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浦和レッズとの連携による地域経済活性化事業 

「さいたま市誕生 20 周年記念 サッカーのまち 浦和駒場応援キャンペーン」 

を実施します 

 

 スポーツチームと連携することにより地域経済の活性化を図る事業として、浦和レ

ッズとの連携による「さいたま市誕生 20 周年記念 サッカーのまち 浦和駒場応援キ

ャンペーン」を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 目的 

浦和駅・北浦和駅・浦和駒場スタジアム周辺の対象店舗において、「赤いもの」を身

につけて商品購入や飲食等をした方を対象に、割引等の特典サービスを実施すること

により、地域経済の活性化を図ります。 

 

２ 協力 

 浦和レッズ 

 

３ 事業内容 

（１）実施期間 

令和 3 年 8 月 13 日（金）から同年 9 月 20 日（月・祝）まで 

 

（２）特典サービス対象者 

 ①赤いものを身に着けて対象店舗で商品購入や飲食等をした方に、特典サービスを

提供 

 ②対象試合の観戦チケットまたは REX CLUB 会員証を提示した方に、ノベルティ

を提供（数に限りがあります。） 
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（３）対象試合 

No 開催日 対戦 リーグ 

1 8/14(土) 浦和レッズ VS サガン鳥栖 Ｊ1 

2 8/25(水) 浦和レッズ VS サンフレッチェ広島 Ｊ1 

3 9/20(月祝) 浦和レッズレディース VSノジマステラ神奈川相模原 ＷＥ 

  

（４）対象店舗 

  浦和駅及び北浦和駅周辺に所在する次の商店街を中心としたエリアにおける飲

食業、小売業等の３８店舗（別紙１参照） 

 

 ※埼玉県が実施する「新型コロナウイルス感染症対策に関する彩の国『新しい生

活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示している店舗を対象としています。 

※対象店舗の目印として店舗入口等にステッカーを表示しています。（別紙２参照） 

  ※飲食業の店舗における特典サービスについては、テイクアウトのみを対象とし

ます。 

 

  



別紙１ 

対象店舗 

 

 
※特典サービスについては、決定次第、市ホームページでお知らせします。 

  

※各店舗の特典サービスについては、決まり次第、市ホームページでお知らせします。

No エリア ジャンル 店舗名 所在地

1 浦和駅東口 飲食販売 ローストチキンコオロギ　浦和店 浦和区東仲町8-3

2 浦和駅東口 美容サロン Beauty Lounge BELINDA 浦和店 浦和区東仲町8-3 プレミア浦和2F

3 浦和駅東口 寝具販売 西川チェーン加納屋 緑区原山2-2-11

4 浦和駅東口 飲食販売 高砂や 浦和区東仲町９−３

5 浦和駅東口 飲食販売 TRASK IMPORT （トラスク インポート） 浦和区東仲町19-3

6 浦和駅東口 衣服販売 ファッションハウス　ノザキ 浦和区本太1－37－14

7 浦和駅東口 飲食販売 松月堂 浦和区本太2-8-16

8 浦和駅東口 飲食販売 内田屋煎餅 浦和区本太2-1-4

9 浦和駅東口 衣服販売 アクセサリー＆アンティーク0C0 浦和区本太2-1-4

10 浦和駅東口 鍼灸院 鍼灸マッサージ整体院ここち　浦和東口店 浦和区東高砂町2-3　プリムローズビル5階

11 浦和駅東口 飲食店（テイクアウト） 沖縄の台所　ぱいかじ　浦和パルコ店 浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ5F

12 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） やきとり　志げる　浦和店 浦和区仲町１-8-2

13 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） 彩懐石うらわ高砂 浦和区高砂1丁目14-2

14 浦和駅西口 メガネ専門店 和真　浦和本館 浦和区高砂1-13-2

15 浦和駅西口 メガネ専門店 和真　浦和県庁通り店 浦和区高砂2-1-1

16 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） がってん寿司　浦和西口店 浦和区高砂2-6-13

17 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） SOMETHING 本店 浦和区仲町2-1-5

18 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） SOMETHING DUE 浦和区仲町1-9-13 カンコウビル2F

19 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） café砂時計 浦和区仲町2丁目9-5

20 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） ラ ココリコ浦和店 浦和区仲町1-2-3

21 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） わさび居酒屋　あな蔵 浦和区仲町２-３-５

22 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） THE OYSTERBAR YUMMY 浦和店 浦和区高砂２－14－13 2F

23 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） めっちゃバナナ　浦和店 浦和区仲町1-1-8

24 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） 肉バルGirasole 浦和区仲町２-15-8

25 浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） カジュアルタイ料理レストラン　D-jai 浦和区仲町1-10-11

26 北浦和駅東口 化粧品販売 パーミンダイゴコスメティックコート 浦和区北浦和1-1-7

27 北浦和駅東口 飲食店（テイクアウト） カフェディープラス 浦和区北浦和1-1-7 

28 北浦和駅東口 飲食販売 ローストチキンコオロギ　北浦和店 浦和区北浦和1-1-7 パーミンダイゴウビル

29 北浦和駅東口 美容室 髪結処　染や 浦和区北浦和1-1-7 パーミンダイゴウ２階

30 北浦和駅東口 飲食店（テイクアウト） やきとり　志げる　北浦和本店 浦和区北浦和３丁目１-7

31 北浦和駅東口 飲食店（テイクアウト） うなぎ　ときわ 浦和区北浦和３-9-3

32 北浦和駅東口 飲食店（テイクアウト） スペインバル　エルマニータ　北浦和 浦和区北浦和1-2-15

33 北浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） SOMETHING　QUATTRO 浦和区北浦和4-3-11 ココビル2F

34 北浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） 越コーヒー店 浦和区常盤9-32-28

35 北浦和駅西口 飲食店（テイクアウト） DESMO 浦和区常盤9-20-16

36 北浦和駅西口 鍼灸院 鍼灸マッサージ整体院ここち　北浦和店 北浦和4－3－8　２F

37 浦和駒場スタジアム周辺 薬店 川上薬店 緑区原山1-6-1

38 浦和駒場スタジアム周辺 飲食販売 洋菓子処　石屋 緑区原山3-11-21



別紙２ 

店舗ステッカー 

 

 


