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検索

川越市のお客様、狭山の手打そば秀庵です。
お薦めは、天せいろそばと玉子焼き♪

座敷あり　駐車場13台あり

手打そば　秀庵
☎ 04-2955-7776

住  狭山市広瀬台1-44-15
交  西武新宿線狭山市駅西口から車で10分
営  11:30～16:00
※ラストオーダー15:00
休  火曜日(祝日の場合は営業)

狭山　手打そば秀庵

★天せいろそばはプリプリの天然エビと、旬
の季節の野菜、さくらエビの入ったかき揚げ
を秘伝の油で揚げ、香ばしさとサクッとした
食感が自慢です。
★玉子焼きはコクと粘りのある九頭竜玉子を
贅沢に使用し、出汁がコクを引き立てあつあ
つふわふわ。
 
川越市のお客様、ご来店心よりお待ちしてお
ります。

特 典　　　　　おしながき（税込）
●せいろそば ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円
●鴨汁せいろそば（蔵王地鶏）・・・・・・・・・・1,280円
●天せいろそば・うどん（一番人気） ・・・・・・1,530円
●玉子焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

検索

描いて楽しい、食べて美味しい。
わんにゃんデニッシュ好評販売中！

Instagramやってます☆左記で検索または右上QRコードで検索

cacotto(カコット)
☎ 049-236-2348

住  川越市並木264-1 【P有】
営 9:00～20:00
　20:00以降はベルクレジで
　お買い物ができます。
休  ベルク南古谷店に準ずる

sweets_cacotto

大好評のわんにゃんデニッシュ。今なら紙袋が付い
て手土産にもぴったりです。付属のチョコペンを
使ってお絵描き出来ます。かわいく写真を撮って頂
いたり、お子様やお友達とわいわい楽しく過ごして
頂いたりと楽しみ方色々！もちろん味も大満
足！！本格スイーツも多数御用意しております。

特 典 cacotto商品ご購入のお客様に
ふわふわスポンジプレゼント!(1会計1個)

※cacottoの商品を専門のレジで会計の方に限ります
※ベルクレジ利用不可※他券・他サービス併用不可
※1会計切抜1枚につき1個迄[2021年8月31日迄]

特 典 わんにゃんデニッシュ10％off
（1人1個限定）

※cacottoの商品を専門のレジで会計の方に限ります
※ベルクレジ利用不可※他券・他サービス併用不可
※お1人様切抜1枚につき1個迄[2021年8月31日迄]

検索

ピリッとスパイスとまろやかチーズが食欲そそ
る徳島ブランド阿波黒ビーフ100％タコライス

http://www.kanon117.jp/　フェイスブックもあります

Soup&Tea House　香音(カノン)
☎ 049-257-4475

住  富士見市西みずほ台1-1-7
　 NRビル2階　席のみのご予約OK
営  11:00～16:00(LO15:00)
　17:00～21:45(LO21:00)
休  日曜日/※時間は変更になる場合もございます

香音 みずほ台

●タコライス980円　チーズ＋100円
　温泉玉子＋130円　温玉チーズ＋230円
店内でも提供始めました。お持ち帰りは
店内チラシ又はホームページをご覧ください
●7周年記念サービス 8/6･7･9 3日間限定！
持ち帰り香音ぷりん 3個1,200円⇒1,000円

特 典 ①タコライス50円OFF
②ランチプレート50円OFF

③コーヒー1杯無料
※①②③併用不可､③お食事･又はデザートご注文
の方､1グループ6名様迄　　[2021年9月2日まで]

特 典 香音ぷりん 1個400円
無添加の純生クリーム、国産きび糖、
純国産鶏のもみじ卵など厳選材料を使
用。シンプルだからこそのシェフこだ
わりプリンをお楽しみください。
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TOWN GUIDE
地元を楽しもう

その他買い物住まいスクールリラックスヘアサロンキレイグルメ

TOWN GUIDE
地元を楽しもう

その他買い物住まいスクールリラックスヘアサロンキレイグルメ

検索

自信を持って英語を堂々と話せる子に☆
英語に対する苦手意識を解決しましょう！

換気や消毒を徹底し、1回の生徒数を減らして開催しております！

体験あり　個別テスト・相談無料　オンラインレッスンあり

EQ English Center
☎ 0120-233-118

住  川越市南通町1-4
交  川越駅より徒歩9分
休  日曜日・祝日

E.Q　川越

2008年のオープン以降、現在も入塾待ちが絶
えません。そんな皆様のご希望にお応えし、
この度、短期講座を開設しました。
■小学生…中学英語の準備､フォニックス
･読解力強化･英検準2級の取得
■中学生…高校受験対策
2,500の単語と125の文法､作文力
1～3分間のスピーチ強化､英検1級の取得
■高校生…大学入試対策､5,000の単語､200
の文法､作文力､3～5分間のスピーチ対策

特 典　　　　　短期講座のご案内
期間は2ヶ月と3ヶ月。8回(1回120分)のレッスン
対象は、小学生・中学生・高校生
月謝はそれぞれ33,000円となります。
内申点対策・テストの成績UPを叶えます。

検索

畳表替え一部屋なら、朝引き上げのPM納めも
可！網戸の張替え2,750円～。襖・障子もお任せ

種類豊富な畳と迅速な張り替えが自慢。
地域密着の畳店で安心作業。店舗前に短時間の停車可。

出張OK島崎畳店

新生活をスタートしようと思ってもボロボロ
の畳の和室では気分が上がりませんよね…当
店では10種類以上の縁や豊富な畳表を取り
揃えております。見本を見て、触って納得した
ものをお選びいただけます。
■お見積りは無料！縁無し畳もご相談下さい

島崎畳店

☎ 049-223-0624
住  坂戸市小沼502-1
交  坂戸ICから車で5分
営  8:00～18:00　受付:お電話または
HPからお問合せください
休 水曜日

坂戸店

☎ 049-223-0624
住  川越市宮元町56-28
交  ヤオコー川越山田店さん近く
営  8:00～18:00　受付:お電話または
HPからお問合せください
休 水曜日

本店

特 典価格一例
●畳表替え(一般住宅用)　　　・・・6,600円～(税込)
●襖糸入り張り替え　 　　 　・・・4,950円～(税込)
●網戸張り替え・障子貼り替え・・・2,750円～(税込)
※種類・サイズにより異なります。※お問合せ下さい。

検索

令和3年度・4年度認可枠園児募集中！見学も歓迎！
家庭の雰囲気を大切にしています。一時保育同時募集

見学可　送迎用駐車スペースあり

希望保育園 第2（のぞみほいくえん）
☎ 070-1416-9925

住  川越市南田島北田615-6
交  富士見川越バイパス「南田島交差点」近く
営  7:30～18:30 ※延長保育はご相談ください
休  日曜・祝日・年末年始
※土曜保育は要相談

川越　希望保育園第2

希望保育園は、一軒家で出来るだけ家庭と変
わらない環境でお子様をお預かりしたいとい
う思いを大切にしているアットホームな少人
数制の保育園です。育児相談なども対応いた
しますので気軽にご相談ください。
●一時保育も承っております

特 典 少人数保育のスペシャリスト
少人数保育のプロと呼ばれる「チャイ
ルドマインダー」の資格を持つ先生が
目の行き届いた家庭的な保育でお子様
を優しく見守ります。

特 典 ★認可枠の最新空き状況
令和3年度…1歳児 1名
令和4年度…0～2歳児 4名
[入園金]なし
[保育料]川越市の規定による

検索

自然素材を使ったオーガニックカラーの専門店
髪や頭皮を傷めず、染めるほど美しく仕上げます！

WEB･キレイぱどからご予約できます！ 着付けも行っています★

VIELE(ヴィエル) hair & care
☎ 049-278-3922

住  富士見市ふじみ野西1-24-8 2F
※エレベーター有。車イスの方、お気軽にご連絡下さい
営  9:30～19:00 ※時間外応相談
休  火曜日　※駐車場無し ※近隣パーキングの駐車
証明書ご提示で駐車料金一部負担

ヴィエル　ふじみ野

「髪に艶がない」「ハリコシがない」「地肌が弱
い」などのお悩みには、オーガニックカラーが
おすすめ！細やかな色味の調整が可能な、髪
や頭皮への負担が少ない白髪染めなので、自
然で理想通りの雰囲気に仕上がります。
※カットのみは4,400円となります。

特 典 カット&オーガニックカラー
11,000円→9,900円(炭酸泉ヘッドスパ付)

和漢植物使用の為、頭皮にトラブルがある方も安心。※カット・パー
マ・シャンプー・ブロー込 ※他クーポン併用不可 【期限：9/2迄】 　
■広告切抜or撮影画面提示ください　■WEB限定クーポンあり

特 典　　　　　 炭酸泉ヘッドスパ
リラックス効果はもちろん、頭皮のコリをほぐし、血行
を促進することで、むくみの改善や、お顔のリフトアッ
プ効果が期待できます。この時期だからこそ気になる、
皮脂の汚れやニオイケアにもおすすめ！

検索

ご家庭の税金のお困りごとは専門家にお任せください。
相続・贈与などご相談承ります。

LINE QR コードからもお気軽にお問合せください。

『相続税の仕組み』小冊子プレゼント！
ご希望の方へ相続税の仕組
みから申告の流れを解説し
た小冊子をお送りいたしま
す。下記QRコードからLINE
でお申込みください。
ご家族で話合うきっかけづ
くりにお役立てください。

コンパッソ税理士法人　川越事務所
☎ 049-224-2233

住  川越市菅原町11-2 白川ビル3F
交  JR川越線、東武東上線
　川越駅　徒歩5分

コンパッソ税理士法人

コンパッソ税理士法人は１都4県、10拠点で運
営しています。川越事務所はJR・東武東上線川
越駅から徒歩5分ほどの場所にあります。
所長の篠田は元国税局出身で、経験も知識も豊
富です。川越事務所では法人の税務はもちろん
ですが、個人のお客様の相続税や贈与税のご相
談も承っております。
近年ご相談が多いのは、実家（親の家）の管理の
問題です。実家に住む両親が施設に入ることに
なり、実家の管理をする人がいなくなったとい
うケースがとても多いです。たとえば、持主で
あるご両親が認知症になった場合、そのお子様
であっても処分などはできません。また、ご両
親の立場になった場合も、自分たちが快適に過
ごせるよう、お子様へ管理権限をお預けしてお
くのがいいこともあります。いろいろな制度が
関わってきますので、自分たちで行うのは大変
な作業です。もし心配な事がございましたら私
どもにご相談ください。

特 典　　相続無料相談会のお知らせ
8月21日（土）、22日（日）相続無料相談会を開催します。
事前予約制の個別相談となります。
ご予約は電話もしくはLINEにて承ります。
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