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西区 ニコニコ堂指扇センター
ニコニコ堂教室入会時、入会金
1,000円割引

駐車場あります。 西区指扇2705－11
ＪＲ指扇駅から徒歩5
分

10:00～19:00 日曜・祝日 048-625-1314
http://www.nico
nico-do.com/

北区 清香園
彩花盆栽教室　初級コースお申込
で、入会金半額。10,500円のところ
5,250円。

初心者でも参加できる
盆栽教室を開催中

北区盆栽町268

東武野田線　大宮公
園駅より徒歩5分。また
はJR宇都宮線より徒
歩10分。

9：00～17：00 木
0120-82-9387
（鉢に草花）

www.seikouen.cc/

北区
ステラ
モール

ナムコ　ステラタウン店
メダル貸出時50％増量（1,000円
100枚→150枚）

ご家族の皆様で楽しん
でいただけるアミュー
ズメント施設

北区宮原町1-854-1
ステラモール3階

JR宇都宮線土呂駅西
口より無料シャトルバ
ス５分

10：00～21：00 なし 048-662-4601

北区
ステラ
モール

ニコニコ堂ヤマハ音楽教室
英語教室大宮ステラタウンセ
ンター

ニコニコ堂教室入会時、入会金
1,000円割引

シルバー世代に合った
レッスンをしています。

北区宮原町1‐854‐1
ステラモール南棟２Ｆ

ＪＲ宇都宮線土呂駅西
口より無料シャトルバ
ス運行中

月～土10:00～
21:00
日・祝10:00～
17:00

年中無休 048-662-6306
http://www.nico
nico-do.com/

北区 ニコニコ堂宮原ｾﾝﾀｰ
ニコニコ堂教室入会時、入会金
1,000円割引

駐輪場、提携駐車場、
エレベーターがありま
す。

北区宮原町3－384
宮原ビル３Ｆ

高崎線宮原駅徒歩5分 10:00～19:00 日曜・祝日 048-665-7744
http://www.nico
nico-do.com/

北区
絵美こさめ唄三線・三味線教
室

各教室からのお月謝１０％オフ
入会金２０％オフ（体験レッスン又
はご見学の日に入会された場合）

三線・三味線・着付を
楽しくマイペースに学
べます。

北区宮原町4-122-
2-101

お車、宮原駅か上尾
駅からバス有

10:00～19：00 月・火 048-666-2453

http://www.kos
ame-

channel.com/

北区 スタートツーワン中国語教室 入会金無料、受講料１０％割引

さまざまのニーズとレ
ベルに合わせて、マン
ツーマンと少人数の指
導を行っております

北区宮原町2-16-16
2F

JR高崎線宮原駅東口
徒歩３分

10:00～20:00 日・月 048-782-7387

大宮
区

クラブロイヤルインターナショ
ナルアカデミー

入会金21,000円⇒10,500円　教材
費3,000円⇒0円

日本語が分かる英国
人講師が楽しくレッス
ン

大宮区宮町2-147
KSAビル7階

大宮駅から徒歩5分 12：00～22：00 日・祝 048-645-7788
http://www.clubroy

ale.com/

大宮
区

デラ・クルーズ　イングリッ
シュクラブ（DCEC）

御入会されたら使用されるテキスト
を無料進呈

文法ではなく体で覚え
る英会話で楽しく習得

大宮区宮町2-51大
宮蓮見ビル5F

大宮駅東口徒歩4分 12：00～22：00 なし 048-649-6588
http://www.delacru

z-jp.com

大宮
区

ハクビ和紙ちぎり絵学院　大
宮・浦和教室

体験入学、通常2000円が半額の
1000円。和紙ちぎり絵教室、入学
金75％割引（通常4200円→1050
円）

心癒す和紙の創作芸
術・和紙ちぎり絵教室

大宮区仲町2-24-2
金杉仲町ビル4F

大宮駅東口徒歩5分 10：00～15：30
月・金・土・

日・祝
03-6855-2121

http://www.hakubi.n
et
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大宮
区

カラオケ＆パーティー　カサ
ビーノ

お会計金額より10％OFF(割引上限
5,000円)

洗練された大人の【デ
ザイナーズカラオケ】
24時間営業

大宮区仲町2-43-1
COMO OMIYA　6F

大宮駅徒歩4分 24時間営業 年中無休 048-648-6200
http://www.hotpepp
er.jp/strJ00002144

9/

大宮
区

カラオケサウンドJOY　大宮
東口店

４名様以上御来店でお会計から
10％off（３名様以下は５％off）

TVで度々紹介された
飲食充実のカラオケ店

大宮区大門町1-3
鍵利ビル2F

大宮東口徒歩２分　ウ
エストサイドストリート
沿い

11：30～翌6：00 無 048-649-5330

大宮
区

パソコンスクール フェニック
ス 大宮教室

ご入会時の初期費用、コース料金
を30％割引致します。

初心者にとっても優し
いパソコン教室です

大宮区大門町3-22-
2新栄ビル1号棟１階

JR大宮駅東口より徒
歩5分（メイン通り沿
い）

11：00～19：00
日・祝と月2
回水曜日

048-645-5160

https://phoenix
-

omiya.wixsite.co
m/school

大宮
区

公益財団法人東日本鉄道文
化財団 鉄道博物館

鉄道博物館オリジナルポストカード
１セット（３枚入）プレゼント

人と鉄道の関わりを
様々なテーマでつづる
体験型ミュージアム

大宮区大成町3-47
ﾆｭｰｼｬﾄﾙ「鉄道博物館
駅」下車徒歩1分

10：00～18：00
（入館は17：30

まで）

火・年末年
始

048-651-0088
http://www.railway-

museum.jp

大宮
区

さいたまヨガ教室　大宮教室
体験￥200-引き　その後入会の
方、初回会費半額

老若男女問わずのヨ
ガ教室です

大宮区桜木町2-300
桜ビル3F

大宮駅徒歩8分 お電話ください
お電話くだ

さい
080-1104-4255

www.saitama-
yoga.com/

大宮
区

ニコニコ堂大宮センター
ニコニコ堂教室入会時、入会金
1,000円割引

大宮駅から近いお店
です。

大宮区宮町1－40 ＪＲ大宮駅徒歩5分 10:00～19:00 日曜・祝日 048-642-0678
http://www.nico
nico-do.com/

大宮
区

カラオケマック大宮銀座通り
店

いつでも室料から２０％オフ

大宮駅東口から徒歩3
分！エレベーター完
備！シニアに優しいカ
ラオケ店！

大宮区宮町1-9湯沢
ビル

大宮駅東口より徒歩3
分

9時00分～翌朝
9時00分　24H
営業

定休日無し 048-642-1009
http://www.kara
okemac.com/

大宮
区

カラオケマック大宮一番街店 いつでも室料から２０％オフ

大宮駅東口から徒歩3
分！エレベーター完
備！シニアに優しいカ
ラオケ店！

大宮区宮町1-51ハ
ナビル1F

大宮駅東口より徒歩3
分

9時00分～翌朝
9時00分　24H
営業

定休日無し 048-649-8200
http://www.kara
okemac.com/

大宮
区

彩きもの学院　大宮校

【初心者対象】手結びきもの着付教
室・無料受講券2か月全8回分プレ
ゼント！※ただし教材費として期間
中5,900円必要

しまったままの着物を
着てみませんか！

大宮区宮町2-65-3
和久津ビル5F

大宮駅東口徒歩5分 9:00～20:30
日曜・祝祭
日

0120-073005

http://www.saik
imonogakuin.co.j

p/

大宮
区

蛇の目ミシン工業㈱直営大
宮支店

ミシン本体価格より10％割引

安心と信頼のメーカー
直営店。ミシンのご購
入から修理までお気
軽にご相談ください。

大宮区東町1-66-1
大宮駅から自治医大
行バス「南堀の内」下
車

9：00～17：30
日、祝日休
み

048-641-2975

https://janome
-

omiya.jimdo.com
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大宮
区

中国語教室　語楽
体験レッスン無料。入会金免除。
レッスン毎回500円割り引きしま
す。

現役 中国語 ナレータ
ーのベテラン 先生
が、 丁寧 に教えま
す。

大宮区宮町2-141コ
スモプレイス一の宮
603

大宮駅東口徒歩５分 9:00～20：00 無し 090-5195-1923
https://goraku5

.webnode.jp/

大宮
区

楽読大宮スクール
通常楽読体験5,000円→2,000円の
3,000円引き＋お茶菓子付き

老若男女が集いお喋
りしながら楽しく脳トレ

大宮区北袋町1-
103-1　中村ビル4F

さいたま新都心駅から
歩いて4分

10：00～21：00 不定休 048-778-7138
https://rakudok
u-omiya.com/

大宮
区

HIS HIS　大宮本店

海外/国内ツアー代金3万円以上で
1000円、10万円以上で2000円、20
万円以上で3000円割引き。海外航
空券2000円割引き。

取扱商品の数は地域
NO.1となります。

大宮区桜木町2-1-1
アルシェB1F

大宮駅西口徒歩1分 11:00～19:00

大宮アルシェに準
ずる（当社ホーム
ページにご確認下
さい）

050-1751-8034

https://access.
his-

j.com/01/034/

大宮
区

HIS
HIS　コクーンシティさいたま
新都心　営業所

海外/国内ツアー代金3万円以上で
1000円、10万円以上で2000円、20
万円以上で3000円割引き。海外航
空券2000円割引き。

知識、経験が豊富なス
タッフが多数在籍

大宮区吉敷町4-
263-1　コクーンシ
ティ　コクーン2 3階

さいたま新都心下車
東口すぐ

11:00～19:00

館の定休日に準
ずる(当社ホーム
ページをご確認下
さい)

050-1751-8150

https://access.
his-

j.com/01/A50/

大宮
区

大宮ミュージックセンター
新規ご入会で、図書カードプレゼン
ト

音楽のある彩り豊かな
暮らしを楽しむ♪

大宮区下町2-68-5
京浜東北線大宮駅徒
歩10分

火13:00〜19:00
水〜日10:30〜

19:00
月曜日 048-642-2637

大宮
区

イングリッシュ・サポート
無料体験＋初回レッスン無料（50
分）

初心者サポートが充
実

大宮区仲町2-2-25
松亀プレジデント4階

大宮駅東口5分 9:00～21:00 日・祝日 048-650-4511
https://www.en

glish-s.com/

大宮
区

津軽三味線小山流 初回体験無料（30分）
初心者の方、楽器をお
持ちでない方もぜひご
相談下さい。

大宮区宮町3-57-2
二三荘1号棟

大宮駅徒歩10分 17:00～20:00 お電話にて 080-6661-4834

見沼
区

EPCパソコンスクール大和田
校

ご入会後、翌月にのみ2,000円割
引の特典　粗品サービス

完全マンツーマンで
す。月謝制となってい
ます。

見沼区大和田町1-
1628-5　長男坊ビル
3階

大和田駅東側より直
進　マルエツさん前
駅より3分

9：00～21：30 木曜日 048-682-2166

http://www009.
upp.so-

net.ne.jp/mayu/

見沼
区

ニコニコ堂東大宮センター
ニコニコ堂教室入会時、入会金
1,000円割引

楽しく通えて心が元気
になれますよ！！

見沼区東大宮4－17
－11

ＪＲ東大宮駅西口徒歩
1分

10:00～19:00 日・祝日 048-666-4471
http://www.nico
nico-do.com/

見沼
区

ニコニコ堂大和田ｾﾝﾀｰ
ニコニコ堂教室入会時、入会金
1,000円割引

駅から近い音楽教室
(大和田駅0分）

見沼区大和田町2－
1316

東武アーバンパークラ
イン大和田駅徒歩3分

10:00～17:00 日曜・祝日 048-687-3825
http://www.nico
nico-do.com/
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見沼
区

塚本音楽学院 入会金、体験入学無料
声楽、ピアノ、パイプオ
ルガン等多数コース有
り

さいたま市見沼区風
渡野393

東武野田線七里駅徒
歩５分

9:00～21:00 日曜・祭日 048-683-6996

https://www.mu
sic-

planet.co.jp/tma
.html

見沼
区

ALLURE BOUQET
新規の方、レッスン料　10％割引
※完全予約制

五感で楽しむ、癒しの
フラワーアレンジメント
教室（完全予約制）

見沼区東大宮4-65-
2

東大宮駅5分 10:00～18:00
月・金・日曜

日
048-606-3354

https://www.all
urebouquet.sho

p/

中央
区

ＮＨＫ文化センターさいたまア
リーナ教室

入会金4,320円のところ2,160円（半
額）に割引

多彩な講座で経験豊
かな講師陣

中央区新都心8番地
さいたまスーパーア
リーナ内

さいたま新都心駅また
は北与野駅から徒歩7
分

月～金10：00～
19：00　土10：
00～16：00

日曜・祝日・
振替休日・
年末年始・
ＧＷ・夏期

048-600-0091
http://www.nhk-

cul.co.jp/school/sai
tama/

桜区 レッズランド

毎週木曜日10：00～15：00までラウ
ンジ（交流スペース）とビリヤード台
を無料開放　※木曜日が祝日の場
合を除く

浦和レッズが運営する
スポーツランドです。

桜区下大久保1771
JR浦和駅・南与野駅
から路線バスで「下大
久保」下車、徒歩5分

9：00～18：00

月曜日（祝
日の場合は
翌日）、年末
年始

048-840-1541
http://www.redslan

d.jp/

桜区
ろんど・で・あるぎいろ陶芸教
室

1回体験レッスン3,000円⇒2,500円
※お電話でお伝えください

初心者も安心。陶芸を
始めよう。

埼玉県さいたま市桜
区神田４６３−２

JR南与野駅より、車で
12分

平日9：00～18：
00

土日祝 048-858-8808
http://yakimono696

.com/

浦和
区

ユナイテッドシネマ浦和 映画鑑賞料金1作品￥1,100
浦和パルコ6Ｆ　全9ス
クリーンの映画館

浦和区東高砂町11-
1　浦和パルコ6F

ＪＲ浦和駅東口　徒歩1
分

9：00～22：00 無 0570-783-856
http://www.unitedci

nemas.jp/urawa

浦和
区

さいたまヨガ教室　浦和教室
体験￥200-引き　その後入会の
方、初回会費半額

老若男女問わずのヨ
ガ教室です

浦和区東仲町1-23
石井ビル4F

浦和駅徒歩1分 お電話ください
お電話くだ

さい
080-1104-4255

www.saitama-
yoga.com/

浦和
区

山田音楽イタリア語教室 入会金10％off
楽しく音楽、イタリア、
ヨーロッパ文化を学ぶ

浦和区仲町1-15-
16-302

JR浦和駅から徒歩5分 9：00～22：30 特に無し
048-824-

8700、
090-3570-1684

http://blog.livedoor.
jp/seikoyamada62/

浦和
区

浦和カウンセリング研究所

初回カウンセリング50分￥11,000
のところ60分￥11,000に。カウンセ
ラー養成講座体験レッスン2時間
￥1,500のところ無料(1回限り）

カウンセリング及びカ
ウンセラー養成講座

浦和区高砂1-2-1
エイペックスタワー浦
和　オフィス東館２F

浦和駅西口徒歩３分 9：30～21：00
無休(年末
年始のみ）

048-825-2251
https://ed-
cou.com/
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浦和
区

陶芸教室「サロン　ドゥ　フラ
ム」

体験レッスン受講料無料(材料費
4,400円がかかります）ご入会時、
入会金無料。さらに粘土1ｋｇ、成型
3点セットプレゼント。

駅近で通いやすいフ
リータイム制陶芸教室

浦和区高砂1-2-1
エイペックスタワー浦
和　オフィス東館2Ｆ

浦和駅西口徒歩1分 10：30～21：00 祝祭日 048-825-5551

http://www.com
icbuster.jp/kam
eiten/11_lk_ura

wa/

浦和
区

コミックバスター浦和店 入会金無料
皆様にお寛ぎ頂ける、
たいへん綺麗で静か
なお店です

浦和区高砂2-6-18
地下1階

JR浦和駅西口　徒歩3
分　さくら草通り

24時間 無休 048-825-0481
http://www.comicb
uster.jp/kameiten/1

1_lk_urawa/

浦和
区

林きみ枝フラワーデザインス
クール

入会金なし　１０％サービス
元気になる生花のアレ
ンジメントレッスン

浦和区北浦和4-9-
1-302

浦和駅西口徒歩2分 10：00～18：00 日 048-831-3434
http://kimie-
flower.com/

浦和
区

風流　端唄塾　（江戸の粋
お座敷唄）

入会金1,000円無料、一日体験入
塾無料

遊びごころで江戸の継
承芸能文化、端唄（お
座敷唄）を学習

浦和区岸町4-26-9
コミュニティーサロン
アライ

13：00～15：00

月例会　毎
第一水曜日
14：00～15：

45

048-861-0442
http://www9.ocn.ne

.jp/~hauta_ao/

浦和
区

浦和韓国語教室サランバン 体験授業料2000円→無料
確かで楽しい授業が
好評で15年間愛され
ています。

浦和区高砂3-6-12
グローバル県庁前
503号

浦和駅西口徒歩8分・
県庁前東交差点のモ
スバーガー裏

9:00～21:00 日曜 090-8303-5149

浦和
区

HIS HIS　浦和パルコ営業所

海外/国内ツアー代金3万円以上で
1000円、10万円以上で2000円、20
万円以上で3000円割引き。海外航
空券2000円割引き。

落ち着いた店内でご相
談承ります。

浦和区東高砂町11-
1　浦和パルコ3F

JR浦和駅東口徒歩1
分

11:00～
19:00(営業時間
変更の場合有)

浦和パルコに準ず
る(当社ホーム

ページをご確認下
さい)

050-1751-8730

https://access.
his-

j.com/01/730/

浦和
区

フォーラムミュージックセン
ター

新規ご入会で、図書カードプレゼン
ト

音楽のある彩り豊かな
暮らしを楽しむ♪

浦和区岸町7-1-9
明治安田生命浦和
岸町ビル

京浜東北線浦和駅徒
歩7分

月〜土9:00〜
21:00　　日・祝
9:00〜18:00

無休 048-829-2360

浦和
区

木崎ミュージックセンター
新規ご入会で、図書カードプレゼン
ト

音楽のある彩り豊かな
暮らしを楽しむ♪

浦和区上木崎2-14-
14

京浜東北線与野駅徒
歩5分

木〜火10:00〜
19:00

水曜日 048-829-2366

浦和
区

領家ミュージックセンター
新規ご入会で、図書カードプレゼン
ト

音楽のある彩り豊かな
暮らしを楽しむ♪

浦和区領家6-24-15
京浜東北線北浦和駅
徒歩15分

木〜火10:00〜
19:00

水曜日 048-829-2366

浦和
区

音楽教室ギターレ＆エアスト
入学金　全額オフ、1ヶ月目の授業
料、全額オフ

大人のギター教室／
浦和駅徒歩６分／初
心者歓迎

浦和区仲町2-6-1
浦和駅徒歩6分　ロイ
ヤルパインズホテル浦
和となり

11:00～21:00 月曜日 048-825-8097
https://saimusi

c.jp
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浦和
区

音楽教室ラトリエ・アンティム
入学金　全額オフ、1ヶ月目の授業
料、全額オフ

大人のピアノ教室／イ
オン北浦和店となり／
初心者歓迎

浦和区常盤10丁目
21-9　コミューンとき
わ1階

北浦和駅徒歩10分
南与野駅徒歩13分
イオン北浦和店となり

11:00～20:00 月曜日 048-825-8097
https://urawa-

piano.com/

浦和
区

ロボット教室リンクル 小型マイコンボードプレゼント！
論理的な思考を修得
出来ます。

浦和区仲町2-9-5
2F

浦和駅から徒歩10分 16:30～21:00 不定休 080-5027-7597

浦和
区

Villain GOLF浦和 1回体験レッスン無料
初心者から上級者ま
で！地域唯一の手厚
い指導！

埼玉県さいたま市浦
和区東仲町8-22
LEON URAWA 1st
5F

JR京浜東北線浦和駅
北口徒歩1分

10時～22時（最
終受付21時）

土日定休 080-3456-0301
https://nex-
usgolf.com/

南区 浦和競馬場 特別観覧席　利用料を20％割引
特別観覧席でゆったり
競馬をお楽しみ下さい

南区大谷場1-8-42

ＪＲ浦和駅東口より徒
歩15分　ＪＲ南浦和駅
東口より往復無料バス
5分

基本的に土 048-881-1551
http://www.urawa-

keiba.jp

南区
メディアックパソコンスクール
南浦和教室

1ヶ月分受講料無料
初心者にやさしいパソ
コン教室

南区南浦和2-41-6
JR南浦和駅より徒歩3
分

10：30～19：00
日、祝、第
2・4水曜日

048-637-7896

http://www.mediac
-

ps.com/sc_minamiur
awa.html

南区 SCOTT ENGLISH SCHOOL
①無料体験レッスン（要予約）　②
入会金半額　③入会月は月謝半額
（翌月からは通常の月謝）

英語を交えておしゃべ
りしてみませんか？

南区別所6-19-13
アドバンシティ107

武蔵浦和駅徒歩5分 12：00～22：00 土・日 048-699-5865 www.scottenglish.jp

南区
みんなの学校　基本塾
Spanish & English School

シルバーカードを持参した方は通
常10,000円の入会金不要

地域に根付いてシル
バーの方と一緒に勉
強しています

南区白幡3-15-1-1F
JR武蔵浦和駅徒歩
（ゆっくり）10分

9：00～21：00 祝日 048-864-9110

南区 市両芸術空間
文化講座　ダンスクラス　入会金無
料

芸術にどっぷり浸かれ
る空間を夢見ています

南区辻8-22-18　市
両マンション1F

JR埼京線　北戸田駅
下車　徒歩3分

10：00～22：00 不定休 048-837-2507

http://ichiryoua
rtspace.blogspot

.jp/

南区 ミュージックサロン浦和南
新規ご入会で、図書カードプレゼン
ト

音楽のある彩り豊かな
暮らしを楽しむ♪

南区太田窪1955-3
京浜東北線南浦和駅
徒歩15分

月〜土9:00〜
20:00　　日・祝
9:00〜18:00

無休 048-261-3385

南区
武蔵浦和ミュージックセン
ター

新規ご入会で、図書カードプレゼン
ト

音楽のある彩り豊かな
暮らしを楽しむ♪

南区白幡5-1-28　3F
武蔵野線・埼京線武蔵
浦和駅徒歩3分

月〜土9:00〜
21:00　　日・祝
9:00〜18:00

無休 048-829-2360
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南区
KID'Sプログラミングラボ 南
浦和教室

パソコンの使い方　無料1レッス
ン！

丁寧に生徒目線で指
導いたします。

南区南浦和２丁目33
−13 エバタビル 201

南浦和駅から徒歩5分 9:30～19:00 不定休 070-4353-4056

緑区 パトリックの英語レッスン
2名以上で同時入会の場合　全員
入会金無料

イギリス人講師による
出張レッスンも可

緑区三室677-1
バス停北宿または馬
場折返場より徒歩1分

9：00～23：00
夏期休暇（7
月末～8月

末）
090-8695-4479

緑区 Y.K PIANO FACTORY

ピアノ教室→入会金無料、体験
レッスン無料
ピアノ調律→出張料無料、ピアノお
買い上げの場合￥10,000引き

ピアノ教室からピアノ
販売、買取り調律まで

緑区大門1679
国道122号線沿い　大
門交差点近く

10:00～19：00
年中無休

（夏季・年末
年始除く）

048-705-0440
https://www.yk

piano.com

緑区 東浦和ミュージックセンター
新規ご入会で、図書カードプレゼン
ト

音楽のある彩り豊かな
暮らしを楽しむ♪

緑区東浦和4-3-1
サンステージ2F

武蔵野線東浦和駅徒
歩5分

月〜土9:00〜
21:00　　日・祝
9:00〜18:00

無休 048-829-2360

緑区 クラフトガーデン陶芸教室 陶芸教室　入会金随時無料

緑に囲まれた陶房で
す。1単位6時間！お
好きな時間にご利用
下さい。

緑区寺山971‐3

大宮駅からバス浦和
東高校入口下車
東浦和駅からバス浦
和学院高校入口下車

10:00～16:00
毎月29日・
30日・31日

048-878-6631
http://www.tou
gei-craft.com/

緑区 TOPパン教室 初回受講料500円引き
皆様とパン作り楽しみ
たいです。

緑区東浦和４丁目5−
１ パークハイム 1階

JR東浦和駅から徒歩3
分

お問合せくださ
い

お問合せく
ださい

048-675-4657
https://cookingsc
hool.jp/school/to

pbaking

岩槻
区

いわつき菜園クラブ
一日菜園体験教室　参加費おひと
り300円割引（他の割引との併用は
できません）

野菜やハーブを育てる
農業体験クラブ

岩槻区平林寺
岩槻駅より小児医療セ
ンター行きバス「前原
下」下車

10：00～14：00

菜園教室は
原則として
第2・4土曜

開講

03-3915-8113
http://www.saiencl

ub.com

市外 カラオケ　ベルフローレ お部屋料金から10％割引 和室ルーム有
千葉県鴨川市横渚
1101-3

安房鴨川駅徒歩3分
12：00～
翌4：00

無 04-7093-2311

市外 太海フラワー　磯釣センター
入園料20％割引（1,000円→800
円）

花と釣と動物の楽園
千葉県鴨川市太海
浜67

JR内房線　太海駅　徒
歩7分

8：00～17：00 無 04-7093-2461
https://kamota

bi.jp
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市外
カフェ・カラオケ　カサビーノ
蕨店

ご利用金額から１割引（カードご提
示の方及びお連れ様）

明るく、お洒落なカラオ
ケ店

蕨市北町3-10-13

蕨駅西口から浦和駅
西口、南浦和西口行
バス「高校入口」下車
３分

２４時間 無 048-444-5255
http://www.royal-
et.jp/index.html

市外 セスパ上尾店
永久会員入会金無料、さらに当日
メンバー料金

小さなお子様からご年
配の方まで楽しめる複
合スポーツアミューズ
メント

埼玉県上尾市浅間
台1-21-4

JR北上尾駅から徒歩5
分

10：00～27：00 年中無休 048-775-0493
http://www.aqua-

ltd.co.jp/business/c
espa/ageo

市外 外山康雄　野の花館 ポストカード1枚プレゼント
野の花、木の実を実寸
大に描く水彩画ギャラ
リー

新潟県南魚沼市万
条新田371-1

越後湯沢駅よりタク
シー15分　塩沢石打IC
より1分

9：00～17：00
水曜(祝日

の場合は翌
日）

025-783-7787
www.toyama-

yasuo.jp/

市外 八海山ロープウェー
ロープウェー往復乗車の割引
1,800円→1,500円（4/20～9/30）

遠く日本海まで３６０度
のパノラマが楽しめる

新潟県南魚沼市山
口1610

六日町駅下車八海山
スキー場行きバス30分

平日　8:20～16:20（上り
最終16:00）

土休日 8:00～17:00（上
り最終16:20）

未定 025-775-3311
www.princehotels.c
o.jp/amuse/hakkais

an

市外 池田記念美術館 入館料100円引き
スポーツとアートと文
学の融合した美術館

新潟県南魚沼市浦
佐5493-3

浦佐駅より1Ｋ　関越道
大和スマートＩＣより3分

9：00～17：00 水曜日 025-780-4080
http://www.ikedaart

.jp/

市外
さいたま市新治ファミリーラン
ド

カードご提示で群馬の地酒、また
は甘酒をプレゼント

温泉も満喫できる緑豊
かなキャンプ場！

群馬県利根郡みなか
み町相俣159-1

関越道月夜野ICより
猿ヶ京方面へ車で約
30分

9:00～17:00

冬季休業期
間

12月1日～3
月31日

0278-66-0402
http://n-

familyland.com/

市外
㈱アイゼン・ソリューション
パソコン教室　アイゼン川口
校

入会金（6,600円）・年会費（13,200
円）　無料

まずは、手ぶらで参加
OKな無料体験にご参
加ください。

川口市栄町3-12-11
コスモ川口栄町

JR京浜東北線　川口
駅東口から徒歩5分

10:00～19:00 日曜・祝日 048-253-3922

https://www.aiz
en-

sol.co.jp/_edc/i
ndex.html

市外 川口スプリングレーンズ 通常ゲーム料金100円引き
お得なプランを多数ご
用意！

川口市川口6-3-34
JR川口駅から徒歩10
分

10：00～23:30 年中無休 048-252-5811

市外 旅工房 旅工房 本社

【旅工房 旅行優待サービス】旅行
代金が3万円以上の旅行商品は、
お一人様5,000円引き!（同行者の
割引は1名まで）

わがままアレンジも旅
のプロにおまかせ

東京都豊島区東池
袋3-1-1 サンシャイ
ン60 46階

東京メトロ有楽町線東
池袋駅

月～金 10:00～
18:30

土・日 11:00～
17:00

祝日 03-5950-3505
https://www.ta
bikobo.com/

市外 旅工房 旅工房 大阪支店

【旅工房 旅行優待サービス】旅行
代金が3万円以上の旅行商品は、
お一人様5,000円引き!（同行者の
割引は1名まで）

なんばスカイオで好評
営業中

大阪府大阪市中央
区難波5-1-60
なんばスカイオ14階

南海電鉄「なんば駅」
中央口・南口直結

月～金 10：00
～18：30

土～日 11：00
～17：00

祝日

06-7639-6590
（海外旅行）、
06-7639-6584
（ビーチリゾート専門）

https://www.ta
bikobo.com/osa
ka/

page8

http://www.royal-et.jp/index.html
http://www.royal-et.jp/index.html
http://www.aqua-ltd.co.jp/business/cespa/ageo
http://www.aqua-ltd.co.jp/business/cespa/ageo
http://www.aqua-ltd.co.jp/business/cespa/ageo
http://www.toyama-yasuo.jp/
http://www.toyama-yasuo.jp/
http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakkaisan
http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakkaisan
http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakkaisan
http://www.ikedaart.jp/
http://www.ikedaart.jp/
http://n-familyland.com/
http://n-familyland.com/
https://www.aizen-sol.co.jp/_edc/index.html
https://www.aizen-sol.co.jp/_edc/index.html
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さいたま市シルバー元気応援ショップ協賛店リスト【遊び・学び】 HP掲載データ
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市外 旅工房 旅工房 名古屋支店

【旅工房 旅行優待サービス】旅行
代金が3万円以上の旅行商品は、
お一人様5,000円引き!（同行者の
割引は1名まで）

大須301内で、好評営
業中

愛知県名古屋市中
区大須3-30-60 大須
301ビル6階

上前津駅より徒歩3分

月～金 10：00
～18：30

土～日 11：00
～17：00

祝日 052-259-2235
 
https://www.tabiko
bo.com/nagoya/

市外 ときがわホースケアガーデン
カード提示で、人参カップ一杯半額
(200円→100円)

ルールや命あるもの
の大切さを学べる場所
を目指します。

埼玉県比企郡ときが
わ町西平８７７−１

関越自動車[東松山IC]
から40分

13時～16時 月・火曜日 090-7053-4635
https://www.hcg-
tokigawa.com/

南区

サイエイ・
インター
ナショナ

ル

サイエイ・インターナショナル
南浦和校

1.無料体験レッスン
2.入会したらウォーターボトルプレ
ゼント

面白くスピード感のあ
る授業を行います。

南区南本町1-2-15
3F

JR京浜東北線南浦和
駅西口　徒歩１分

問い合わせくだ
さい

問い合わせ
ください

048-710-6220
https://yes-
saiei.net/school/mi
namiurawa/

南区

サイエイ・
インター
ナショナ

ル

サイエイ・インターナショナル
武蔵浦和校

1.無料体験レッスン
2.入会したらウォーターボトルプレ
ゼント

面白くスピード感のあ
る授業を行います。

南区別所6-15-15
2F

JR埼京線武蔵浦和駅
西口下車　徒歩３分

問い合わせくだ
さい

問い合わせ
ください

048-710-5150
https://yes-
saiei.net/school/mu
sashiurawa/

浦和
区

サイエイ・
インター
ナショナ

ル

サイエイ・インターナショナル
北浦和校

1.無料体験レッスン
2.入会したらウォーターボトルプレ
ゼント

面白くスピード感のあ
る授業を行います。

浦和区常盤9丁目
31-17

JR京浜東北線北浦和
駅西口下車　徒歩１分

問い合わせくだ
さい

問い合わせ
ください

048-822-1791
https://yes-
saiei.net/school/kit
aurawa/

見沼
区

サイエイ・
インター
ナショナ

ル

サイエイ・インターナショナル
東大宮校

1.無料体験レッスン
2.入会したらウォーターボトルプレ
ゼント

面白くスピード感のあ
る授業を行います。

見沼区東大宮5-35-
1
ロマーナ弐番館１階

JR宇都宮線東大宮駅
東口下車　徒歩3分

問い合わせくだ
さい

問い合わせ
ください

048-684-0131
https://yes-
saiei.net/school/hig
ashiomiya/

大宮
区

サイエイ・
インター
ナショナ

ル

サイエイ・インターナショナル
大宮校

1.無料体験レッスン
2.入会したらウォーターボトルプレ
ゼント

面白くスピード感のあ
る授業を行います。

大宮区大門町3-55
2F

JR各線大宮駅東口
徒歩7分

問い合わせくだ
さい

問い合わせ
ください

048-650-0325
https://yes-
saiei.net/school/om
iya/

緑区

サイエイ・
インター
ナショナ

ル

サイエイ・インターナショナル
東浦和校

1.無料体験レッスン
2.入会したらウォーターボトルプレ
ゼント

面白くスピード感のあ
る授業を行います。

緑区東浦和5-12-6
JR武蔵野線東浦和駅
下車　徒歩2分

問い合わせくだ
さい

問い合わせ
ください

048-876-3391
https://yes-
saiei.net/school/hig
ashiurawa/
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