沿線盛り上げ隊！

飲食店応援

キャンペーン
岩槻
エリア

浦和美園

東川口

SR

SR

26

応募（引換）期間
応募（引換）窓口

戸塚安行
SR

25

24

鳩ヶ谷

SR

南鳩ヶ谷

SR

23

SR

21

20

埼玉スタジアム線各駅（赤羽岩淵駅を除く）

Wチャンス賞

NEW

オリジナル
色鉛筆

参加店舗で利用可能な食事券
Ａ賞：10,000円分（5名様）
Ｂ賞：5,000円分（10名様）
Ｃ賞：2,000円分（100名様）
沿線盛り上げ隊！

飲食店応援キャンペーン

オリジナル
NEW
コンビニ
エコバッグ

※

当たる！

参加賞
いずれか1つ

参加
無料

※交通費・飲食代等を除く

応募すると
抽選で

全 員 もらえる

川口元郷

SR

22

2020年 9月19日（土）〜11月1日（日）

スタンプ
2つで

オリジナル
路線図タオル

新井宿

お食事券

¥ 500

No.0000

イメージ

※画像はイメージです。

参加店舗には、ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染防止策の徹底へのご協力をお願いしております。

お問合せ

埼玉高速鉄道株式会社

運輸部 旅客課 TEL.０４８-８７８-６８５５（９時〜１７時45分 土日祝日・年末年始を除く）https://www.s-rail.co.jp/

沿線盛り上げ隊！

飲食店応援キャンペーン
1

キャンペーン参加店舗の中から、１店舗につき500円（税込）以上飲食（購入）
します。

2

会計時に店舗スタッフからスタンプを押してもらいます。

3

２店舗のスタンプを集め、応募（引換）窓口にお越しいただいた方全員に
オリジナルグッズをプレゼントします。

4

応募用紙を切り取って応募すると、
さらに抽選でWチャンス賞が当たります！

２駅
（エリア）
・２店舗にて、
それぞれお一人につき５００円
（税込）
以上飲食
（購入）
された方に差し上げます。
【注意事項】 参加賞は、
スタンプは１駅
（エリア）
につき１店舗でお一人につき５００円
（税込）
以上飲食
（購入）
された方に押印いたします。
同駅
（エリア）
内で複数店舗にて飲食
（購入）
されてもスタンプは押印されませんのでご注意ください。
スタンプの押印時間は、
各店舗の営業時間に準じます。
各店舗の情報は２０２０年7月時点のものです。都合により変更になる場合があります。
賞品内容は予告なく変更する場合がございます。
このイベントは予告なく変更・終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
大人数での来店・会食はお控えください 。

埼玉スタジアム線

おススメ乗車券

SR一日乗車券
埼玉スタジアム線が１日乗り降り自由な乗車券です。
発 売 日：土曜、日曜、祝日、11/14
（埼玉県民の日）
、
12/30〜1/3

発売箇所：埼玉スタジアム線各駅の自動券売機

小

平日券

沿線盛り上げ隊！

大人：460円
小児：200円

飲食店応援きっぷ
有効 埼玉スタジアム線
区間 浦和美園駅〜

小

土休券

沿線盛り上げ隊！

大人：360円
小児：100円

飲食店応援きっぷ
有効 埼玉スタジアム線
区間 浦和美園駅〜

川口元郷駅間 乗り降り自由

川口元郷駅間 乗り降り自由

日付印押印欄

日付印押印欄

（赤羽岩淵駅を除く）

有効期間：発売当日限り有効

発行日 :

発売当日限り有効

No.0000

発行日 :

発売当日限り有効

No.0000

SR沿線盛り上げ隊！

SR東京メトロパス
埼玉スタジアム線の発駅から赤羽岩淵駅までの往復と、
東京メトロ線全線が乗り降り自由な乗車券です 。
発 売 日：通年発売

発売箇所：埼玉スタジアム線各駅の自動券売機
（赤羽岩淵駅を除く）

有効期間：発売当日限り有効

飲食店応援きっぷ
（平日券・土休券）

キャンペーン参加店舗のある、
浦和美園駅〜川口元郷駅が一日乗り放題。
運賃は大変お得となっており、
特に土日・祝日に利用できる土休券は更にお得です！
発 売 日：2020年9月19日
（土）
〜11月１日
（日）

発売箇所：埼玉スタジアム線各駅
（赤羽岩淵駅を除く）
有効期間：発売当日のみ有効

シネマきっぷ
埼玉スタジアム線各駅から浦和美園駅までの往復と
イオンシネマ浦和美園の映画鑑賞券がセットに
なった乗車券です。
発 売 日：通年発売

発売箇所：埼玉スタジアム線各駅
（赤羽岩淵駅を除く）

有効期間：発売当日〜翌々月末日までのうち１日限り有効。
ただし、各月の20日以降に発売した場合、3か月
後の末日までのうち１日限り有効

発売金額：平日券 大人４６０円 小児２００円
土休券 大人３６０円 小児１００円

各乗車券の詳細については下記のQR コードからご覧ください。

埼玉高速HPのおとくなきっぷ サイト

キャンペーン

参加店舗一覧

各駅（エリア）１店舗、
お一人様500円（税込）以上飲食（購入）
してスタンプをもらおう！
スタンプは１駅（エリア）
につき、1店舗のみもらうことができます。
アイコン凡例

岩槻

洋食

和食

ラーメン

和食

IWATSUKI

カレー

【営】11:30〜14:00、17:00〜22:00／【休】
月曜

さいたま市岩槻区本町3-3-12

【営】17:00〜22:30、
日17:00〜21:30／【休】
月曜

おくゆき
炭火焼き

1048-797-5028

さいたま市岩槻区本町3-8-15 平野ビル2階

【営】11:30〜14:00、17:30〜22:00／【休】火曜、第2・第4水曜

とわそりーぬ
ケーキ

さいたま市岩槻区本町3-10-4

焼き菓子mimu
洋菓子

1048-756-0334

1048-756-4732

【営】9:30〜21:00／【休】
日曜

さいたま市緑区大門2869

SR

25

東川口

HIGASHI-KAWAGUCHI

すし源
寿司

川口市東川口3-3-39

川口市戸塚東1-2-21

和めし屋 次や
居酒屋

川口市東川口2-3-26 MSビル2階

SR

24

戸塚安行
中華

川口市戸塚南1-7-24

さいたま市岩槻区本町3-4-11

川口市戸塚東1-9-14

川口市長蔵新田281

【営】10:00〜19:00／【休】水曜

ふな又
料亭

さいたま市岩槻区本町4-1-8

1048-758-0035

【営】11:30〜14:00、17:00〜21:00／【休】火曜

永楽食堂
中華

さいたま市岩槻区西町1-4-7

1048-756-2498

【営】11:00〜翌5:00、
日祝11:00〜翌3:00／【休】なし

川口市戸塚3-31-31

川口市長蔵1-23-38

【営】11:30〜20:00、土日11:30〜21:00／【休】
月曜
イタリアン

居酒屋

さいたま市岩槻区本町2-1-38

1048-758-3032

【営】17:30〜23:00、金土17:30〜24:00／【休】
日曜

都寿司
寿司

さいたま市岩槻区本町4-11-20

1048-756-0031

【営】11:00〜13:30、17:00〜22:00／【休】
月曜

藤宮 西町店
和菓子

さいたま市岩槻区西町3-2-16

1048-756-2827

【営】9:00〜18:00／【休】水曜

藤宮 本町店
和菓子

さいたま市岩槻区本町2-1-32

1048-756-1569

さいたま市岩槻区愛宕町10-10

【営】9:00〜18:30／【休】水曜

浦和美園

ラーメン

川口市戸塚東2-2-20

ラーメン屋 桑原亭
ラーメン

1048-797-7579

さいたま市岩槻区美園東1-5-1 ヴィラロイヤル105

【営】11:00〜22:00／【休】
月曜（祝日の場合は営業し、翌火曜）

川口市戸塚6-26-9

川口市東川口2-1-35

【営】11:00〜24:00、
日11:00〜18:00／【休】不定休

リストランテ 谷澤
イタリアン

川口市戸塚3-31-31

1048-287-3802

埼玉情熱酒場 三次郎
居酒屋

川口市東川口1-14-12 1階

中華料理 龍珍楼
中華

1048−295-6799

1048-294-9733

川口市東川口1-5-17 中村ビル101

【営】11:00〜14:30、17:30〜20:30／日11:00〜15:00、17:00〜20:00／【休】木曜のディナータイム

天下一品 東川口店

ラーメン

川口市東川口3-8-12

博多長浜らーめん いっき 戸塚安行店

ラーメン

川口市戸塚6-16-4

1048-280-6720

【営】11:30〜14:30、18:00〜22:00／【休】月曜（祝日の場合は翌火曜）

トラットリア フェルマータ
イタリアン

川口市戸塚境町31-1

1048-234-1234

【営】11:30〜15:00、17:30〜23:00／【休】月曜（祝日の場合は営業し翌日休業）

SR
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新井宿

ARAIJUKU

hoppe hoppe
1048-456-7765

川口市東川口2-3-6グローバルビルB棟2階

そば

1048-294-5200

【営】11:30〜14:00、18:00〜22:00／【休】火曜

1048-294-4454

【営】11:00~15:00、17:00〜23:00／【休】水曜

URAWA-MISONO

鳥空海（10月中盤リニューアル予定）

ラーメン

1048-278-3322

【営】11:00〜22:00、
日祝11:00〜21:00／【休】なし

1048-291-5047

【営】10:00〜17:30、土10:00〜16:00／【休】日曜、祝日、毎月最終土曜

らーめんみずさわ 東川口店

忠庵

The old man's Cafe
洋食・軽食

【営】8:00〜19:00、土日8:00〜18:00／【休】水曜

【営】17:00〜23:30、金土17:00〜24:00、日祝16:30〜23:30／【休】なし

1048-758-2625

川口市安行1132

1048-229-3604

【営】11:00〜翌1:00、金土・祝前11:00〜翌2:00／【休】なし

パン

*

川口市西新井宿南原103-4

1048-286-5733

【営】11:00〜19:00、土10:00〜16:00／【休】
日曜、
月曜、火曜

こだわりとんかつ勝時
とんかつ

川口市新井宿80-1

1048-280-5980

【営】11:00〜14:30、17:00〜21:00／【休】
月曜、第3火曜

中ばし
和菓子

川口市桜町2-5-16

【営】9:00〜19:00／【休】火曜

キリトリ

和菓子

パン

1048-287-3399

【営】11:30〜15:00、18:00〜22:00／【休】水曜

【営】9:30〜18:30／【休】水曜

和菓子 秋月

洋食

すいーつばたけ

1048-628-1499

さいたま市緑区東大門2-22-2
【営】11:30〜14:00、17:30〜22:00／土11:30〜14:30、17:30〜22:00／日11:30〜14:30、17:30〜21:00／【休】不定休

1048-294-6079

【営】17:00〜24:00／【休】
日曜、
月曜

トラットリア エストポルトーネ

川口市戸塚3-31-31

台所屋 がぶり

肉バル

1048-298-9800

さいたま市岩槻区本町4-2-10

【営】10:00〜20:00／【休】水曜（cafe)、第2・第4日曜（書店&cafe)

【営】11:00〜15:00、17:00〜22:30／日11:00〜15:00、17:00〜22:00／【休】木曜

カフェアンドダイニング オーゴッド

そば

ベーカリーレストラン グランシャリオ

1048-756-0112

1048-296-7899

そばと和食のお店 神楽本店

水野書店 Books&Cafe mao-mao

カフェ

イタリアン

1048-298-0936

【営】11:30〜14:30、17:30〜22:00／【休】
月曜

1048-298-6512

【営】17:30〜22:00／【休】水曜

エニシバル

スペイン料理

1048-295-5477

TOZUKA-ANGYO

CHINA TABLE 瑞祥

スペイン料理 サブロッソ

1048-812-4574

1048-297-0071

【営】18:00〜23:00／【休】
日曜

パティスリーアンデトゥール
ケーキ

スイーツ

【営】11:00〜14:00、17:00〜21:00／【休】木曜、第2・第4水曜、水曜のディナータイム

1048-296-7825

【営】12:00〜14:00、17:00〜22:00／【休】水曜

パン屋

豚珍館

1090-5757-9523

【営】11:00〜17:00（売り切れ次第終了）／【休】
日曜〜木曜

カフェ

とんかつ

1048-878-1135

さいたま市緑区下野田531-1

海鮮料理

26

居酒屋

旬彩料理 𠮷粋

いけす料理 寿々家

SR

中華

キャンペーン
サイトはこちら

1048-282-1425

＜

SR

22

鳩ヶ谷

居酒屋 かっぱ
居酒屋

HATOGAYA

（有）湊家
うなぎ

川口市鳩ヶ谷本町1-1-12

川口市鳩ヶ谷本町3-7-4

【営】17:30〜24:00／【休】水曜、第3火曜

【営】11:00〜14:00、17:00〜21:00／【休】火曜

Basil
バー

川口市辻1004-2

いせ庄
川口市鳩ヶ谷本町1-3-13

うなぎ

川口市桜町1-5-3

【営】11:30〜14:00、17:00〜20:00／【休】
月曜、火曜

オルブロード・ミカド
パン

川口市坂下町2-2-20

やきとり

川口市鳩ヶ谷本町1-15-2

ダーツバー

川口市坂下町4-1-3

1048-234-3901

1048-446-9998

【営】19:00〜翌3:00、金土17:00〜翌3:00／【休】
日曜

なべちゃんのやきとり
やきとり

川口市三ツ和1-14-1

1048-282-8653

川口市坂下町3-32-21

炭火串焼 ことり
居酒屋

川口市辻964-2

【営】17:00〜22:00、土17:00〜24:00／【休】
日曜、祝日

中華料理 美芳
中華

【営】11:00〜21:00／【休】木曜

風の森キッチン
お弁当

川口市桜町1-11-13

1048-452-8939

【営】15:00〜19:00／【休】
月曜

21

南鳩ヶ谷

1048-282-1681

川口市南鳩ヶ谷4-1-2

SR

20

川口元郷 KAWAGUCHI-MOTOGO
1110CAFE/BAKERY

カフェ

川口市領家5-4-1

キッチントモ
洋食

1048-255-0043

川口市栄町1-8-11

【営】11:00〜14:00、17:00〜20：00／【休】土曜、第3金曜

パン・サンドイッチ グラフィティ
パン

1080-8884-2699

1048-257-7607

川口市栄町1-18-6

【営】8:00〜19:00／【休】
日曜

ビーズカフェ カジュアルレストラン＆スイーツ

MINAMI-HATOGAYA

インド料理 マンディル
カレー

川口市南鳩ヶ谷5-33-17

スイーツ

川口市南鳩ヶ谷5-19-26

1048-280-6995

川口市栄町1-10-15ドメスティック1階

【営】11:00〜15:00／【休】
日曜、祝日

蕎麦茶屋 吉宗
そば

1048-284-1299

【営】11:00〜15:00、17:00〜22:30／【休】なし

フランス菓子 アニック

カフェ

1048-223-0882

川口市元郷4-21-19

【営】11:30〜14:30、17:00〜22:00／【休】火曜、平日月曜のディナータイム

紅茶専門店 Cuppa tea？

カフェ

1048-286-4600

【営】10:00〜18:30／【休】
月曜、火曜

【営】11:00〜17:00／【休】火曜、祝日

もんじゃ お好み焼 GOEMON

食事処 たかはし

川口市坂下町2-2-17 シーガルハイム1階

川口市南鳩ヶ谷5-12-9

川口市元郷5-16-8

1048-430-7990

【営】16:00〜22:00／【休】
月曜、第1火曜

加賀屋
居酒屋

川口市三ツ和1-12-4

1048-283-1327

居酒屋

川口市桜町1-5-30

よつ葉スィーツショップ

中華 琉菊

川口市南鳩ヶ谷4-16-4

川口市栄町1-13-16

スイーツ

【営】11:30〜14:30、18:00〜24:00／【休】
月曜

ゑびすや本店
居酒屋

川口市南鳩ヶ谷3-6-12

1048-224-7667

【営】11:30〜13:30、17:00〜21:00／【休】
月曜、火曜
中華

1090-2486-9871

【営】金11:00〜16:00／【休】金曜以外

1048-281-7463

和食

1048-286-9990

【営】17:00〜23:00／【休】不定休

【営】17:00〜24:00／【休】
日曜

居酒屋 あいづ

お好み焼き・もんじゃ

1048-299-4363

川口市本町2-6-18-102

ワイン食堂 フレーバー
ワインバー

1048-229-1085

【営】8:00~16:00／【休】
月曜

1048-281-1619

川口市鳩ヶ谷本町3-8-14

SR

居酒屋

1048-229-0433

【営】予約制のテイクアウトのみ／【休】火曜、木曜、土曜

【営】15:00〜21:00／【休】
月曜、第3火曜

ダーツスペースRay

居酒屋

1048-284-6086

【営】6:00〜18:00／【休】水曜、第2・第4木曜

さいやんのやきとり

月うさ

1048-283-8812

魚がし居酒屋よっちゃん
【営】17:00〜23:00／【休】
月曜

【営】18:00〜24:00／【休】
日曜、祝日

【営】11:00〜14:00、17:00〜20:30／【休】火曜、水曜（不定休）

うなぎ 竹江

川口市鳩ヶ谷本町3-1-13 第2ミナトビル1階

1048-281-3004

1048-452-4047

川口市南鳩ヶ谷3-16-11

1048-287-9759

【営】16:00〜24:00／【休】火曜

【営】18:00〜翌2:00／【休】
月曜
うなぎ

居酒屋

1048-212-0826

居酒屋

【営】17:00〜24:00／【休】
月曜

居酒屋 暁

1048-281-2349

居酒屋 酔っとこ

1048-282-2745

1048-252-8718

【営】11:00〜20:30／【休】金曜

天神亭
中華

1070-5588-1194

【営】17:00〜23:00／【休】
日曜、祝日

1048-223-9117

川口市元郷1-23-8

【営】11:00〜13:20、17:00〜19:00／【休】
日曜

営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。
ご来店時は事前に店舗にご確認ください 。

SR沿線盛り上げ隊! 飲食店応援キャンペーン応募用紙
＜キリトリ＞

スタンプを2つ集めてWチャンス賞に応募 しよう！

※1駅（エリア）につき1店舗しかスタンプは押せません。

年齢

フリガナ
氏

名

＜

住

所

電話番号

才

1

2

Shop
Stamp

Shop
Stamp

店舗該当エリア

〒

※該当エリアに〇を付けてください。

（

）

［個人情報の取り扱い］
お客様からご提供いただいた個人情報は、本キャンペーンの抽選及び関連のお問い合わせ、発送のみの使用とし、他の目的では使用いたしません。
賞品の発送に伴い、お客様の個人情報は利用目的の範囲内で第三者（業務委託先）へ提供する場合がございます。なお、ご応募を以って、個人情報
提供へのご同意とさせていただきます。

岩槻

浦和美園

東川口

戸塚安行

新井宿

鳩ヶ谷

南鳩ヶ谷

川口元郷

参加賞引換チェック欄

