亀有エリア
亀１

花屋まこと

■サービス内容
①フラワーブーケご購入にあたり
20％OFF！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
亀有のお花屋さんと言えば「花屋まこ
と」！花屋といえば「まこと」！
葛飾でお花を買いたくなったら、花屋まこ
と本店亀有公園前へ！
亀２

お好み焼きもんじゃ

住

亀有5-37-11-102グレイ
スパーク

営 10：00～19：00

☎ 03-5856-1416

休 日曜日

住

営

嵯峨野

■サービス内容
①当店でお食事の際、ドリンク１杯
（３８０円までのも）をサービス！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
亀有で38年やっている、お好み焼き＆もん
じゃ「嵯峨野」です。下町の味を大切に営
業しています。下町のグルメもんじゃ、昔
ながらの味やオリジナル味のもんじゃが全
41種類。テイクアウトもございます！

亀有3-33-1

吉田ビル2F

☎ 03-3601-2049

11:00～15:00
17:00～22:00
(Lo 21:00)

休 火・第三水曜日

亀３

楽陽堂鍼灸院

■サービス内容
ランナー特別割引
①通常13,500円⇒9,500円で施術を受けら
れます！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
亀有駅徒歩五分の鍼灸院です。なんとなく
感じる重だるさの解消や一歩上の記録を狙
いたい方にオススメです
亀４

美容室

9：00～13：00

住 亀有3-11-1-603

営 15：00～19：00

☎ 070-8350-0543

休 木・日曜日

住 亀有5-25-2-1F

営 9：00～22：00

☎ 03-5849-5231

休 不定休

住 亀有3-21-1

営 11：00～22：00

☎ 03-3662-9393

休 不定休

la briller

■サービス内容
①ランナーカット
通常4,400円⇒3,850円（要予約）
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
完全個室のプライベートサロンです。プラ
イベート空間でゆっくりおくつろぎ下さ
い。
亀５

パスタバル

マルナカ商店

■サービス内容
①神泡ハートランド生ビール
通常価格550円⇒300円に割引します！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
ランチからでも気軽にコスパ良く飲める店
です。クリーミーできめ細やかなハートラ
ンド生ビールをお楽しみください！

亀６

コールドプレス・クレンズジュース

ベジジ

■サービス内容
①コールドプレスジュース
通常550円⇒450円に割引！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
専用の機械で絞ったジュースです。新鮮な
野菜と果物の素材だけで作りました。健康
志向の高いランナーの皆さんに是非飲んで
頂きたいジュースです！
亀７

鮨処

住

亀有3-19-6
鮨処無量庵内

営 12：00～23：00

☎ 070-8390-7712

休 水・日・祝日

住 亀有3-19-6

営 17：30～23：00

☎ 03-6662-9123

休 水曜日

住 亀有3-27-4

営 8：00～17：00

☎ 03-5680-1180

休 不定休

無量庵

■サービス内容
①サービスにぎり
通常1,350円⇒1,200円に割引！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
豊洲で仕入れた新鮮なネタで握ったお寿司
をサービス価格でご提供します！大将が新
鮮なネタで作る刺身と握りおすすめホイル
焼きは人気メニューです。
亀８

吉田パン

■サービス内容
★ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
※メニューは通常料金となります。
■店舗コメント
コッペパン屋の吉田パンです。吉田パンの
元祖は、岩手県盛岡のソウルフード福田パ
ンです。皆様に喜んでいただける美味しい
コッペパンを一生懸命作ってまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。ラン
ナーの皆様へコッペパンでナイスラン！

亀９

するが

亀有店

■サービス内容
①亀万寿（かりんとう風味のおまんじゅ
う）１個サービス！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
沖縄産の黒糖を使用した和風まんじゅうを
油でカリッと揚げ香ばしさ溢れる味わいで
す。ぜひお越しください！
亀１０

葛飾 伊勢屋

住 亀有3-25-1

営 9：00～21：00

☎ 03-3628-3829

休 不定休

住 亀有3-32-1

営 8:30～19：45

☎ 03-3602-4221

休 不定休・火曜日

住 亀有5-16-16

営 11:00～18：30

☎ 03-5856-3888

休 月曜日

亀有本店

■サービス内容
①おだんご３種類（焼きだんご、磯辺だん
ご、あんだんご）
通常1本120円⇒100円に割引！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
地元亀有で56年。昔ながらの甘辛しょうゆ
たれの名物「焼きだんご」のお店です。伊
勢屋のおだんご・和菓子はどれも大粒で、
長年の職人の技と親しみやすい甘さで、一
つ一つ丁寧に作っています。ぜひおひとつ
どうぞ！
亀１１

Blue THE Berry

■サービス内容
①ブルーベリーミルク
通常570円⇒500円割引！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
国産ブルーベリーを贅沢に使用したスイー
ツを中心に、ブルーベリーを楽しめる商品
をご用意しております。 ブルーベリーミ
ルクは自家製ブルーベリーソースとカルシ
ウムたっぷり美味しい牛乳が大絶賛のドリ
ンクです。

亀１２

ワクレ堂

■サービス内容
①シーズナルクレープ
自慢の自家製ソースor５色トッピングを無
料サービス！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
亀有駅近のクレープ屋さん”ワクレ堂”で
す。自慢の生地に手作りホイップ手作り
ソースでお試しください。季節に合わせた
期間限定スペシャルクレープをトッピング
付きでご用意いたします。是非お楽しみ
に!!
亀１３

ジェラテリア

住

亀有3-20-2
都ビル亀有1F

営 12：30～20:45

☎ 03-6662-5122

休 月曜日

住 亀有3-19-5

営 11：00～ 19：00

☎ 050-3442-5425

休 なし

住 亀有3-32-6

営 11:30～23：00

☎ 03-6662-5799

休 木曜日

クラフティス

■サービス内容
①ランナー限定ジェラート＆ドリンクセッ
ト⇒ジェラートとドリンクをセット注文で
総額から200円割引！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
たくさんの商店が立ち並ぶ亀有エリアは散
策がおすすめ。寄り道が少し楽しくなるお
店をやってます。 手作りジェラートでお
いしい糖分補給を。こだわりのカフェドリ
ンクで、ほっと一息。お楽しみください！
亀１４

餃子酒場

小木屋

■サービス内容
①小木屋焼餃子＆メガ角ハイボール
通常1,170円⇒1,000円に割引！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
■店舗コメント
亀有アリオに買い物の帰りに中町商店会へ
小木屋の餃子を食べに来てください。自家
製の餃子、一口噛めば、バリっとした皮の
中からジューシーな肉汁があふれ出て口の
中いっぱいに広がります。

亀１５

大谷田温泉

明神の湯

■サービス内容
①明神の湯ロゴ入りタオルプレゼント！
②ＲＵＮフェスタクーポン券取扱店舗
※入館券にのみご利用可能（食事処、その他施設、自販機
ではご利用頂けません。）
※額面以下のご利用時に差額の返金は致しかねます。

■店舗コメント
明神の湯はランステ利用も大歓迎！！走っ
た後は天然温泉とサウナでリフレッシュ！
お食事メニューも豊富です。走った後は、
気軽に手ぶらで「ひとっ風呂」。明神の湯
のシンボル「やぐら」のロゴ入りタオルプ
レゼント。

足立区大谷田1-18-

住 1

営 10:00～23:00

☎ 03-5613-2683

休 毎月第三火曜日

