印刷専門店プリンテル
印刷相談室＝印刷のことなら何
でもお気軽にご相談ください。
3コイン＝名刺100枚（モノクロ
片面）・スピード印刷500枚
（リソグラフ・A4モノクロ片面）
蕨市中央5-12-1
048-431-4761
営業時間：10：00～18：00
定休日：土曜、日曜、祝日

レディスファッション
すがたや

ミセスのオリジナル商品を豊富
に取り揃えております。
2コイン＝ゴブラン織バッグ
蕨市中央5-13-3
048-431-3240
営業時間：10：00～18：00
定休日：月曜

レディスファッション
すがたや

ミセスのオリジナル商品を豊富
に取り揃えております。
2コイン＝ゴブラン織バッグ
蕨市中央5-13-3
048-431-3240
営業時間：10：00～18：00
定休日：月曜


