
【えだバル券の利用方法】
えだガンバルメニューは、各店舗によって異なりますので内容を御確認ください。

■チケット御利用できる曜日・時間・期間は各店舗により異なりますので、対応日時をご確認のうえ、御利用ください。
■チケットはお釣りが出ません。また、1枚1200円分ですのでそれ以上の御利用の場合は不足分をご会計願います。
■チケットの御利用の方法は、1シートをお友達と共有し3人で1枚ずつの使用も可 能です。
■江田駅周辺商店会の押印されたものが有効なチケットです。※裏面が白紙のチケットは利用できません。
■開催期間中も参加店ほか協力店にてにてチケットの購入が可能です。
■各店舗、コロナ対策を行っておりますのでご協力ください。定員数で満席になる場合は、時間をずらして御利用下さい。
■お店により、ご予約の必要な場合がございます。
■ご利用分だけでなく他にも是非、追加注文してください！その場合は、別途追加会計となります。
■チケットの買取り、払い戻しはできません。売り切れの際はご容赦下さい。

新規加盟店の紹介

チケット 1 枚で 1,200 円分の金券
としてご利用ください。
お好きなメニューをご賞味ください。

maaru （マアル）

営業時間／月～木 11:30 ～ 14:00,18:00 ～ 23:00
　　　　　金・土 11:30 ～ 14:00,18:00 ～ 24:00
定休日／日曜、第 1・3月曜
荏田北 3-3-1　イングレッソエダ 1E　☎045-482-9884
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会期中有効

地場野菜を使った創作料理をお楽しみください
チケット 1 枚で 1,200 円分の金券
としてご利用ください。
いろいろなメニューをお楽しみく
ださい。

らーめん じれっ亭 あざみ野店

営業時間／ 11:00 ～ 22:00
定休日／火曜
あざみ野 2-4-2　☎045-913-2626
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ランチ・ディナー有効

豚骨醤油ラーメン店　多彩なメニューでご満悦

エダガンバルお得な1,200円（税込）
メニューをご用意いたしました！！
瓶ビール
青葉 Azamino オリジナル 棒棒鶏
（バンバンジー）

中国料理　青葉 Azamino

営業時間／ 12:00 ～ 14:30　17:30 ～ 21:00
定休日／月曜
あざみ野南 2-1-21　B2F-A　☎045-500-9206
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ランチ・ディナー　有効

ガンバッタ！そんな日は青葉でお食事を☆

チケット 1 枚で 1,200 円分の金券
としてご利用ください。
お好きなメニューをご賞味ください。

獅子丸  江田店

営業時間／ランチ 11:30 ～ 15:00（L.O. 14:30）
　　　　　ディナー 16:00 ～ 23:00（L.O. 22:00）
定休日／無休
荏田北 1-3-1　☎045-914-8688
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14 日～ 17 日まで有効

癖になる九州料理をお楽しみ下さい♪

チケット 1 枚を 1,200 円分の金券
としてご利用いただいた方にポイ
ント 2倍をおつけ致します。

12/15 は定休日

美容室　NAP

営業時間／ 9:00 ～ 17:00
定休日／火曜
あざみ野南 2-6-15　☎045-910-6591
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会期中有効

チケット利用でNAPのポイント 2倍をお得にGET ！！
フェイシャルエステ 月に一回幸せな時間
マスクでお肌荒れしていませんか？
通常 2,970 円→1,200 円（チケット１枚）
ご来店の皆様にもれなくハンドク
リームミニプレゼント！
※要予約制（女性専用）

CP サロンイマージュ

営業時間／ 10:00 ～ 16:00（最終受付 0）
定休日／日曜・月曜・祝日
あざみ野南 2-4-7 セントラルビル徳江 304　☎045-913-0410
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会期中　火～金のみ有効

美しさを力に

チケット1枚が（1,200円分の金券）
です。店頭にありますチラシの商
品からお選びください。何枚御利
用でもOK。（お釣りは出ません。）
注）商品は 22 日から 29 日の期間
で引取になります。

株式会社ダイワフーズ

休み／土曜・日曜・祝日
荏田西 1-7-7　☎045-979-3929
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14 日～ 17 日まで有効

お肉の工場直売時始めました！

マスク社会は目元が命！
チケット１枚で 1,500 円メニュー
①または②いづれか※平日限定※要予約
①メンズ額+眉シェービング
②レディース眉シェーブ（デザイン、整え）
（女性スタッフが、個室にて担当）

髪工房・美肌工房Nature

営業時間／平日 10:00 ～ 19:00　土・日 9:00 ～ 18:30
定休日／月曜・火曜
あざみ野南 2-4-2　シャルドービル 1F
☎045-912-6687
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平日限定有効

格好いい男を作る癒し空間

大人のための粉ミルク
ミルク生活（20ｇ×10本）＋おまけ

江田駅前 薬局

営業時間／月～金　9:00 ～ 18:00　土　9:00 ～ 15:00
定休日／日曜・祝日
荏田町 2361-3　☎045-914-6482
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会期中有効

皆様の健康をサポートする薬局！！

全身マッサージ 20分
通常 2,200 円 ( 税込 )→1,000 円
※平日のみ完全予約制
※担当者の指名はお受けできません

えだ鍼灸整骨院

営業時間／平日 9:00 ～ 12:30　15:00 ～ 19:00
　　　　　土・日 9:00 ～ 17:00
定休日／第２日曜・祝日
あざみ野南 2-4-2 第二シャルドービル　☎045-913-8776
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月～金の平日のみ有効

コロナ疲れ、テレワーク疲れ　お身体癒しませんか？

Café Spring　カフェ スプリング
お食事、ケーキ、お酒等幅広くご用意しています。

営業時間　11：00～22：00　11：00～23：00（金・土）　
定休日　年中無休
青葉区荏田北3-2-3　　TEL.045-915-6345
https://www.instagram.com/cafe.spring/

ways ウェイズ
やさしい木目調の「オーガニック系」ヘアサロン

営業時間　9:30～19:00
定休日　火曜日、第1.3水曜日
青葉区荏田北3-3-12　　TEL.045-532-5930
https://waysweb.jp/

高山まなみバレエアカデミー
大人もこどもも楽しく学べるバレエアカデミーです

営業時間　10：00～21：00
定休日　不定期
青葉区荏田北3-1-2　向山ビル2F　　TEL.045-530-9077
https://www.manami-b.com/

きたじまミルク
　牛乳を元気お届けするそれが私たちの願いです

定休日　不定休
青葉区元石川町5421-30　　TEL.045-873-1895

チケット 1 枚で 1,200 円分の金券
としてご利用ください。
種類豊富なカレーと美味しいナン
をどうぞ。

アジアンダイニング　トルシー

営業時間／ 11:00 ～ 15:00　17:00 ～ 23:00
定休日／無休
荏田西 2-15-1　PLAZA 池尻 2　☎045-912-0381
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ランチ・ディナー有効

スパイシー、ヘルシーなカレーをどうぞ！

hair salon FAMILY
子供から大人、男女問わずご利用いただける雰囲気作りを行っています。

営業時間　9:00～19:00
定休日　火曜日、第2.3月曜日（祝日は営業）
青葉区荏田北3-3-1　　TEL.045-911-7100

「えだガンバル！ 2020 with クリスマス」

お得なチケットで楽しめるひとときをお過ごしください！！
今回は、1枚のチケットが1,200円分またはそれ以上のサービスを受けられるお得なプレミアムチ
ケットになっています。
1番～12番の参加店が、頑張ってメニューをご用意しました。是非、お出かけ下さい。
※事情により、営業時間が変更になる店舗もございますのでご了承下さい。

就労継続支援B型事業所　田園工芸
「一般就労することに、不安を抱えている方」に就労継続支援Ｂ型の支援を行っている事業所です

営業時間　9:00～17:00
休み　土曜日・日曜日・祝日
青葉区あざみ野南2-4-2　シャルドービル202
TEL.045-913-7035　https://www.denenkougei2020.com/

新井動物病院
ペットのご相談お気軽にどうぞ

営業時間　9:00～12:00　16:00～19:00　予約診療制
休み　木曜日　・日曜祝日午後
青葉区あざみ野南2-4-3　　TEL.045-914-8250
http://www.arai-ah.com

TRATTORIA SCIANTO　トラットリア・シャント
おいしい南欧料理とワインを気軽にお楽しみ下さい♪

営業時間　11:30～15:00(L.O.14:00) 17:00～22:00(L.O.21:30）
休み　木曜日
青葉区荏田北3-8-7　TEL.045-915-8666 
http://trattoria-scianto.com/

チケット1枚で1個購入できます。
限定10個販売。ランプの形は、花・
ボール・透明ボールの３種類。そ
れぞれ無くなり次第終了します。
色は赤・青と黄・緑の組み合わせ
が交互に点灯。長さ 5ｍ。

防犯カメラショールーム　アスメック（株）

営業時間 /月～金　10:00 ～ 18:00
定休日 / 土曜・日曜・祝日
荏田北 3-1-2　向山ビル 3F　☎045-910-0798
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会期中有効

クリスマスイルミネーションでわが家を明るく！
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