
「あるきた特典カード」協力店一覧表（令和４年６月１日現在）

NO 店名 所在地 HP 特典内容（特典対象者） 写真 PR

1 Kix English School
所在地：北区赤羽２丁目４−１４ 蛇の目赤羽ビル ３階Ｂ号

https://kixenglish.jp/
特典内容：初月お月謝代半額！！

（入塾いただいた方）

北区赤羽Lalaガーデン商店街内で運営しております「Kix English School」と申し

ます。小学生～社会人まで現在様々な層の生徒さんが通っており、小6で英検3級

合格！1ヶ月でTOEIC100点UP!という実績を出しております。

普通の英会話スクールと違って、プロの日本人講師しか在籍しておらず、しっかり

と英語を学習しつつ英語力をUPさせることが可能な英語塾です。是非気軽に教室

までお立ち寄りください。

2
株式会社吉田建築事務所一級建築

士事務所アトリエ

所在地：北区神谷2-49-3-404 http://yoshidaarchitects.wordp

ress.com/

特定内容：建築設計監理料　50％OFF

（建築設計監理依頼者）

牧野建築事務所出身。

世界的建築家、ル・コルビジェの直系事務所です。

3 ほぐしんON＆OFF
所在地：北区赤羽西1-29-4　シャンブル花101

HP：https://hogushin.com/

特典内容：ほぐしんコース（30分）5分延長無料/ほぐ

しんコース（60分）10分延長無料/ボディマルシェ

コース（60分）10分延長無料

（ご予約していただいた方（当日可））

ほぐしんON＆OFFは、休息とボディケアの専門店です。リラクゼーション、ほぐ

し、整体、トレーニングを通して、活き活きとした生活、健康をサポートできるお

店です。

ほぐしんコース30分　2860円

ほぐしんコース60分　5060円

ボディマルシェコース（組み合わせ自由）60分　6600円

その他コースもあります。お話を伺って、あなたに合う施術をモットーにしており

ます。なんでもお話ください！

4 ヨガ＆セラピースタジオ マリーチ
所在地：北区赤羽1-41-5　ATエミネンス803

https://www.yoga-marici.com/
特典内容：ヨガウォーター１本プレゼント

（初回体験・新規入会者）

人生を包括的にとらえた（＝セラピー）”人生を活き活きと過ごす”ために必要な

『身体と心の調整』を、とても大切にしているヨガ・ピラティス（各グループレッ

スン・プライベートレッスン）・ボディトリートメントプログラムをご用意してい

ます。また、マタニティさんやお子様連れでもご参加できるクラスも設けていま

す。ヨガ・ピラティスは、男性・女性・初心者の方・おいくつの方でも楽しみなが

ら取りいれられる心身のメンテナンスメソッドです。お気軽にご参加ください。

5 お菓子の種屋
所在地：北区赤羽1-29-10

特典内容：「コカ・コーラ社アクエリアス500㎖」or

「ジョージア香るブラック260㎖」1本を提供

（500円以上お菓子を購入された方（先着240本））

戦後70年、お菓子の専門店です。お菓子の袋詰は、お誕生会、遠足、運動会、お

祭り、バス旅行、親睦会、卒業式等々皆様に喜ばれています。

地域の皆様の笑顔溢れる場所として末永く営業していきたいです。

6 caféVertVert
所在地：北区赤羽西4-35-6

https://ameblo.jp/vertvert814/
特定内容：特製ハンドメイドクッキー（3枚入り）

（店内でのお食事の方）

栄養士カフェヴェールヴェールでは食物繊維とタンパク質たっぷりのお食事を提供

しております。小さいお店ですので事前連絡でお席をお取りしてお待ちしておりま

す。

https://kixenglish.jp/
http://yoshidaarchitects.wordpress.com/
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https://www.yoga-marici.com/
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7 カルチャースペースμ
所在地：北区東十条3-36-16

https://culture-space.jp/

特典内容：汗ばむ季節のウオーキングのお供に！『冷

感タオル』と、フラメンコ教室FERIAオリジナルキャ

ラクターの『缶バッジ又はマグネット』をセットでプ

レゼント

（特典カードをご提示の上、当店のアンケートにご記

入いただいた方）

※事前にご予約のうえご来店ください

ご利用者様の人生がHappyになるために尽力しているレンタルスペース＆フラメ

ンコ教室です。JR東十条駅北口より徒歩1分。

レンタルスペースは、各種ダンスの練習やお教室の会場としてご利用いただく他、

会議や学習系のワークショップ等にもご利用いただけます。

フラメンコ教室FERIAは、どんな年代でも楽しめるフラメンコレッスンの他、スペ

イン語や歌の講座も開いています。仲間との親睦を深めるための楽しいイベントも

たくさん開催していますので、是非一度体験しにいらしてください！

8
Top’s KEY’s CAFE 王子サンスクエ

ア店

所在地：北区王子1-4-1 サンスクエア広場内 https://sunsquare.jp/keyscafe

/

特典内容：ドリンク1杯無料（氷温熟成珈琲・紅茶・各

種ジュースより選択）

（税込900円以上お食事をご注文のお客様）

あの【トップスチョコレートケーキ】をはじめ、カレー・パスタ等バラエティー豊

かなメニューをご用意。

そしてトップスのケーキはもちろんテイクアウトOK。看板メニューの氷温熟成珈

琲は、ネルドリップで抽出しております。安価でありながら"本格的"なドリップ

コーヒーをトップスのケーキと共にご賞味ください。

9 サンスクエアボウル
所在地：北区王子1-4-1 サンスクエアビル3階 https://sunsquare.jp/category

/bowling/

特典内容：貸靴350円が無料

（ボウリングをご利用のお客様（1日1回まで））

1フロア40レーン完備！！5ポンド(約2キロ)の軽いボールやガタ―の心配がない

『ガタ―ガード』他、滑り台のような投球補助台も完備しており、ご家族で安心し

てボウリングをお楽しみいただけます。

また、4名のボウリングプロによる《ボウリングスクール》も充実！！

お子様向けのボウリングスクールもあります。

10 141 OUJI TABLE
所在地：北区王子1-4-1 サンスクエアビル3階 https://sunsquare.jp/141oujita

ble/

特典内容：お好きなドリンク1杯無料

（お食事をご注文のお客様）

最新の厨房機器を備え、手作り料理でもてなす"木と緑のレストラン"です。

天高が高く、窓から王寺駅前を見下ろせる眺めが良い店内。

特に新幹線が見える席はお子さまに大人気！！

和洋中多彩なメニューの他、ドリンク類も60種類以上豊富に取り揃えておりま

す。16名様までご利用出来る《完全個室》も完備。各種お集りに最適です。

11
本と文具　BE BOOKS　豊島5丁目

団地店

所在地：北区豊島5-4-1-111 特典内容：わくわくポイント2倍

（本or文具をお買い上げの方）

豊島5丁目団地にございます、本と文具店の店BE BOOKSです。

ご来店を心よりお待ちしております。

12 アドリア洋菓子店
所在地：北区東十条4-7-17

https://www.adriatic.co.jp/

特典内容：①喫茶利用でドリンクとケーキをご注文さ

れた際に50円引き ②ケーキを1000円以上お買い上げ

で、おすすめの焼き菓子をプレゼント

（①喫茶をご利用のお客様②ケーキ1000円以上お買い

上げのお客様）

1967年の創業以来、昔ながらの味を守りつつ、常に新しいお菓子を作るというこ

とにも挑戦しています。

なによりも素材の特性を活かしたお菓子作りを心がけ、季節ごとに旬な素材たっぷ

り使用したお菓子をご用意しています。

https://culture-space.jp/
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13
コミックバスター 王子サンスクエ

ア店

所在地：北区王子1-4-1 サンスクエアビルM3階
https://www.xn--

pckhtyr3f0e1k.jp/kameiten/ouj

i/

特典内容：初回入会金無料、時間パック200円引き

（時間パックご利用のお客様）

全ブースを禁煙（喫煙ルームあり）とすることで、皆様が快適に過ごせる空間を提

供すると共に、1万8千冊の漫画、アニメ、映画・動画の見放題、複数のオンライ

ンゲーム等がお楽しみいただけます。

また「女性専用ブース」は大好評！！リピート率も高いです。女性のお客様は是非

ご利用ください。

14 サンスクエアスタジアム
所在地：北区王子1-4-1 サンスクエアビル2階

https://sunsquare.jp/stadium/
特典内容：プレイメダル1枚無料進呈

（施設内でプレイされるお客様（1日1回まで））

IT、AIを融合させた「走らないで野球対戦が出来る」本格的バーチャルスポーツ

マシン「レジェンドベースボール」を導入しています。

迫りくる壁の穴を如何にくぐり抜けるかを競う新感覚のポーチングアクションマシ

ン「ダイナマイトポーズ」など運動に特化したアトラクションもご用意していま

す。もちろん、ジュニアバッティングスクールなども多くの時間帯でご用意してい

ます。

15 (有)王子輪業
所在地：北区王子本町3-6-1

https://m.facebook.com/profil

e.php?id=100054382923931&r

efsrc=deprecated&locale2=ja_

JP&_rdr

特典内容：①修理100円引き（物販除く） ②新車購入

1,000円引き ※特典の利用は現金払いに限ります。

（①500円以上の修理をご依頼いただいたお客様 ②新

車購入のお客様）

北区王子本町3丁目で創業70年。

ブリヂストンの自転車を中心に販売しています。

自転車の修理も承っています。他店購入の自転車も遠慮なくどうぞ！

16 しかのいえ
所在地：北区上十条2-9-6

https://shikanoie.com/
特典内容：オリジナルポストカード1枚プレゼント

（ご来店いただいたお客様）

しかのいえは自宅の一部を開放し、「本の茶屋」と称して本やお茶を販売したりひ

と休みして頂きながらコミュニケーションを楽しむ場づくりをしています。他にも

ストレッチサロンや出版相談、リコーダー教室など各種教室やイベント開催をして

います。

17 いづみや
所在地：北区田端3-8-8

https://okeiko55.thebase.in/

特典内容：おだんご1本サービス　※おだんごがなくな

り次第終了

（1,000円以上お買い上げのお客様）

いづみやは、三代続く和菓子屋です。

先代の味を大切にした助六寿司、お赤飯、おだんごや草餅、いちご大福も人気で

す。

18 花　キャンモア
所在地：北区堀船3-38-4

http://www.yuenchidori.com/

member/%E8%8A%B1%E3%82

%AD%E3%83%A3%E3%83%B3

%E3%83%A2%E3%82%A2/inde

x.html

特典内容：切り花1輪プレゼント

（お買い物いただいたお客様）

切り花・鉢植えの販売。

地域一番店を目指し、お客様にも花にも誠実に接するように心がけています。

「キャンモアから始める花のある生活」を提案しています。お花に関わる事、全て

ご相談ください。
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19 纏最中本舗　梶野園
所在地：北区西ケ原4-65-5

http://kajinoen.main.jp/

特典内容：和菓子１個プレゼント(その時により和菓子

の内容は異なります)

（お店でお買い物をしてくれた方に）

大正3年創業の地元から愛される和菓子屋、梶野園。

代表作【纏最中】を始め、伝統ある練り切りなどの【上生菓子】の取り扱いや【ｵｰ

ﾄﾐｰﾙｸｯｷｰｻﾝﾄﾞ】という和洋菓子など様々な和菓子を製造販売しております。

特に砂糖の配合からこだわり抜いたつぶしあんは代々受け継がれた梶野園だけの味

となっております。

20 ナチュラゼ田端鍼灸整骨院
所在地：北区田端3-8-14幸風マンション１F

https://naturaxe.com

特典内容：自費診療30分以上で1,000円ＯＦＦ！

（あるきたアプリの表示をしてくださった方、施術を

受けられた方　(お一人様１回のご利用に限ります)）

＜駒込駅から徒歩７分＞

＜田端駅から徒歩12分＞

 田端銀座商店街にあります、開院より地域の皆様の健康に携わって約30年になる

接骨院です！おケガの治療からお身体ケア、スポーツ後のケアなど、幅広く対応し

ております。

ウォーキング後の足のケアや足裏の痛みなどに特化した施術も行っております。皆

様の『足』の健康を応援しています!!

21 中国料理　華興
所在地：北区滝野川6-9-11

http://www.oec-kakou.com/
特典内容：杏仁豆腐（ミニ）

（1,000円以上お食事していただいたお客様）

昭和23年創業の老舗の中国料理店です。

華興餃子は自家製のモッチリ皮に包まれたジューシーな豚肉の餡。

豚肉やニラのほかにタマネギと一部豚のカシラの肉を使用しているためさっぱりし

た味付けで、ヘルシーなのにジューシー。コラーゲンたっぷりの肉汁と手打ちで

しっかりとした食べごたえのある皮が小龍包にも似た味わいとなっています。

22 とわ整体院
所在地：北区滝野川2丁目12-12 特典愛用：30分　1000円

（初めての来店の方）

肩こり改善　腰痛改善　姿勢改善

疲労回復の為の全身癒し整体

http://kajinoen.main.jp/
https://naturaxe.com/
http://www.oec-kakou.com/

