
特典

住所 相模原市緑区橋本8-1-10 TEL 042-771-7471

特典

住所 相模原市緑区町屋2-14-1 TEL 042-782-2795

特典

住所 相模原市緑区橋本8-9-6 TEL 042-779-6662

特典

住所 相模原市緑区向原3-20-30 TEL 042-782-4220

特典

住所 相模原市緑区名倉1003 TEL 042-687-2755

特典

住所 相模原市緑区川尻1548-3 TEL 042-782-2015

特典

住所 相模原市緑区橋本2-9-11 TEL 042-775-7580

特典

住所 相模原市緑区城山4-2-10 TEL 042-782-7700

特典

住所 相模原市緑区橋本2-4-7　KTSビル1階 TEL 042-703-0734

特典

住所 相模原市緑区相原2-31-2 TEL 042-773-4356

特典

住所 相模原市緑区橋本6-12-15-101 TEL 042-703-1534

手打そば処　喜庵 お会計5,000円以上で210円引き

バーガーズカフェグリルフクヨシ
BURGERS CAFE GRILL FUKUYOSHI

フード注文時、人数分ドリンクサービス（アルコール含む）

橋本店

シチューと冒険を売る店

Bistoro Masa 極 kiwami Bistro Masa 極　kiwami フルコース
1名様料金5,000円（税別）→4,000円（税別）

橋本駅徒歩2分

れすとらん　碇屋 お弁当、オードブルの宅配、予約注文に限り特典がございます
※各種弁当お届けします

和食処　しまざき ランチタイム　 ： 50円引き
ディナータイム： 飲食代の5％割引

永田屋橋本隣り

　　小はる庵
法事：3,000円～4,000円→110円引き、5,000円～6,000円→210円引き
　　　　7,000円→310円引き
食事：ドリンクバー、ポテトフライ各50円引き

橋　本　・　城　山　エ　リ　ア

　会　食　・　法　事

協同病院さん近く

ハックルベリー
コーヒー又は、紅茶をサービスいたします（1グループ2名様まで）
営業時間：平日16：00～23：00　土日祝11：00～23：00
定休日：水曜日

相模原橋本店

かつれつ厨房　Biton 法事等のご予約のお客様10名以上5％割引
通常のお客様ソフトドリンクサービス（1組4名様まで）

洋　食

GOHAN 飲食代10％割引

県道506号線　町屋交差点近く

味の民芸 ソフトドリンクサービス（1組4名様まで）
もしくは、アルコール・ソフトドリンク飲み放題　1,600円→300円引き

割烹　鳥信 2回目の来店でサービスします。(その時に合わせた小鉢等)

提携協力各店にて、あんしん倶楽部カードご提示のみで、

日常的に が受けられます！
※ご利用時にカードを必ずご提示ください。ご提示が無い場合サービスが受けられません

※内容は予告なしに変更される場合があります。

ご不明点は、当社または直接加盟店へお問い合わせください。

※最新の情報はQRコードよりご確認ください。

2022年春号 535社 600店舗掲載中！

うどん

そば

和食

処
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特典

住所 相模原市緑区与瀬本町13 TEL 042-684-2536

特典

住所 相模原市緑区青山3126 TEL 042-784-0961

特典

住所 相模原市緑区青山2324-4 TEL 042-784-5623

特典

住所 相模原市緑区中野637-4 TEL 042-784-5122

特典

住所 相模原市緑区日連1473 TEL 042-684-9228

特典

住所 相模原市緑区与瀬202 TEL 042-684-2571

特典

住所 相模原市緑区川尻1119 TEL 090-4592-2400

特典

住所 相模原市緑区川尻1119-12 TEL 090-4592-2400

特典

住所 相模原市緑区橋本6-39-2 TEL 042-703-7578

特典

住所 相模原市緑区橋本6-26-4 TEL 042-775-6568

特典

住所
相模原市緑区橋本6-37-13
アレグリーア101

TEL 042-703-0950

特典

住所 相模原市緑区小原753 TEL 042-657-3888

特典

住所 相模原市緑区橋本8-2-1 TEL 042-703-7718

特典

住所 相模原市緑区西橋本4-1-1 TEL 042-703-0668

特典

住所 相模原市緑区小渕2177-9 TEL 042-687-4169

特典

住所 相模原市緑区原宿南2-33-4 TEL 042-851-2385

特典

住所 相模原市緑区日連657 TEL 042-687-3388

レストラン
グリーンスポット

お食事の方にソフトドリンクサービス(1杯分)

むらさ伎 お食事またはテイクアウトのお客様に
100円引きクーポンを差し上げます

リトル・トリー ディナータイムに限りコーヒーまたは紅茶をサービス
※1グループ2名様まで

創業大正3年　桂川亭
宴会（料理＆飲み物）予約の方、10名様以上の利用時
カラオケセット料金（2時間）5,000円（税別）→2,500円（税別）
※20名様以上は無料

いかりやレストラン
デミタス

お会計から10％割引 ※他割引券との併用不可

小原本陣前

本格インドカレー
エイムズ

ランチタイム(11時～16時) 50円引
ディナータイム（16時以降）お会計から10％割引
テイクアウト　50円引

橋本店

フライデーソックス サービス内容を改定しておりますので決定次第、記載いたします

橋本本社近く

小原本陣　「夢屋」 夢屋オリジナル「スープカレー」を10％割引
他の物販、食品に関して5％割引

小倉橋側　本館

料理　鮎や 鮎フルコース（季節料理予約コース）
1名様料金5,500円（税別）→5,000円（税別）

小倉橋側　桂川亭別館

慶福楼 1名様あたり2,000円以上のご利用で飲食代10％割引
※クレジットカード利用不可　※他サービス併用不可

ピッツェリア　　トーノ　

Pizzeria　Torno ピッツァ1枚注文につき、ドリンク1杯サービス

　　　　　　　　ドリームファーム

ピッツェリア　童人夢農場
お食事の方カード提示で4名様までソフトドリンクサービス

スパゲティ屋　青山 カード提示で5％引き

相模湖駅前

和　食　・　中　華　・　エ　ス　ニ　ッ　ク

日本料理　義えい 昼・夜　コース料理から5％割引

永田屋隣り

中国料理　融和 飲食代10％割引

福龍 コーヒー又はウーロン茶1杯サービス

山咲 ソフトドリンク1杯サービス

けいせんてい
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特典

住所 相模原市緑区若葉台4-1-3 TEL 042-782-4649

特典

住所 相模原市緑区与瀬377 TEL 042-684-3311

特典

住所 相模原市緑区長竹379-1 TEL 042-780-8589

特典

住所 相模原市緑区久保沢1-10-8 TEL 042-782-8831

特典

住所 相模原市緑区橋本3-28-1ミウィ橋本1階 TEL 042-700-7558

特典

住所 相模原市緑区太井121 TEL 042-780-8014

特典

住所 相模原市緑区橋本8-2-1 TEL 042-700-7515

特典

住所 相模原市緑区川尻1611-16 TEL 042-782-7633

特典

住所 相模原市緑区久保沢3-3-39 TEL 042-815-3141

特典

住所 八王子市鑓水530-1 TEL 046-677-5511

特典

住所 相模原市緑区三ケ木198-4 TEL 042-780-8682

特典

住所 相模原市緑区鳥屋1738-14 TEL 042-785-1887

特典

住所 相模原市緑区若柳1591 TEL 042-684-2989

特典

住所
相模原市緑区下九沢2125-5
ペットフォレスト下九沢店内1階

TEL 042-703-1780

特典

住所 相模原市緑区牧野4707-8 TEL 042-689-3670

特典

住所 相模原市緑区与瀬本町11 TEL 042-684-2006

特典

住所 相模原市緑区下九沢1736-3 TEL 042-764-4090

特典

住所 相模原市緑区大島11 TEL 042-703-9243

Cafe&Bar ピエロ お食事の方、カードご提示でコーヒー1杯サービス

清水亭

カフェ・ド・ヴィヴィエ ランチ時間を除くフード注文時、
コーヒー又は紅茶をサービスいたします。(1グループ2名様まで)

野楽 ラーメン各種50円引き

尾張屋 1,000円以上お食事の方、10％割引

城山店

相模湖を一望できます
食料は土地の物をつかっております
来店のお客様には、5％割引いたします

1 Life Cafe 飲食代5％割引

cafe COCCO+ ランチ以外お食事注文頂いた方にコーヒーサービス

株式会社　オレンジツリー 食事された方はドリンクサービス致します

カフェ＆レストラン　ギャラリー

川尻交差点近く

御殿山ジャーマンローストカフェ

パペルブルグ コーヒー豆ご購入で豆10％増量

御殿峠南交差点近く

カフェ＆レストラン

まあさの家

法事(要予約)最大20名様まで。
津久井やまゆり園日中活動支援センター「ファンファン」で手作りしてい
る点字のコースターをプレゼント

café & pasta
季逢庵

カ　フ　ェ

エバーグリーンカフェ 飲食代10％割引

お食事をご注文の方限定でドリンク50円引き

津久井せんべい本舗 併設

コメダ珈琲 14種類の対象ドリンクメニューをお値段そのままで、
通常の1.5倍サイズにてご提供

ドリンク：50円引き
珈琲豆購入でポイント2倍

橋本店　永田屋隣り

カフェモカ壹番館 水出しストレート珈琲50％割引
テイクアウトコーヒー豆20％割引

自家焙煎

石井珈琲店

ワイルド・ブレス 乗馬＆カフェ
ドリンクサービスいたします。

BAKERY CAFE 15M 
～チビクロ～

お食事されたお客様、ドリンク1杯サービス

鶏料理　壽屋 会員証をご提示の方へ
ソフトクリームサービス

3 / 47 ページ



特典

住所 相模原市緑区橋本5-14-5 TEL 042-770-8929

特典

住所 相模原市緑区橋本2-3-3中屋ビル2階 TEL 042-772-1998

特典

住所 相模原市緑区橋本3-15-17 HKビル202 TEL 042-703-4529

特典

住所 相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本5階 TEL 042-700-6249

特典

住所 相模原市緑区橋本3-30-4 TEL 042-774-8880

特典

住所 相模原市緑区橋本2-3-2京王クラウン街 TEL 042-775-2301

特典

住所 相模原市緑区橋本3-14-13HK第4ビル1階 TEL 042-775-7750

特典

住所 相模原市緑区橋本3-14-13HK第4ビル6階 TEL 042-770-7073

特典

住所 相模原市緑区橋本6-19-5-3階 TEL 042-810-8538

特典

住所 相模原市緑区橋本6-19-5-2階 TEL 042-812-7619

特典

住所 相模原市緑区橋本6-38-1階 TEL 042-773-3291

特典

住所 相模原市緑区橋本3-19-15 TEL 042-813-9707

特典

住所
相模原市緑区橋本3-17-4
橋本第一ビル6階

TEL 042-771-0047

全員に、専用ドリンクメニューから1品サービス
(1人1品ずつ)

焼　肉

焼肉屋さかい 飲食代10％割引※他券併用不可

ほーむばる ITADAKI 対象ドリンク1杯サービス

橋本駅北口より徒歩5分

カフェ　こたつ

Cafe  Cotatsu
ご注文時、会員カードのご提示でクラフトビール1杯サービス
定休日：月曜

橋本駅北口より徒歩5分

日本酒とワインBAR ご注文時、会員カードのご提示で日本酒1杯（60ｃｃ）サービス
定休日：火曜

橋本店

鹿児島県霧島市
塚田農場

①ご飲食代10％割引　※他割引券との併用不可
②飲み放題付ご宴会（コース）￥4,500以上のコースご利用の際、
　無料でプレミアム飲み放題にグレードアップ
※ご予約の際、「永田屋あんしん倶楽部」の会員とお伝えください

橋本店

エイチケイ　ラウンジ

HK LOUNGE
ランチタイム・ディナータイム共に　お会計より5％割引
また、30名以上のご宴会時も5％割引（要予約）　併用不可

橋本駅北口より徒歩5分

海鮮炉端炭火焼

初雁
飲食代5％割引
※カード、宴会、ランチ不可

いくどん ホルモン(シロ)1皿サービス　※他割引券と併用不可

橋本南口店

居　酒　屋

はなの舞 飲食代10％割引（ランチタイム除く）
※その他クーポン併用不可

橋本店

焼肉七夕橋本

イオン橋本店

日本海庄や 地酒半額（ご注文時にあんしん倶楽部カードをご提示ください。）

橋本店

鮮魚・貝類
大庄水産

2名様ご来店刺身三点盛
4名様まで   刺身五点盛
5名様以上  刺身八点盛  プレゼント

和酒ダイニング

月夜のこころ。
対象ドリンク1杯サービス

イタリアンホームバル

バール
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特典

住所 相模原市緑区橋本6-26-8 TEL 042-774-4180

特典

住所 相模原市緑区東橋本2-13-1 TEL 042-771-4027

特典

住所 相模原市緑区橋本2-8-15 TEL 042-810-5557

特典

住所 相模原市緑区橋本6-23-7-101 TEL 042-738-2173

特典

住所 相模原市緑区橋本6-27-3 TEL 042-779-6119

特典

住所 相模原市緑区中野452-7 TEL 090-9394-6922

特典

住所 相模原市緑区青山931-1 TEL 042-780-1698

特典

住所 相模原市緑区橋本2-22-1 TEL 042-772-4664

特典

住所
相模原市緑区二本松4-25-11
 二本松ライフマート1階

TEL 042-771-0047

特典

住所 相模原市緑区橋本8-2-1 TEL 042-703-8411

特典

住所 相模原市緑区橋本6-39-8 TEL 042-773-3606

特典

住所 相模原市緑区元橋本町3-28 TEL 042-772-2041

特典

【本店】
　相模原市緑区太井121

042-784-4556

【ミウィ橋本店】
　相模原市緑区橋本3-28-1ミウィ橋本1階

042-700-7538

特典

住所 相模原市中央区矢部1-8-2メゾンラック103 TEL 042-711-7940

特典

住所 相模原市緑区若柳1634 TEL 042-685-2641

洋風酒Bar　奥の掌 対象ドリンク1杯サービス

津久井せんべい本舗
総額1万円以上ご購入で5％割引(ご法要等のご利用にお勧めです。）

店舗名

住所
TEL

右記2店舗

橋本赤レンガ

宅　配　弁　当

炭焼酒場 焔 HOMURA お会計時10％割引

初回1食無料(定期お届けご依頼の場合)
※高齢者向け配食サービス(緑区エリア)

相模原本店

志美津屋製菓 お会計より5％割引

温　泉　・　健　康　ラ　ン　ド

さがみ湖温泉うるり

入館料（フェイスタオル・バスタオル付き）
大人　　平日1,100円 　⇒　1,050円　　土休日　1,330円　 ⇒　1,280円
小人　　平日  700円   ⇒　650円　　土休日　　850円    ⇒  800円
※カード1枚につき5名様まで対象となります
※大人：中学生以上　小人：3歳～小学生

プレジャーフォレスト内

まごころ弁当

宅配グルメ弁当
いのうえ屋

1回5,000円以上ご購入で、
おもてなし弁当「みやび」1,400円のサービス券プレゼント※初回のみ
もしくはお弁当1個につきお茶を1本プレゼント
※特注弁当・パーティーフーズは除きます。

有限会社レストランいのうえ

チキンフード大和田 暮らしのサポート券　マツボースタンプシール2倍プレゼント

ロコ スタイル

LOCO STYLE 食後のコーヒー1杯ご提供

ダイニングバー

パ　ン　・　ケ　ー　キ

パン小屋　カシェット お買い上げ1,500円以上で10％割引

鳥久 飲食代5％割引
カード・PayPayなどキャッシュレス払いは不可

来客者全員に、専用メニューの中からドリンク1品プレゼント！

手づくりパン「リール」 あんしん倶楽部カードご提示の方へお土産プレゼント

橋本商店街

(有) 高尾屋本店 お会計より5％割引

お　弁　当　・　宅　配

相模のころ柿

唐揚げ専門 はっぴ商店 お会計から15％割引
※他割引券との併用不可

相模原店

和　菓　子
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特典

住所 相模原市緑区川尻1119 TEL 090-4592-2400

特典

住所 相模原市緑区与瀬259-1 TEL 042-682-6121

特典

住所 相模原市緑区若柳1634 TEL 0570-037-353

特典

住所 相模原市緑区橋本3-12-8 TEL 042-770-1221

特典

住所 相模原市緑区橋本6-9-6 TEL 042-774-2890

特典

住所 相模原市緑区太井232-2 TEL 042-780-5358    

特典

住所 相模原市緑区橋本8-3-19 TEL 042-779-4371

特典

【橋本店】
　　相模原市緑区橋本3-31-8

042-770-0788

【津久井城山店】
　　相模原市緑区原宿1-2-23

042-783-6288

【多摩ニュータウン堀之内店】
　　東京都八王子市堀之内3-1-38

042-677-5588

特典

住所 相模原市緑区中野993-1 TEL 042-784-0168

特典

住所 相模原市緑区橋本3-20-17-1階 TEL 042-703-4649

足道楽 橋本店 10,000円以上お買い上げで1,000円引き

中敷・ウォーキングシューズ専門店

ＡＯＫＩ
お買い物総額より全品5％割引（他の割引券との併用可）

店舗名

住所
TEL

右記3店舗

カラオケ花-hana-

①平日18：00以降　室料50％割引
（土曜日、祝日の前日、特別料金期間は20％割引）
②フライドポテトサービス
③会員証無料作成

橋本店

フ　ァ　ッ　シ　ョ　ン

メガネストアー メガネ・補聴器10％割引
※特価品は対象外　※他割引券との併用不可

カラオケ館
（元シダックス）

一般料金より30％割引(フリータイム時は25％割引)

相模原橋本駅前店

ファッション　モリヤギ 3,000円以上お買い上げの方に粗品進呈

津久井店

メガネのパリーミキ 5％割引（サングラス・レンズ・フレームが対象）

橋本店

遊　園　地

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

①フリーパス割引（入園＋乗り物乗り放題）
　大人4,300円⇒4,200円　小人・シニア3,500円⇒3,400円
②入園料
　大人1,800円⇒1,700円　小人・シニア1,100円⇒1,000円
　※カード1枚につき5名様まで対象になります
　※大人：中学生以上　小人：3歳～小学生
　　 シニア：60歳以上（要証明）

カ　ラ　オ　ケ

創業大正3年　桂川亭 一般宿泊料金（ビジネス、合宿は除く）でご利用の場合
夕食時に日本酒（1合）又はソフトドリンク1杯×人数分サービス

小倉橋側　本館

コ　ン　サ　ー　ト　・　娯　楽

神奈川県立
相模湖交流センター

相模湖交流センター主催事業のチケット代10％割引
窓口販売（振込も可能）・電話予約　当日支払可能

ホ　テ　ル　・　旅　館
けいせんてい
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特典

住所 相模原市緑区橋本3-15-18 HS・プラザ102号 TEL 042-772-0540

特典

住所 相模原市緑区二本松3-8-33 TEL 042-719-1792

特典

住所 相模原市緑区元橋本町9-18-1 TEL 042-703-1433

特典

住所 相模原市緑区若柳1523-30 TEL 042-684-9173

特典

住所 相模原市緑区相原5-18-7-201 TEL 042-703-7146

特典

住所
相模原市緑区橋本3-19-17
プリムローズハウス301号

TEL 042-703-3727

特典

住所 相模原市緑区橋本6-4-15　Flos橋本303 TEL 0120-00-1236

特典

住所 相模原市緑区橋本5-14-8　IADビル1階 TEL 042-703-0022

特典

住所 相模原市緑区橋本3-4-15 M-6・101号 TEL 042-703-7521

特典

住所 相模原市緑区橋本１-４-１ TEL 042-771-7333

特典

住所 相模原市緑区橋本3-3-1SING橋本5階 TEL 042-775-6600

特典

住所 相模原市緑区橋本1-9-8 TEL 090-2736-2209

T&A税理士法人

①初回面談無料　※お電話にてご予約下さい。
②面談当日に財産診断書の作成サービス
③二次相続シミュレーションも面談当日に作成
相談のみでも大歓迎です！

橋本事務所

山本司法書士事務所
①初回無料相談(相続手続き、遺言、不動産名義変更)
②相模原、町田にお住まいの方へは無料出張相談可能
(交通費は除きます)

SING橋本5階・6階

相続専門税理士法人

フ　ィ　ッ　ト　ネ　ス　

相模原ドルフィンクラブ
入会金無料
登録料50％割引（3,240円→1,620円）
※月会費につきましては別途お問い合わせください

「アリオ橋本」横

スポーツクラブ

ルネサンス橋本

【新規入会者限定】
入会金3,300円→0円・事務手数料5,500円→0円
初月月会費12,870円→0円※レギュラー会員の場合
※特典には8ヶ月間のご継続が必要です。
※特典の併用はできかねます。

岩岡克徳税理士事務所
贈与・相続等のご相談　初回30分まで無料
※お電話にてご予約下さい
有料業務をご依頼の場合、当所規定料金より5％割引

小池税理士法人 遺言・相続等のご相談　初回無料
有料業務をご依頼の場合、当社規定料金より20％割引

スタンドアップ
行政書士事務所

遺言・相続手続きのご相談　初回無料（90分）
※お電話にてご予約下さい　出張相談可
有料業務をご依頼の場合、当事務所規定料金より10％割引

行政書士

さがみはらフォーエス
事務所

初回たっぷり90分迄の相談無料
（遺言・相続・成年後見　等）
※お電話にてご予約下さい

法　律　・　法　務　相　談　（行政書士・司法書士）

アール行政書士事務所
初回無料相談（遺言・相続・エンディングノート等）
出張相談可能
※要予約

あいはら
遺言・相続相談室

行政書士佐藤勝己事務所

初回相談(通常1時間5,000円)無料
※お勤め帰りでも安心、夜9時まで相談可
※出張相談も承ります。予約・お問い合わせはお電話にて

相　続　相　談　（税理士）

相模原・町田
相続サポートセンター

遺言・相続等の相談無料(回数に関係なく何度でも)
有料業務依頼の場合、当事務所規定料金より5％割引

秋本道場junglejunction キッズ～一般、入会金+月会費2ヶ月分無料
道衣orキックボクシング防具or道場Tシャツプレゼント
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特典

住所 相模原市緑区下九沢1521-6 TEL 042-713-3136

特典

住所 相模原市緑区川尻4307 TEL 042-782-1365

特典

住所 相模原市緑区二本松1-10-24 TEL 042-773-1974

特典

住所 相模原市緑区長竹1536-8 TEL 042-784-8000

特典

住所
相模原市緑区橋本2-3-2
京王クラウン街橋本2階

TEL 042-700-0141

特典

住所 相模原市緑区橋本3-13パークスクエア1階 TEL 042-772-1312

特典

住所
相模原市緑区橋本3-17-5
橋本わかばビル４階

TEL 0120-136-302

特典

住所 相模原市緑区橋本6-2-2 B’ｓモール２階 TEL 042-772-6544

特典

住所 相模原市緑区橋本3-18-5AKビル1階 TEL 042-703-6353

特典

住所 相模原市緑区橋本3-18-11石野ビル1階 TEL 042-770-5889

特典

住所
相模原市緑区大山町1-22イトーヨーカ堂
アリオ橋本店1階化粧品売場内

TEL 042-779-8779

特典

住所
相模原市緑区二本松3-1-50
エルクルーセ1階

TEL 042-770-6300

特典

住所 相模原市緑区橋本6-7-9ベルカント102 TEL 042-773-0141

特典

住所 相模原市緑区中野557 TEL 042-784-0167

特典

住所 相模原市緑区西橋本4-14-15 TEL 042-771-0508

オキツ時計店 時計・宝飾10％割引

時計・メガネ・宝飾

橋本店

CPSalon SURF 初回フェイシャルエステ＋メイク(60分)無料体験
駐車場・送迎有

コマツヤ ご来店の方に各種サンプリングプレゼント

化粧品店

OF-HEARTS 炭酸ヘッドスパ無料

美容室　Blue Earth 衣類・食器・体の汚れをやさしく落とし、排水後は
地球環境もキレイにする光触媒配合石鹸プレゼント！

・ハンドマッサージ無料で受けられます
・今の肌、未来の肌がわかる肌検査が無料
（ご自身の肌に合わせたお手入れをご提案いたします）
・エステ・ベーシックケア3860円→3780円(初回限定）
※お電話にてご予約下さい。

橋本駅北口より徒歩3分

エムズネイル 初回技術料金10％割引

NAO-ART ウィッグ10%割引
※セール品など一部除外商品もございます

アリオ橋本店

橋本店

コスメティック　おおぬき

最新のエステ機器を使用したスペシャルエステコース
１回￥4,000（税別）のところ、
①初回お試し￥1,000（お1人様1回限り）
②2回目以降￥500引き　　※お電話にてご予約下さい。

美　容　・　ネ　イ　ル

美肌専科　るるる・・

お肌の状態によって3つのコースから選択できます！
①毛穴スッキリ＆リフトアップフェイシャル(6,200円→3,240円）（60分）
②根本的な細胞から改善！ハリ・弾力・潤いUPフェイシャル
　※肝斑にも効果あります！　　　　　　（19,440円→4,320円）（60分）
③若返りのパックといわれている炭酸ガスパックフェイシャル
　※初回限定　　　日曜定休　　　　　　（16,200円→3,240円）（60分）

リ　ラ　ク

ＲｅＲａＫｕ橋本店
（新規のお客様限定）ボディーケア40分+アイヘッドケア10分6,160円の
ところ3,900円にサービス。お着替え無料

時計・メガネ・宝飾の

ウエハラ
ジュエリーリフォーム、修理5％割引
ウォッチ電池交換1,100円→800円(一部対象外あり)

ポーラP．B橋本駅前店

ア　ク　セ　サ　リ　ー

天使のゆめ お買い上げ金額5％割引

彫金蔵　玄鳥 15,000円(税込)以上お買い上げで、500円引き
50,000円(税込)以上お買い上げで、1,000円引き

リラクゼーション　

株式会社　シーボン 初回限定のトライアルプラン(￥1,500)にヘッドケアを
プラスサービス。※お電話にてご予約下さい。
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特典

住所
相模原市緑区西橋本5-3-21
緑区合同庁舎内　2階高齢者交流室

TEL 042-703-8045

特典

住所 相模原市緑区橋本6-37-13 TEL 042-779-4032

特典

住所 相模原市緑区橋本2-10-24 TEL 042-705-9622

特典

住所
相模原市緑区西橋本1-14-25
ザ・ビッグ西橋本店1階

TEL 0120-217-216

特典

住所 相模原市緑区下九沢1303-1 TEL 042-713-1570

特典

住所 八王子市長沼町871-1 TEL 042-683-3360

特典

住所 相模原市緑区原宿3-3-3 TEL 042-785-3608

特典

住所
相模原市緑区西橋本5-1-2
ハタノ第2ビル205

TEL 042-794-6641

特典

住所 相模原市緑区原宿3-9-19 TEL 0120-217-216

特典

住所
相模原市緑区橋本6-24-1
プラウド橋本1階

TEL 042-771-9731

特典

住所 相模原市緑区原宿1-7-13 TEL 042-785-3535

ほねごり接骨院

はしもと接骨院 ①初診時にかかる検査料 5,000円→4,000円
（初回検査とは、問診・検査・姿勢写真・主訴の治療・治療計画説明）

健　康　

ほねごり接骨院・
はりきゅう院

①初回検査料（2,500円）と自費施術(3,850円)を合わせて2,980円(税込)

城山原宿院

ようめいじ 

              楊名時  　 あかねかい

日本健康太極拳協会　茜会

初診料半額（1,000円引き）
次回利用できる500円引き券をプレゼント

ほねごり接骨院・
はりきゅう院

①初回検査料（2,500円）と自費施術(3,850円)を合わせて2,980円(税込)
②自費施術2回目も2,980円（税込）

八王子長沼院

PUL
カイロプラクティック館

【腰痛・肩こり改善コース】
　　初回姿勢チェック+カイロプラクティック＆筋肉ほぐし（70分）
　　8,800円→2,980円
【心が元気になるコース】
　　初回ヒアリング+マインドフルネスなコーチングについて（90分）
　　11,000円→3,000円

コリトリバスターズ

整体リラクゼーション
20分コース→100円引き
40分コース→200円引き
60分コース→300円引き

西橋本店

下九沢骨盤整骨院

八王子長沼院

①初回検査料（2,500円）と自費施術(3,850円)を合わせて2,980円(税込)
②自費施術2回目も2,980円（税込）

わかば在宅訪問マッサージ 初回おためし30分→無料

カイロプラクティックオフィス

整体院ノイエ　クラフト
酸素カプセル50分　2,500円→2,000円

保険診療による訪問施術

肩こり腰痛センター　
からだケアさがみ

カードご提示で、初検料2,000円(税込)＋施術料4,500円(税込)
→初検料・施術料合わせて3,000円(税込)

合気道高城道場
わんぱく道場

見学・体験無料
入会金半額10,000円→5,000円

9 / 47 ページ



特典

住所 相模原市緑区西橋本2-10-1-105 TEL 042-738-4235

特典

住所 相模原市緑区橋本6-12-2SGビル305 TEL 042-771-7045

特典

住所 相模原市緑区西橋本3-9-8 TEL 042-774-6618

特典

住所
相模原市緑区橋本6-20-1
リビオ橋本タワーブロードビーンズ2階

TEL 042-703-5455

特典

住所 相模原市緑区原宿5-23-4 TEL 042-783-3571

特典

住所 相模原市緑区橋本5-39-1 TEL 042-810-0646

特典

住所 相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本2階 TEL 042-774-7591

特典

住所 相模原市緑区橋本2-2-18コンフォート2 2階 TEL 042-771-0025

特典

住所 相模原市緑区与瀬本町5 TEL 042-685-1266

特典

住所 相模原市緑区原宿南3-11-4 TEL 042-783-3854

特典

住所 相模原市緑区東橋本1-14-17 TEL 042-703-3530

特典

住所 相模原市緑区太井610-7 TEL 042-784-0251

特典

住所 八王子市東町10-3 TEL 042-645-8701

特典

住所
相模原市緑区東橋本1-12-12
イーストバード102

TEL 042-779-8783

技術料金10％割引

美容室　Surely 初回に限り500円引き

花のみせ　森のこびと カードご提示で商品10％割引

美　容　院

キャンディプレゼント

お会計より10％割引

こめこめハウス お米5kgお買上げ毎に100円引き

ヘアーサロン　スページファイブ

Hair Salon Spage.5

橋本6丁目整骨院・鍼灸院 初回自費マッサージ60分2,980円(通常6,000円)

お　花

有限会社　ヒラノ花店

リラクゼーションサロン
俺の一押し

整体・足つぼ、ヘッドマッサージ、もみほぐし
60分以上のコースで500円引き

SKY second

初回技術料金20％割引
※一部ポイントメニュー、カットブローコース、小学生以下の方は対象
外となります。
※その他サービスとの併用不可

雑　貨

スウィートフラワー

技術料金10％割引
送迎無料、訪問カットあり　 http://www.spage5.com

1対1の女性専用サロン

矢口釣具店 釣り具3,000円以上お買い上げのお客様に300円引き

城山店

足のお悩み専門店！
足育整体【mix Support】
ファイテン橋本城山店

Hair Salon SKY

初回技術料金20％割引
※一部ポイントメニュー、カットブローコース、小学生以下の方は対象
外となります。
※その他サービスとの併用不可

すみれ美容室

カーブス　西橋本 体験時特別なプチプレゼントをお渡しします

初診料無料
初回　1,000円引き
2回目以降　500円引き
ジュニアアスリート応援・成長痛予防4,000円

お　米
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特典

住所 相模原市緑区西橋本5-3-5 TEL 042-700-7373

特典

住所
相模原市緑区西橋本5-1-1
ラ・フロール橋本1階

TEL 042-700-2801

特典

住所 相模原市緑区橋本3-4-5河津ビル2階 TEL 0120-918-246

特典

住所 相模原市緑区橋本3-30-1 TEL 042-772-2668

特典

住所 相模原市緑区西橋本3-1-14 TEL 042-775-3939

特典

住所 相模原市緑区西橋本5-3-11 TEL 042-772-0021

特典

住所 相模原市緑区橋本6-2-2-1002 TEL 090-7704-0795

特典

住所 相模原市緑区東橋本1-13-18 TEL 042-773-4699

特典

住所 相模原市緑区相原5-12-1 TEL 0120-012-573

特典

住所 相模原市緑区中野538 TEL 042-784-0081

特典

住所 相模原市緑区橋本8-1-1 TEL 042-772-2554

特典

住所 相模原市緑区向原4-5-1 TEL 042-783-0808

石橋ホーム資材株式会社
ロッキー

リフォーム工事全般(水回り、内装、屋根、塗装、シロアリ、エクステリア)
介護保険改修対応(相模原市、町田市)
ご成約いただいたお客様に工事金額に応じたプレゼントを進呈します
お問合せの際に「あんしん倶楽部会員」とお伝え下さい

自　転　車

NAKAJIMA　CYCLE ロードバイク・クロスバイク・電動自転車ご購入で
点検料金無料（通常1回5,000円）※乗車使用期間中に限る。

橋本駅北口徒歩3分　りそな銀行隣

住　ま　い　・　不　動　産　・　リ　フ　ォ　ー　ム

メモリアルハウス城山

仏壇、位牌10％割引　念珠、線香、ろうそく、その他仏具5％割引

橋本店

トータルリペア　ヤマダ ハウスクリーニング（レンジフード、水回り、エアコンなど）10％割引

（有）イノウエランバリング 住宅・リフォーム全般
中古住宅・マンションの無料点検

株式会社　ハタノ工務店 不動産・新築工事・リフォーム工事・塗装工事他
ご成約いただいたお客様に工事金額に応じたカタログギフト進呈

相陽建設株式会社 木造住宅の耐震診断 通常50,000円を無料にて提供

髙城畳店 お見積り時、会員カード提示で10％割引
※他サービス券との併用不可

ラ・フロール橋本店

電　気　・　携　帯　電　話

株式会社　コジマ

ソフトバンク

コジマ×ビックカメラ　橋本店

買　取　専　門　店

おたからや橋本駅北口店 査定額10％UP(切手は5％UP)
※金券は対象外

コジマ価格から5％割引（携帯電話、処分品、日替り品、特別品は除く）
※コジマ通常はポイント無し

小さな仏壇専門ショップ 仏壇、位牌10％割引　念珠、線香、ろうそく、その他仏具5％割引

仏　壇　・　仏　具　

仏壇の永田屋

畳

端末購入でノジマポイント付与
(マイショップ登録必須)
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特典

住所 相模原市中央区田名4127-5 TEL 042-761-0828

特典

住所 相模原市中央区田名4099-7 TEL 042-814-2228

特典

住所 相模原市中央区相生1-1 TEL 042-776-8588

特典

住所 相模原市中央区清新5-10-16 TEL 042-775-5750

特典

住所
相模原市中央区相模原4-11-11
ア・ドマニー4階

TEL 042-756-8011

特典

住所 相模原市中央区矢部2-30-11 TEL 042-755-3123

特典

住所 相模原市中央区並木1-8-20 TEL 042-759-2295

特典

【本店】村富地域振興会加盟店
　　相模原市中央区星が丘3-14-8

042-755-0441

【はせがわ店】
　　相模原市中央区相模原5-1-20

042-707-7720

特典

住所 相模原市中央区高根1-6-1 TEL 042-786-5035

特典

住所 相模原市中央区田名1699-1 TEL 042-713-3531

特典

住所
相模原市中央区相模原2-4-1
M＆MⅡビル1階

TEL 042-711-7732

特典

住所 相模原市中央区陽光台5-5-8 TEL 042-815-0507

田名工業団地入口近く

海鮮茶屋
せんざん本店

お料理代10％割引（割引上限5,000円まで）
※飲物割引対象外　※テイクアウト不可　※他割引券との併用不可

相模原店

中　央　・　富　士　見　エ　リ　ア

会　食　・　法　事

おそば　長寿庵 お食事合計金額より100円引き
※食後、コーヒー・紅茶等無料（セルフサービス）

田名工業団地入口近く

江戸前寿司　まさき 2名様につき軽い1品料理サービス（もずく等）
※ランチタイム除く

JR相模原駅より徒歩2分

Bar　507 ファーストドリンク（ハイボール・生ビール・ソフトドリンク）を
1組3名様までサービス

村富地域振興会加盟店

かに料理
相模原甲羅本店

法事のご予約のお客様10名以上にて、陰膳「偲び（3,080円）」を
お供えさせて頂きます。
通常のお食事はご注文時5％割引※上限は3,000円までです。
※リニューアルオープンのため、特典内容につきましてはご利用時に
お問い合わせください。

居　酒　屋

相模横丁 お会計より10％割引
※5,000円以上のご飲食で適用

永田屋富士見斎場向かい

味の民芸 ソフトドリンクサービス（1組4名様まで）
もしくは、アルコール・ソフトドリンク飲み放題　1,600円→300円引き

旬幸　とりい 法事でコースのご予約のお客様、陰膳をお供えさせて頂きます。

法事のお食事注文時、グラスドリンク人数分サービス(要予約）
通常のお料理の際は4名様までサービス
（ビール、ワイン、ウーロン茶、オレンジジュース)

相模原店

日本料理　志むら別館
飲食代10％割引

お食事処　なみき

法事やお食事会に…
松花堂弁当　通常3,500円（税別）→3,000円（税別）
※3日前までに要予約・4名様以上　※ご予約の際は「あんしん倶楽部
会員」とお伝えください（来店時カード要提示）

相模原並木店

江戸前寿司　ちかなり

コース料理ご注文のお客様に限り
飲み放題1,500円→1,000円

店舗名

住所
TEL

右記2店舗

木曽路
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特典

住所
相模原市中央区陽光台2-3-2
ソレアード陽光台1階

TEL 042-730-3181

特典

住所 相模原市中央区陽光台4-36-16 TEL 042-756-1772

特典

住所 相模原市中央区陽光台4-36-16 TEL 042-757-6255

特典

住所 相模原市中央区陽光台2-15-10 TEL 042-707-1938

特典

住所 相模原市中央区陽光台2-15-9 TEL 042-769-5334

特典

住所 相模原市中央区淵野辺4-15-4 TEL 042-753-7126

特典

住所 相模原市中央区矢部3-21-13 TEL 042-866-7283

特典

住所 相模原市中央区富士見3-7 TEL 042-756-1321

特典

住所
相模原市中央区相模原4-11-11
 ア・ドマニー2階

TEL 042-756-2400

特典

住所 相模原市中央区清新3-3-6 TEL 042-704-8433

特典

住所 相模原市中央区南橋本2-5-15 TEL 080-5377-4457

特典

住所
相模原市中央区千代田2-2-15
メイブル1990ビル3階

TEL 042-768-7695

特典

住所 相模原市中央区中央4-5-6　1階 TEL 042-810-0880

特典

【相模原清新店】
　　相模原市中央区清新2-5-5

042-751-8821

【星が丘店】
　　相模原市中央区星が丘2-1-8

042-758-9351

特典

住所 相模原市中央区富士見3-7-6 TEL 042-730-5101

特典

住所 相模原市中央区共和4-7-10 TEL 042-704-2788

Grace ドリンク券プレゼント

いくどん 指定ドリンク＋ホルモン(シロ)1皿サービス

古民家ダイニング
SUZUKI no DAIDOKORO

平日ランチタイム料金10％割引(500円まで)
ディナータイムドリンクサービス(人数分)

やわらかとんかつ
かつ泉

お料理代10％割引（割引上限5.000円迄）
※飲物割引対象外　※テイクアウト不可　※他割引券との併用不可

相模原店

しゃぶしゃぶ　温野菜 お食事注文時、人数分、乾杯ドリンクサービス

淵野辺店

肉割烹　英 お会計より1,000円引き
※他割引券との併用不可　※お会計5,000円以上

グッディプレイス向かい

北海道生まれ
和食処　とんでん

ご飲食代2000円以上のご利用で飲食代8％割引
※他割引券との併用は不可　※割引金額上限は2,000円まで
※法要御膳3,300円からございます

店舗名

住所
TEL

右記2店舗

町の洋食屋
ア・ドマニー

飲食代10％割引

マカロニ市場 2021年12月閉店

相模原店

和　食

フ　ァ　ス　ト　フ　ー　ド

マクドナルド 1品以上ご注文で、ホット又はアイスコーヒー（Sサイズ）提供

16号相模原店

洋　食

村富地域振興会加盟店

海鮮居酒屋　山鹿喜 1グループ4名様までサワー又は生小をサービス

村富地域振興会加盟店

喰心房　つかさ 生ビール or ソフトドリンク1杯サービス　※他のサービス併用不可

矢部店

村富地域振興会加盟店

居酒屋　LIFE 3名様以上のご来店時でオススメ1品サービス

村富地域振興会加盟店

やきとり　鳥七 一品サービス

炭火焼　八剣伝
店内飲食で10％割引
大人気10本盛 テイクアウト通常\1,280→￥1,080
ホームパーティー等のオードブルも承っております。

村富地域振興会加盟店

やき鳥　羽前屋 3,000円以上のお買い上げで5％割引
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特典

住所 相模原市中央区矢部3-9-13-1F TEL 042-776-0762

特典

住所
相模原市中央区中央2-13-3
アートフランスビル10階

TEL 042-750-3771

特典

住所 相模原市中央区相模原4-1-21-1A TEL 042-755-0771

特典

住所 相模原市中央区相生2-16-6 TEL 042-756-2823

特典

住所 相模原市中央区田名4825-4 TEL 042-810-7348

特典

住所 相模原市中央区陽光台5-19-17 TEL 042-758-5866

特典

住所 相模原市中央区中央3-8-16 TEL 042-758-5550

特典

住所 相模原市中央区上溝345-1 TEL 042-854-9610

特典

住所 相模原市中央区中央4-5-1 TEL 042-750-2166

特典

【本店】
　　相模原市中央区中央1-3-1

042-733-0821

【田名店】
　　相模原市中央区田名4763-1

042-856-0821

特典

住所 相模原市中央区矢部3-5-7 TEL 042-752-3513

特典

住所 相模原市中央区矢部2-16-15 TEL 042-730-3163

特典

住所
相模原市中央区相模原4-1-21
寿司俵ビル2階

TEL 042-866-7881

特典

住所 相模原市中央区矢部3-9-16 TEL 042-756-8565

特典

住所 相模原市中央区陽光台4-3-5 TEL 042-754-8114

トッピングのりサービス※食券お渡し時

店舗名

住所
TEL

右記2店舗

らーめんおやじ

NAGAHAMAらーめん
相模原

トッピングのりサービス※食券お渡し時

うなぎ処　いわき お会計から5％割引

みそ家　豊潤 味玉サービス(同伴の方全員可)

とんかつ　桔梗亭 ランチタイム5％割引
ディナータイム10％割引

てっぱんもんじゃ焼き
ダイニング

コース4,400円→4,000円(税込)
テイクアウト　10食以上から配達可(1日前までに要予約)

マクドナルド16号相模原店さん向い

ホルモン焼　しろ 飲食3,000円以上で10％割引

村富地域振興会加盟店

お好み焼き本舗 お会計から10％割引※食べ飲み放題宴会コースは利用不可

相模原店

焼　肉

焼肉レストラン　八宝亭
お食事注文時おもてなしグラスドリンク人数分サービス
（生ビール、ウーロン茶、オレンヂジュース、ホット抹茶入り日本茶、
又は食後にアイスクリーム）

ス　ペ　イ　ン　料　理

ソレアド

SOLEADO

ご飲食代10％割引（ランチタイム除く）
※クレジットカード利用不可
※他サービスとの併用不可

お　好　み　焼　き　・　た　こ　焼　き

ラ　ー　メ　ン

ラーメン心心 ギョーザ1枚サービス　※ランチタイム除く（10：30～15：00）

田名消防署前

ラーメン創作麺処めん坊 次回使える「ギョーザ1皿orチャーシュー4枚」チケットプレゼント

カレーうどん屋
咲々（ささ）

温泉玉子または半ライスサービス（同伴の方全員使用可）
※他のサービスとの併用不可
定休日　火曜日

相模原店

自然薯料理

RESTAURANT&CAFE

SKY　・スカイ

お食事注文いただいた方全員にコーヒー又は紅茶一杯サービス
※他サービスとの併用不可
※現金払いのみ

相模原市役所すぐ側

まる壱 ソフトドリンク100円でご提供
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特典

住所 相模原市中央区矢部3-16-2 TEL 042-715-3794

特典

住所 相模原市中央区鹿沼台2-5-12 TEL 042-768-7602

特典

住所 相模原市中央区千代田3-18-4 TEL 080-7099-5717

特典

住所 相模原市中央区清新7-1-1 TEL 042-733-8585

特典

住所 相模原市中央区淵野辺1-13-12 TEL 050-5307-3132

特典

住所 相模原市中央区横山3-17-4 TEL 042-776-5676

特典

住所 相模原市中央区淵野辺4-1-20 TEL 042-759-1887

特典

住所 相模原市中央区矢部3-1-8メゾンフラワーⅡ TEL 042-768-7333

特典

住所 相模原市中央区清新7-2-7 TEL 042-755-3546

特典

住所 相模原市中央区千代田7-11-2 TEL 042-751-7123

特典

住所 相模原市中央区千代田2-11-10 TEL 042-707-7613

特典

住所
相模原市中央区千代田2-10-21
TAIRAビル1階

TEL 042-753-3657

特典

住所 相模原市中央区相生3-14-14 TEL 042-759-4087

特典

住所 相模原市中央区矢部1-14-8 TEL 042-769-7355

特典

住所 相模原市中央区中央4-12-1 TEL 042-730-3580

特典

住所 相模原市中央区上溝5-14-36 TEL 042-764-4177

特典

住所 相模原市中央区水郷田名1-19-6 TEL 042-855-7785

特典

住所 相模原市中央区青葉1-11-33 TEL 042-704-8267

特典

住所
相模原市中央区共和1-13-7
サンハイツさがみ野

TEL 042-757-1187

特典

住所 相模原市中央区千代田1-1-1 TEL 042-702-9654

鎌倉ベーカリー パン・惣菜の本体価格合計から10％割引
※他サービスとの併用不可

千代田販売店

アトリエノ cafe & bar コーヒー1杯無料

まめくら お買い上げ1,000円ごとに50円引き

Haumuhle パン・菓子1,000円以上お買い上げで100円引き

ジュースウィッチ ポイント2倍

ドリンク50円引き

Giraffe Company

パ　ン　・　ケ　ー　キ

シャトレーゼ
デコレーションケーキのご予約時ご入金の方に
ソフトスパークリング1本または、ピッツァ1枚をプレゼント
※イベントデコレーションケーキは除く

清新店

こむぎ お会計から5％割引

パティスリー　フレジェ 全品5％割引

セ・ラ・セゾン！ 2，000円以上のお買い物でプチクッキー1つプレゼント

相模原本店

TOWA BAKERY 税込1,000円以上お買い上げで10％割引

パティスリー　チャリンコ 1,000円以上お買い上げで5％割引

高倉町珈琲　相模原店 飲食代20％割引（6名様まで）
※テイクアウト除く

16号線鹿沼台交差点近く

眞田珈琲 ピザ、パスタ、ライス等お食事メニュー5％引き

月刊アベチアキ 1,000円以上お買い上げで10％割引

コッペパン専門店

花みずき 次回以降使えるデコレーションケーキ5％割引券プレゼント
※クリスマス等のイベントデコレーションは使用不可

古本屋カフェ
サニーデイリング

カ　フ　ェ　・　コ　ー　ヒ　ー

コーヒー　カンタータ お飲み物一杯半額（酒類除く）
お持ち帰りコーヒー豆30％割引（同伴の方にも割引いたします）

COULANE
コーヒー豆1,000円以上お買い上げで
お好きなドリップバッグコーヒー1袋プレゼント
※ただしお買得品は対象外です。

CAFE Lied メルマガ登録のお客様ワンドリンクサービス

西洋菓子　海援隊 全品5％割引

ベーカリー

15 / 47 ページ



特典

住所 相模原市中央区上溝6-1-3 TEL 042-762-0338

特典

住所 相模原市中央区矢部4-18-11 TEL 042-757-3248

特典

住所 相模原市中央区千代田6-3-28 TEL 042-750-0417

特典

住所 相模原市中央区弥栄1-2-18 TEL 042-750-8641

特典

住所 相模原市中央区清新1-7-9 TEL 042-707-4010

特典

住所 相模原市中央区並木1-7-26 1階 TEL 042-851-3386

特典

住所 相模原市中央区矢部 TEL 090-5797-6048

特典

住所 相模原市中央区鹿沼台1-9-15 TEL 042-753-5461

特典

住所 相模原市中央区淵野辺4-1-20 TEL 070-6965-1887

特典

住所 相模原市中央区上溝762 TEL 042-777-6778

特典

住所 相模原市中央区小山3429 TEL 042-752-1808

特典

住所 相模原市中央区相模原3-5-8　1階 TEL 042-754-8955

'Loom 1,000円以上お買い上げの方にお茶・コーヒープレゼント！

高座豚手造りハム

クレープアン 600円以上お買い上げで、指定のドリンクの中からドリンク1杯サービス

相模原店

健　康

社会福祉法人相模更生会
総合相模更生病院

がん検診（PET検診）一般料金から10％割引
Aコース：スタンダードがん検診
Bコース：スタンダード+血液検査
Cコース：スタンダード+成人病項目

JR相模原駅すぐ近く

はり灸マッサージ院

ウィズアース

with EARTH

初診料半額（1,000円引き）
次回利用できる500円引き券をプレゼント

教　室　・　習　い　事

ピアノ・ボーカルレッスン

Yumi★Music

有名カルチャースクール講師のもと、3歳～80代の方まで
楽しく音楽なさっています！
入会金（3,000円）無料
体験レッスン通常2,000円→1,000円
※グループレッスン、出張レッスンご相談ください

相模原駅南口5分

矢部駅徒歩5分

スポーツクラブ
ルネサンス淵野辺

［新規入会者限定］
入会金3,000円→0円
事務手数料5,000円→0円
初月月会費9,100円※正会員の場合
特典には8ヶ月間のご継続が必要です。

矢部駅徒歩5分

お　弁　当　・　宅　配

宅配とんかつ専門店
かさねや

税込2,000円以上のご注文で10%割引
宅配可能エリア：緑区相原から渕野辺までの地域
※詳しくはお気軽にお問い合わせください

お会計から5％割引
※他割引券との併用不可

相模原店

Lied 音楽教室 メルマガ登録のお客様、ワンレッスン無料

甘　味

淵野辺駅徒歩5分

食　料　品

お買い上げ1,000円以上で200円引きイモンチ

GARDEN KITCHEN 初回のみ1dayLessonプラン50％割引
5,060円→2,530円

お　菓　子

おかしのかわもと 購入時、「溝のスタンプ」2倍

上溝商店街
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特典

【小山院】
　　相模原市中央区小山3-30-8

042-719-1219

【星が丘院】
　　相模原市中央区星が丘3-6-25

042-707-7870

特典

住所 相模原市中央区鹿沼台1-13-11-205 TEL 042-753-6099

特典

住所 相模原市中央区上溝378-2佐藤ビル1階 TEL 042-707-2355

特典

住所
相模原市中央区相模原6-15-15
コンフォール相模原201

TEL 090-4941-5078

特典

住所
相模原市中央区陽光台2-3-2
ソレアード陽光台104

TEL 042-707-4788

特典

住所 相模原市中央区小町通1-2-7-3 TEL 042-707-4203

特典

【介護付有料老人ホーム
　　　　　　　　　　アルプスの杜　かみみぞ】
　　相模原市中央区上溝7-36-25

【グループホーム　アルプスの杜　陽光台】
　　相模原市中央区陽光台5-2-29

特典

住所 相模原市中央区富士見1-5-3 TEL 042-704-6771

特典

【介護付有料老人ホーム
　　　　　　　　アーバンリビング　相模原】
　　相模原市中央区田名4735-1

TEL 042-703-9336

【小規模多機能ホーム　とこしえ　田名】
　　相模原市中央区田名4745

TEL 042-703-9930

特典

住所 相模原市中央区青葉3-2-2 TEL 042-704-5520

特典

住所 相模原市中央区星が丘3-15-8 TEL 042-704-3788

プライベートサロン
vinaka

①腸もみ初回体験(90分)6,600円→5,000円
②全ての施術代都度払い何度でも10％割引

コート・ダジュール 室料10～20％割引（フリータイム室料5％割引）
※時期によって割引率が異なります。

相模原星が丘店

カ　ラ　オ　ケ

介　護　用　品

ユニバーサルケア 介護用品販売5％～20％割引
※割引率は商品よって異なります

介護用品レンタル＆販売

ツクイ・サンシャイン 随時ご見学承ります。ご試食もできます（要予約）
※お問合せ資料請求は、各施設までお願いいたします

ツクイ・サンシャイン相模原

株式会社
日本ライフデザイン

随時ご見学承ります。試食付送迎でのご見学も可能です（要予約）
お問い合わせは各施設まで

施設名

住所

右記2施設

番田そらの接骨院 初回　骨盤矯正又は骨盤調整\3,000→\1,000

介　護　施　設

株式会社　アルプスの杜

ご見学（要予約）いただいたお客様に粗品をプレゼントいたします

施設名

住所
TEL

お問い合わせ
資料のご請求は
0120-954-746
【介護相談室】右記2施設

①初回検査料（2,500円）と自費施術(3,850円)を合わせて2,980円(税込)
②自費施術2回目も2,980円（税込）ほねごり接骨院・

はりきゅう院

店舗名

住所
TEL

右記2店舗

渡部治療院 初診料3,300円、診察料6,600円
総額9,900円を4,950円で施術

あい接骨院 メドマー　1ヶ月無料使い放題

ナチュラル鍼灸治療院 初回　指圧マッサージ(約50分)￥5,500(税込)→￥2980(税込)
　　　　整体・骨盤矯正(約50分)￥6600(税込)→￥3980(税込)
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特典

住所 相模原市中央区相模原2-7-4 TEL 042-755-1110

特典

住所 相模原市中央区光が丘1-17-14 TEL 042-776-5720

特典

【相模原清新店】
     相模原市中央区清新5-10-17

042-770-2882

【相模原店（グッディプレイス2階）】
         相模原市中央区中央1-2-1 
        ※補聴器取扱なし

042-758-1112

特典

 住所　
【相模原淵野辺店】
　　相模原市中央区鹿沼台2-6-14

TEL 042-759-1888

特典

住所 相模原市中央区淵野辺3-19-13 TEL 042-752-2011

特典

住所 相模原市中央区氷川町17-16 TEL 042-754-0017

特典

住所 相模原市中央区上溝6-1-4 TEL 042-762-0247

特典

住所 相模原市中央区上溝607-7 TEL 042-707-4836

特典

住所 相模原市中央区千代田3-1-18 TEL 042-768-7847

特典

住所 相模原市中央区鹿沼台2-3-20 TEL 042-752-0497

特典

住所 相模原市中央区下九沢68-1 TEL 042-773-7444

特典

住所
相模原市中央区相模原2-1-5
サトウビル5階

TEL 042-704-6577

特典

住所
相模原市中央区相生1-11-7
MBCビル101

TEL 042-730-5975

TORO 全品5％割引(一部特価品除く)

雑貨OCEAN 価格から20％割引いたします

相模原中央総合
法律事務所

初回法律相談無料(通常料金20分あたり2,500円）
※要予約

相模原駅南口すぐ近く

さがみ法務
司法書士事務所

初回→60分無料相談（遺言・相続・その他法律相談等）
※要予約

安楽寺近く

家　具

株式会社 ビック家具 10％割引(一部特価品は除く)

国道129号線沿い

ボ　ー　リ　ン　グ

相模原パークレーンズ 会員様含め4名様まで貸靴（通常1足300円）が無料、予約は除く

ボーリング

法　律　・　法　務　相　談

雑　貨

真田屋
購入価格の10～20％割引（商品によって異なります）
※造花によるフラワーアレンジメントを承っております。
デザイン金額等ご相談ください

造花・食器・輸入雑貨

NPO法人 ゆず・みかん

生活介護　しめじ
ハーバリウム、アクセサリーなどの雑貨販売。仏具セットもあります。
お買い上げ金額より10％割引

株式会社つるや呉服店 店内絹布着尺10%割引
クレジットカード他サービス券との併用不可

にこにこ星ふちのべ商店街

ブティック　サントノーレ
特別割引にて販売致します（お気軽にお問い合わせください）
取扱ブランド：伊太利屋、ワールド、ラピーヌ、ジオン商事、等々
デパートへ行かなくても充実した品揃えです。定休日：土・日曜日

氷川神社近く

サトーメガネ
（メガネ・補聴器取扱）

5％割引（メガネ一式・フレームのみ・レンズのみ・サングラスが対象）

店舗名

住所 TEL

右記2店舗

ＡＯＫＩ
お買い物総額より全品5％割引（他の割引券との併用可）

フ　ァ　ッ　シ　ョ　ン

メガネストアー メガネ・補聴器10％割引
※特価品は対象外　※他割引券との併用不可

相模光が丘店
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特典

住所 相模原市中央区相生1-11-7 TEL 042-758-5681

特典

住所 相模原市中央区中央2-7-13 TEL 042-757-2356

特典

住所 相模原市中央区上溝1878 TEL 042-755-3521

特典

住所 相模原市中央区田名2801-8 TEL 042-762-1965

特典

住所
相模原市中央区矢部1-1-12
コーマス西門2階

TEL 050-3568-3355

特典

住所 相模原市中央区富士見3-8-5 TEL 042-759-5930

特典

住所 相模原市中央区上溝5-3-12 TEL 042-762-3627

特典

住所 相模原市中央区矢部1-18-17 TEL 042-752-2280

特典

住所 相模原市中央区弥栄2-19-12 TEL 042-758-2330

特典

住所 相模原市中央区千代田6-1-18 TEL 042-752-2303

特典

住所 相模原市中央区淵野辺3-19-9 TEL 042-752-2083にこにこ星ふちのべ商店街

弥栄中学校前

株式会社　文盛堂 ぶんちゃんの特選グッズプレゼント

写真館
PHOTOFUL

1セットプラン11,000円(税込)写真データ20枚
2セットプラン19,800円(税込)写真データ45枚
※土日祝撮影料22,000円(税込)アップとなります。
特典としてデータ5枚プレゼント

株式会社　宝月堂文具店
①お買い上げ金額より10％割引
②更に淵野辺キララカードのポイントも2倍
※一部対象外商品あり

畳

砂川畳店 畳替工事代10％割引

文　房　具　・　事　務　用　品

株式会社　明央堂 文具・印鑑・ゴム印・名刺・封筒印刷等　20%割引　（一部除外品あり）

トロピランド 熱帯魚・海水魚・金魚・川魚・カメ・昆虫・水草等の生体を5％割引
（セール品等一部対象外有り）定休日：火曜日

相模原店

有限会社　猪熊寝具店 全品8％割引

上溝駅近く

写　真

写真スタジオ
ナカジマフォート

記念写真と肖像写真が通常価格より5％割引
(２ポーズ17,500円→16,625円）
お宮参りは通常価格より20％割引
（2ポーズ17,500円→14,000円）
シルバーの方の撮影は特別価格となります
※その他のセット価格の割引についてはお問い合わせ下さい

相　続　相　談　（税理士）

税理士法人
MBC合同会計

【相続相談】
遺言・贈与・相続等、初回の30分相談無料
有料業務をご依頼の場合、当社規定の報酬額より10％割引
【個人・法人顧問】
当社規定の顧問報酬より5％割引
※顧問報酬のお見積りは無料です

暮　ら　し

ギ　フ　ト

シャディ
株式会社　ミキ

T-ポイント2倍！
※他券、特典との併用不可

相模物産　株式会社 10％割引（一部商品除く）
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特典

住所 相模原市中央区淵野辺3-7-15 TEL 042-753-2282

特典

住所 相模原市中央区星が丘1-16-13 TEL 042-752-1017

特典

住所 相模原市中央区相模原6-24-8 TEL 042-753-2834

特典

住所 相模原市中央区星が丘2-12-13 TEL 042-757-8730

特典

住所 相模原市中央区相模原2-1-12-202 TEL 042-810-0557

特典

住所 相模原市中央区中央1-1-16 TEL 042-754-9860

特典

住所 相模原市中央区上溝5-12-17-1階 TEL 042-815-3474

特典

住所
相模原市中央区淵野辺3-9-17
ライオンズプラザ淵野辺1階

TEL 042-707-1757

特典

【上溝本店】
　　相模原市中央区上溝4498-9

042-762-8771

【南橋本店】
　　相模原市中央区南橋本2-6-13

042-774-6366

【中央店】
　　相模原市中央区中央3-10-16

042-769-5055

特典

住所
相模原市中央区淵野辺4-16-36
味の食彩館2階

TEL 042-776-3389

特典

住所 相模原市中央区淵野辺3-9-17-201 TEL 042-751-1932

ヘア＆まつげサロン
～sora～

・新規御来店 カット3,850円(税込)→3,300円(税込)
まつげパーマ・トリートメント付3,850円(税込)→3,300円(税込)
・全員ヘアメイク付遺影撮影(15分撮影5カットデータ保障)
22,000円(税込)→16,500円(税込)

エステ＆ネイル

メナード化粧品　相模原

メナードリンパフェイシャルエステ（初回限定）2,000円！
スキンチェック（肌質診断）、耳ヨガ、ヘッドマッサージ、
ハンドマッサージをサービス致します
お顔のリンパを流して、むくみを取り小顔作りしませんか
※お電話にてご予約下さい

16号線信号相模原駅入口そば

美　容　院

Ｄ-ＬＩＮＫ

カット500円引き、カラー1,000円引き、パーマ1,000円引き
（他の割引との併用不可）

店舗名

住所
TEL

右記3店舗

銀座LABO　淵野辺 カット200円引き、ホームケアプレゼント
(他の割引との併用不可)

美容室　CAROL・21 「あんしん倶楽部カード」をご提示頂いた方に初回10％割引
2回目以降「ハリ・コシ トリートメント」をサービス致します

西門商店街

美　容

エステハウス　Ｔｗｉｎｋｌｅ 効果絶大の若返りリフトアップフェイシャル
12,600円⇒5,000円（初回のみ）完全予約制

アロマローズ
ネイルオリンピック世界3位

全施術代初回のみ20％割引（まつ毛カール・まつ毛エクステ・ボディセ
ルライト除去・ネイル全般等）2回目以降は5％割引
営業時間：10：00～20：00　
定休日：日曜日
※ご予約の際「あんしん倶楽部」の会員とお伝えください

こめこめハウス お米5kgお買上げ毎に100円引き

星が丘店

お　花

有限会社　吉垣生花店 2021年3月　閉店

金　物

有限会社　光屋金物店 調理用品の販売・合鍵の製作及び取り付け・各種鍵あけ作業
5％割引

にこにこ星ふちのべ商店街

お　米

まつ毛脱毛専門店
ローズマリー

全施術代初回のみ20％割引
(まつ毛エクステ、まつ毛パーマ、脱毛など)
淵野辺駅北口徒歩3分にあるアットホームなサロンです。
アットホームな隠れ家サロンで10代～90代の幅広い年齢層の
お客様がいらしています。お気軽にいらしてください。

淵野辺店

ホームページ
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特典

住所 相模原市中央区田名9294-4 TEL 042-777-5640

特典

住所 相模原市中央区中央3-8-5 TEL 042-776-7876

特典

住所 相模原市中央区相模原5-7-5 TEL 042-754-4848

特典

住所
相模原市中央区宮下1-1-25
ボールパーク内

TEL 042-772-4618

特典

住所 相模原市中央区共和4-18-19 TEL 042-786-2200

特典

住所 相模原市中央区上溝3960-1 TEL 042-764-3211

特典

住所 相模原市中央区田名3062-19 TEL 042-760-3127

特典

住所 相模原市中央区小町通2-6-7 TEL 042-774-1418

特典

住所 相模原市中央区矢部4-21-3　2階 TEL 042-707-9307

特典

住所 相模原市中央区相模原6-25-4 TEL 0120-012-573

特典

住所 相模原市中央区富士見3-1-1 TEL 042-769-7005

永田屋　富士見斎場 小型仏壇、位牌10％割引　念珠、線香、ろうそく、
その他仏具5％割引

相談サロン＆ショップ

車検・板金塗装修理

住　ま　い　・　不　動　産　・　リ　フ　ォ　ー　ム

株式会社 ケイ・アース
ご利用代金より5％割引
塗装・防水・屋根工事・エクステリア工事
住宅改修（リフォーム全般）・介護リフォーム（介護保険対応）

住宅工事全般

仏　壇　・　仏　具　

国道129号沿い

自　動　車

アイアールサービス 板金塗装修理工賃の20％割引（部品は除く）

車検・板金塗装修理

有限会社
三瓶自動車整備工場

車検・点検・整備・修理費用工賃の10%割引（部品は除く）
鈑金塗装修理費用工賃の10%割引（部品は除く）

株式会社　コジマ 5％割引（コジマ価格より）
（携帯電話、処分品、日替り品、特別品は除く）※コジマ通常ポイント無

コジマ×ビックカメラ　相模原店

宿　泊　施　設　

ホテルルートイン相模原 通常料金より8％割引　※宿泊料金のみ

石橋ホーム資材株式会社
ロッキー

リフォーム工事全般(水回り、内装、屋根、塗装、シロアリ、エクステリア)
介護保険改修対応(相模原市、町田市)
ご成約いただいたお客様に工事金額に応じたプレゼントを進呈します
お問合せの際に「あんしん倶楽部会員」とお伝え下さい

西門店

ゴ　ル　フ

株式会社　ハイウェル

①（新規のお客様限定）ゴルフスクール2ヵ月間8回レッスン
税込\23,760→\11,880（半額）
②ご入会のお客様3,000円分のプリペイドカード（ボール券）を
プレゼント致します

ボールパーク

電　気　・　携　帯　電　話

健　康　・　ヨ　ガ　・ ダ　ン　ス　

スタジオ　ホーミー

ｓｔｕｄｉｏ　ＨＯＭＥＹ
キッズダンス、ヨガ、太極拳
初回月謝50％割引（料金6,000円／月4回～）

フ　ィ　ッ　ト　ネ　ス　

スポーツスパ　
アスリエ相模原

入会金無料
登録料2,000円割引
※その他別途お問い合わせください

ペ　ッ　ト

犬の美容室　キッチュワン 初回施術20％割引
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特典

住所 相模原市南区相模大野3-13-13 TEL 042-747-3111

特典

住所 相模原市南区相模大野3-15-10 TEL 042-749-0344

特典

住所 相模原市南区相模大野3-8-1 TEL 042-767-1111

特典

住所
相模原市南区相模大野3-12-6
ＶＩＡビル6階

TEL 042-765-5654

特典

住所 座間市相模が丘1-28-14 TEL 042-743-7629

特典

住所
大和市中央林間3-10-2
ルーベルサントラル2階

TEL 046-283-1075

特典

住所 相模原市南区南台3-1-27 TEL 042-749-8333

特典

住所 相模原市南区相模大野3-8-1 TEL 042-767-1111

特典

住所 相模原市南区相模大野6-19-8 TEL 042-705-3690

特典

住所 相模原市南区相模大野3-15-8 TEL 042-742-5279

特典

【相模が丘店】
　　座間市相模が丘1-9-18

046-258-3961

【座間店】
　　座間市入谷1-247

046-258-1431

北海道生まれ
和食処　とんでん

ご飲食代2000円以上のご利用で飲食代8％割引
※他割引券との併用は不可　※割引金額上限は2,000円まで
※法要御膳3,300円からございます

店舗名

住所
TEL

右記2店舗

小田急ホテルセンチュリー
相模大野 7階

イタリア食堂Fagotto ワンドリンクサービス

相模大野駅から徒歩５分

イタリアンガーデン グラスワインまたはグラスビールをサービス

相模が丘店

レ　ス　ト　ラ　ン

イタリア＆鉄板料理
家のキッチン

ランチタイム　 ：アイスクリームサービス
ディナータイム：日本酒のスパークリング１杯サービス
※お酒が飲めない方は、ソフトドリンク１杯サービス
※会員証ご提示頂いたお客様に限ります

コナミ・スポーツクラブ１F

グリルキッチン
ボン・ロザージュ

2021年1月3日　閉店

日本料理　雅 お食事総額の5％割引

小田急ホテルセンチュリー
相模大野　10階

まんまや 大ちゃん 飲食代10％割引

相模大野店

味の民芸 ソフトドリンクサービス（1組4名様まで）
もしくは、アルコール・ソフトドリンク飲み放題　1,600円→300円引き

相模大野北口商店街

すし魚菜　かつまさ
ランチタイム 　：デザートサービス
ディナータイム：5％割引
※ご注文時に「あんしん倶楽部」カードをご提示ください

相模大野北口商店街

つつじの茶屋 飲食代10％割引

小　田　急　相　模　原　エ　リ　ア

会　食　・　法　事

京懐石　りほう

①お食事（※全時間帯にて利用可）
　 総額の5％割引
②法事（下記3つの特典有）
 　総額の5％割引、個室利用サービス料無料（通常は10％）、
 　故人様用の影善を無料（通常は1,500円）
 　※ご予約時にあんしん倶楽部会員である旨、お伝えください
　 ※お会計で提示もお願い致します
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特典

住所
座間市広野台2-10-4
イオンモール座間2階

TEL 046-259-8993

特典

住所 相模原市南区南台6-1-17 TEL 042-746-3630

特典

住所
相模原市南区古淵2-16-9
リバーストーン古淵1階

TEL 042-711-7906

特典

住所 相模原市南区南台6-17-18 TEL 042-851-5670

特典

住所
相模原市南区南台5-10-8　
相模台接骨院ビル2階

TEL 042-747-2979

特典

住所
相模原市南区相模大野5-29-10-1
SHINOPLAZA1階

TEL 042-851-5598

特典

住所 座間市相武台3-42-50 TEL 046-204-9458

特典

住所 相模原市南区東林間5-1-11 TEL 042-702-9067

特典

住所 相模原市南区相模大野6-13-8 TEL 042-705-8551

特典

住所 座間市ひばりが丘1-40-1 TEL 046-204-8323

特典

住所 相模原市南区東林間5-4-9-1階 TEL 042-765-5511

特典

住所 座間市相模が丘1-17-47 TEL 042-815-5251

特典

住所 座間市相武台3-42-55 TEL 046-257-7422

特典

住所 相模原市南区松が枝町24-2 TEL 042-744-6897

かつれつや

𠮷列屋
お食事お1人様2,000円以上ソフトドリンク1杯サービス
お食事5名様以上の料金10％割引

やわらかとんかつ
かつ泉

お料理代10％割引（割引上限5.000円迄）
※飲物割引対象外　※テイクアウト不可　※他割引券との併用不可

イオンモール座間店2階

すし太郎 17時以降、お通し人数分サービス

　相模台小学校近く

とろけるハンバーグ福よし 150円　トッピングサービス

古淵店

KING KITCHEN
キングキッチン

お会計から5％割引

オステリア・ジジ

Osteria GiGi

ご予約時「あんしん倶楽部」見たとお伝え頂くと最小4名様からご予算
\4,000-以上で貸切ができます。(他のご予約が無い日に限ります)
※お料理内容、ドリンク付き・無、お仏前でのお食事等ご希望にできる
だけ対応させていただきます。

INDIAN RESTAURANT
RASANI

お会計から5％割引

インド料理　ラサニ

ソイ　ガパオ

Soi Gapao
食後にコーヒーまたは紅茶を人数分サービス

相模大野駅北口より徒歩7分

丼丸

あんしん倶楽部カードをご提示ください
丼　50円引き(550円以上の丼に限る)

　　　　　　　　　　　公式LINEはこちら→

Pizzeria Oasi ディナータイム　グラスワイン1杯サービス

La Pacchia 自家製デザートプレートプレゼント

創作すし食堂
SUSHI 51

ランチタイム-デザートサービス
ディナータイム-最初の1杯ドリンクサービス
公式HP　http://www.sushi51.com

座間ひばりが丘店

洋食キッチン　フルハウス ソフトドリンク1人1杯サービス

dining kitchen
GREEN TABLE

グラスワインもしくは、ソフトドリンク1杯サービス
※お食事時に限る
HP：green-table.jp
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特典

相模原市南区相南4-1-33 TEL 042-747-0139

【Sagamihara欅　HANARE】
相模原市南区松が枝町24-15

TEL 無し

特典

住所
相模原市南区相模大野3-3-2-217
ボーノ相模大野南棟2階

TEL 042-748-8670

特典

住所 相模原市南区南台3-4-45 TEL 042-746-4301

特典

住所
相模原市南区南台5-15-11
相模屋ビル1階

TEL 042-705-7143

特典

住所 相模原市南区相模大野3-9-3 TEL 042-746-1455

特典

住所 相模原市南区松が枝町16-20 TEL 042-745-0188

特典

住所 座間市相模が丘5-2-34-1階 TEL 042-705-8003

特典

住所 相模原市南区東林間2-15-17 TEL 042-743-5875

特典

住所
相模原市南区相模大野3-3-2
ボーノ相模大野A-219(サウスモール2階)

TEL 042-705-5993

特典

住所 相模原市南区上鶴間7-5-11 TEL 042-705-6758

特典

住所 相模原市南区若松3-9-6 TEL 042-744-5600

特典

住所 相模原市南区相模台3-13-19 TEL 042-745-5177

特典

住所 相模原市南区新磯野4-5-8 TEL 046-258-3916

特典

住所
相模原市南区古淵2-16-9
リバーストーン古淵102

TEL 042-705-6653

筑波飯店 ラーメン・ギョウザセット50円引き

らーめん勇志郎
製麺研究所

お好きなトッピングサービス

清勝丸 トッピング100円分サービス

串カツ　きよたか

相模大野店

ドリンク1杯目サービス

ボーノ相模大野

お好み焼き・たこ焼き・鉄板焼き

浪花っ子
来客人数分ドリンクメニュー1杯サービスいたします
（持ち帰りは不可です）

Dining BAR GIFT
with Magic

ワンドリンクサービス

特別なおすすめ一品料理サービス
※ご予約の際に「あんしん倶楽部」の会員とお伝えください。

ラ　ー　メ　ン　・　焼　肉　・　居　酒　屋

店舗名

住所

焼肉ホルモン

ぼなぺてぃ
ランチタイム 　：アイスサービス
ディナータイム：ワンドリンクサービス　※どちらも人数分

ブーランジュリ・アイミ 1,000円以上のお買い上げで100円引き

パン製造販売

右記2店舗

Sagamihara欅

ツルハドラック相模台店近く

パティスリーアルチザン 商品全品5％割引（配送料除く）

ケーキ屋

パ　ン　・　ケ　ー　キ　

洋菓子店　パン

ホリー
商品全品5％割引
※ケーキ類、パン各種、クッキー、パウンド製造販売店

麺屋　鼎 トッピングのり、または味付玉子サービス

無煙焼肉　仁 ランチメニュー　お好きなソフトドリンク1杯orプチアイス
グランドメニュー　お会計の10％割引

ﾒﾓﾘｱﾙﾊｳｽ小田急相模原通り沿い

旬鮮酒場 NOBU

らーめん1杯につき、味玉子1個サービス
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特典

住所 相模原市南区新磯野1-20-9 TEL 046-283-1610

特典

住所 相模原市南区上鶴間6-27-5ポップM-1階 TEL 042-740-7337

特典

住所 相模原市南区相模大野4-5-1 TEL 042-702-9654

特典

住所 座間市相武台3-42-58 TEL 046-204-9090

特典

住所 座間市相模が丘1-1-5白村ビル101 TEL 042-865-3318

特典

住所 相模原市南区相模台6-27-21 TEL 042-705-5464

特典

住所 相模原市南区旭町24-31-103 TEL 042-719-3431

特典

住所 相模原市南区相模大野3-11-12-2階 TEL 042-740-7773

特典

住所 相模原市南区相武台団地2-3-5 TEL 046-404-0540

特典

住所 相模原市南区相模大野6-15-30-2 TEL 042-711-6953

特典

住所
座間市相模が丘1-25-1
リビオタワー小田急相模原コモンズざま3階

TEL 042-705-3135

特典

住所
相模原市南区南台5-11-19
 ペアナードオダサガ204

TEL 050-8881-0310

特典

住所 相模原市南区新戸1930-1 TEL 046-254-4622

特典

住所 座間市座間1-3275-6 TEL 090-1505-2440

特典

住所
相模原市南区相模大野6-15-28
シュバルブラン102

TEL 042-705-2393

特典

住所 座間市相模が丘3-33-11 TEL

特典

住所 相模原市南区上鶴間1-46-7 TEL 042-745-2559

桜ん坊のパン工房 お会計から5％割引

珈琲新鮮館 食後にミニデザートプレゼント

本店

おむすびｃａｆｅ
EMMUSUBI

お会計より5％割引

お会計から10％割引

ｃａｆｅと雑貨の店
ごろにゃん

ｃａｆｅと軽食、ハンドメイド雑貨の販売、
レンタルスペースもやっております
ｃａｆｅ利用でお食事やお飲み物を召し上がった方100円引き

甘いものｃａｆｅ ボブいろ 手作りの甘いものとコーヒー、保冷剤1つプレゼント

café tsumuri お会計から5％割引

CAKEaCAKE デコレーション予約の方
ナンバーキャンドル1個サービス

米粉洋菓子専門店

カ　フ　ェ

カフェ　デ　リパ

cafe de lipa
お会計から100円引き

自家製トルティーヤとバラココーヒーの店

カフェ　　キュイ　　キュイ

ｃａｆｅ　Cui-Cui

お会計時に1,200円以上で5％割引
お連れ様にも同様のサービスをいたします
（定休日：水曜日）

ワッカ　ベーグル隣り

オールド・ビーンズの珈琲専門店

トロワアンジュ 総額の50円引きをさせていただきます

相模大野北口商店街

ひばりカフェ お食事をした方へドリンクおかわりサービスさせて頂きます

エルスリー　オヤツ　アンド　カフェ

L3 oyatsu＆café
2,000円(税込)以上のお会計で10％割引

ランチカフェ　みかんの木

cafe halogen 全品10％割引

鎌倉ベーカリー パン・惣菜の本体価格合計から10％割引
※他サービスとの併用不可

相模大野店

bread&butter
SOUBUDAIMAE

パン・惣菜の本体価格合計から10％割引
※他サービスとの併用不可

Hola ロールケーキ100円引き
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特典

住所 座間市相模が丘5-11-33 TEL 042-767-5350

特典

住所 相模原市南区東林間5-12-7 TEL 042-747-2858

特典

住所 相模原市南区松が枝町23-5 TEL 042-738-8814

特典

住所 座間市相武台1-26-18 TEL 090-6915-4373

特典

住所 相模原市南区文京1-9-17 TEL 042-705-2911

特典

住所 相模原市南区東林間4-38-9 TEL 042-701-7969

特典

住所 相模原市南区東林間5-10-2 TEL 042-814-5559

特典

住所 相模原市南区相模大野5-27-3 TEL 042-705-2788

特典

住所 相模原市南区南台1-4-11 TEL 042-866-6603

特典

住所 相模原市南区東林間3-5-3ヴィラ東林間102 TEL 080-1302-3642

特典

住所 相模原市南区相南1-12-15 TEL 042-742-8137

特典

住所 相模原市南区新戸3024 TEL 046-251-0048

特典

住所 座間市相模が丘1-30-10 TEL 042-747-5525

特典

住所 相模原市南区若松3-9-6 TEL 042-748-8338

特典

住所 座間市相武台3-27-44-104 TEL 046-404-9400

ラーメン屋が作る
手作りチャーシュー屋

100円引き

からあげ専門店　ガツ唐 醤油からあげor旨塩からあげ2貫サービス
3,000円以上電話予約頂いたお客様は配達サービス(要3日前迄予約)

相模原店

チャンプール 有機野菜10％割引

からあげ専門店

すごいっ手羽 300ｇ以上(1つの部位で)お買い上げで10％増量いたします

はるかぜ鍼灸治療院 初診料（自由診療の場合1,000円）無料
ウォーターベッドマッサージ（15分間）無料

あいロード若松商店会

あらい鍼灸治療院 10％割引（300円引き）

あさのや ご利用代金から10％割引

お惣菜・お弁当宅配

健　康

なごみ整骨院 初めての方にはお試し整体2,980円(通常9,500円）
来院中の方は通常料金より500円引き

お　菓　子

野菜菓子専門店

甘　味

豊国屋 当店発行のポイントカードを2倍お付け致します
メルマガ登録で<豊国屋オリジナル>「ふく豆」か「チョコたん」プレゼント

ATELIER SHIN

ネットショップで5,000円以上(送料抜)お買い上げの
お客様に次回使える300円クーポンプレゼント
※注文時備考欄に
「永田屋あんしん倶楽部会員」と記載下さい

ｍ＠ｍ　ｋｉｔｃｈｅｎ 600円(税込)以上の丼ものお買い上げで80円引き
※2個目以降も同様

だがし屋　かくはり商店 1会計300円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
(タバコ・切手類・宅急便は除きます)

お　弁　当　・　宅　配

宅配とんかつ専門店
かさねや

税込2,000円以上のご注文で10%OFF
宅配可能エリア：中央区東渕野辺から南区東林間までの地域
町田市木曽から成瀬までの地域
※詳しくはお気軽にお問い合わせください

食　料　品

全国の味噌「まさきや」 10％割引※必ずお会計前にカードをご提示ください

Bacon屋　CRUYFF 1,000円以上のお買い上げで10％割引

公式サイトはこち
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特典

住所
相模原市南区相模大野3-11-3
ルミエール相模大野　501号室

TEL 042-741-5586

特典

【麻溝台院】
　　相模原市南区麻溝台5-17-14

042-705-3125

【東林間院】
　　相模原市南区東林間7-13-17

042-705-8155

特典

住所
座間市相模が丘5-5-15
コートプラザ小田急相模原102

TEL 042-866-7835

特典

住所 座間市入谷西3-16-15 TEL 046-240-0824

特典

住所 座間市相模が丘1-23-10 TEL 042-766-0541

特典

住所 相模原市南区相模台1-9-15 TEL 042-705-6120

特典

住所
相模原市南区若松4-17-13
ソフィアビル1階101号室

TEL 042-852-1010

特典

【相模原店】
　相模原市南区松が枝町17-1
　イトーヨーカ堂相模原店2階化粧品売場内

042-742-8001

【古淵店】
　相模原市南区古淵3-13-33
　イトーヨーカ堂古淵店1階化粧品売場内

042-758-1533

特典

住所 相模原市南区相模台7-32-17 TEL 090-7184-7490

特典

住所
相模原市南区相模大野5-27-4
ファイブワン1階

TEL 042-705-3433

わかまつ接骨院 初診検査料(問診・検査・治療)4,850円→3,850円

TEL

むらけん整骨院 ①ウォーターベッド、メドマー、トーケア、ソラーチバーティカルの初回時無料
②各種回数券10％割引

NAO-ART

ウィッグ10%割引
※セール品など一部除外商品もございます

右記2店舗

美　容　・　ネ　イ　ル

リプラス整骨院
骨盤矯正×姿勢矯正×筋肉調整　初回5,500円→2,980円
交通事故(自賠責)治療、自己負担0円、労災治療0円
相談も無料

店舗名

住所

サロンドクレール
フェイシャルエステ　初回10％割引
アロマボディトリートメント　初回10％割引
※LINEからのご予約がスムーズです

フェイシャルサロン

健　康　家　電

ひばり　補聴器　相模原 補聴器の販売、補聴器相談無料
ご購入の際は、補聴器代金を10％割引

オアシス治療室 各コース初回1,000円引き

相模大野駅北口すぐ

おひさまの里 全身骨格調整(自由診療)6,000円→3,000円

CLOVER 
Conditioning Studio

初回体験50％割引
当日入会で入会金無料
ボディケア10分500円(お1人様1回限り)
来店時に四つ葉のクローバー(本物)プレゼント※数に限りあり
ホームページ：https://www.clover-inc.info/

ほねごり接骨院・
はりきゅう院

①初回検査料（2,500円）と自費施術(3,850円)を合わせて2,980円(税込)
②自費施術2回目も2,980円（税込）

店舗名

住所
TEL

右記2店舗

公式LINEはこちら
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特典

住所 相模原市南区下溝684-1 TEL

お問い合わせ
資料のご請求は
【介護相談室】

0120-954-746

特典

住所 相模原市南区東林間1-4-1 TEL 042-742-6211

特典

住所 相模原市南区相模大野3-8-1 TEL 042-767-1111

特典

住所 相模原市南区麻溝台1-2-8 TEL 042-702-2800

特典

【原当麻店】
　　相模原市南区下溝755-5

042-711-2088

【小田急相模原南台店】相模原市南区南
台5-12-15アールアサオカ相模原ビル１階

042-701-3788

【小田急相模原店】
　　相模原市南区松が枝町23-7

042-748-5525

【東林間店】
　　相模原市南区東林間4-11-7

042-741-3568

【中央林間店】
　　大和市中央林間6-1-15

046-275-9708

特典

住所 相模原市南区相模台2-4-2 TEL 042-744-1144

特典

住所 相模原市南区東林間5-1-3もちのきビル1階 TEL 042-747-7118

特典

住所
相模原市南区相模大野3-3-1
bono相模大野南棟B-203-1

TEL 042-705-5569

右記5店舗

Belle＆Sofa 11,000円(税込)以上のご購入で1,000円引き

相模大野店

小田急
ホテルセンチュリー

相模大野

貴金属の修理屋

プログレス 1点1,500円(税抜)以上の修理に、500円(税抜)のサービス

提携特別宿泊料金※価格は全て税込
1名様料金
シングル・レディースシングル9,200円、ダブル11,600円、
ツイン14,200円、
エグゼクティブシングル12,800円、
レディースエグゼクティブシングル13,600円
2名様料金
ダブル13,600円、ツイン15,700円
朝食お一人様1,000円（宿泊前日までに要予約）

相模大野駅直結

介　護　施　設

株式会社　アルプスの杜 ご見学（要予約）いただいたお客様に粗品をプレゼントいたします

介護付有料老人ホーム
アルプスの杜　さがみ

ホ　テ　ル　・　旅　館

株式会社
エクシオジャパン

ご見学は随時承ります
ご飲食も出来ます(要予約)

フ　ァ　ッ　シ　ョ　ン

ブティックナリッシュ
お買い上げの方全員にファッションマスク1枚プレゼント
税込10,000円以上お買い上げの方1,000円引き
※お会計時に会員カード提示をお願い致します

相模原本店

パラディスイン相模原 通常料金より10％割引(電話予約のみ)
※宿泊料金のみ

メガネストアー

メガネ・補聴器10％割引
※特価品は対象外　※他割引券との併用不可
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特典

住所
【中央林間店】
大和市中央林間4-14-25  MORE'S5 4階

TEL 046-271-5221

特典

住所 相模原市南区若松3-39-8 TEL 042-743-0128

特典

【古淵店】
　　相模原市南区古淵3-12-15

042-755-7088

【ニトリモール相模原店】
　　相模原市南区大野台6-1-1
　　ニトリモール相模原店1階

042-730-6388

【座間店】
　　座間市相模ケ丘2-1-30

046-251-0888

特典

住所 相模原市南区南台6-19-19 TEL 042-766-5621

特典

住所 相模原市南区麻溝台6-17-6 TEL 042-748-9836

特典

住所 相模原市南区南台3-9-21 TEL 042-712-3823

特典

住所 相模原市南区相模大野5-11-4 TEL 080-6780-2268

特典

住所
座間市相模が丘3-34-12
ハイツアベニュー1

TEL 042-851-6036

特典

住所 相模原市南区東林間4-9-3 TEL 070-5466-5815

特典

住所 相模原市南区松が枝町9-21 TEL 042-746-6117

特典

住所 相模原市南区相模大野3-12-1 TEL 042-744-9006

特典

住所 相模原市南区南台6-19-19 TEL 042-705-3915

10％割引
※写真額等に伝統工芸を用いて装飾をするアトリエです

ギフトグー
1点ご購入につき、北海道産大豆菓子「Amam」
1個プレゼント(定価432円)
※内容は変更になる場合がございます

ほのめ堂 税込2,000円以上のお買い上げで100円引き

絵本・児童書・シュナイターおもちゃ

リサイクルショップ
メビウス

あんしん俱楽部カードご提示の方　10％割引
※対象外の商品もございますので、
お会計時従業員にお声かけ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　公式インスタグラム→

ブティック　コスモス 5,000円以上お買い上げの方、5％割引させていただきます

天然石・ジュエリー・雑貨

アトリエ　アニマ・ミア

パーチメントクラフト

アメリカン雑貨のあるリサイクルショップ

印　刷　喪　中　ハ　ガ　キ　等

株式会社　ユニックス
①喪中ハガキ・寒中見舞い5％割引
②各種挨拶状印刷5％割引
③名刺印刷代5％割引

印刷物取扱

雑　貨

サークルレインボーズ 全品5％割引(不定休の為お電話した上で来店お願い致します）

アクセサリー・本・雑貨

カ　ラ　オ　ケ

カラオケの鉄人 室料50％割引（フリータイム室料30％割引）
※宴会コースは適用外とさせて頂きます

東急田園都市線
中央林間駅より徒歩1分

Pinaata<ピナアタ> 全品5％割引(他の割引との併用可）

雑貨・ギフト

よちよち屋 ラッピング無料
ハガキ　ご来店様1人につき1枚プレゼント

ク　リ　ー　ニ　ン　グ

アートクリーニング クリーニング料金10％割引※特殊品・外注品を除く

洋　服

ＡＯＫＩ

お買い物総額より全品5％割引（他の割引券との併用可）

店舗名

住所
TEL

右記3店舗
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特典

住所 相模原市南区相模大野6-16-8 TEL 042-742-7773

特典

住所 相模原市南区松が枝町9-12 TEL 042-766-6717

特典

住所 相模原市南区麻溝台8-35-36 TEL 042-850-6616

特典

住所 相模原市南区相模台3-16-12 TEL 090-1601-6404

特典

【第1教室】
        相模原市南区若松1-19-3

042-766-9230

【第2教室】
        相模原市南区若松2-5-2

090-2440-5133

特典

住所 相模原市南区古淵2-10-1イオン相模原3階 TEL 042-776-3011

特典

住所
相模原市南区相模大野7-5-13
メゾン相模大野201

TEL

特典

住所
相模原市南区豊町
(詳細は問合せください)

TEL

特典

住所 相模原市南区上鶴間6-27-8 TEL 080-3442-2583

特典

住所 座間市入谷東(座間駅近く) TEL 080-6810-4775

特典

住所 相模原市南区上鶴間6-27-5フロレスタ2階 TEL 042-748-6501

特典

住所 座間市相武台1-38-33 TEL 046-251-1160

坂本ダンスアカデミー
林間

①社交ダンス初めての方に限り、体験レッスン2,000円/25分を
500円/25分にいたします。
②通常5,000円の入会金をどなたでも2,500円になります。

東林間駅徒歩3分

YOGAHOUSE 
CHIBIKURO

親子ヨガ　初回1,000円→800円
女性のための瞑想・呼吸法ヨガ　1,700円→1,500円
■予約・問合せはこちら
chibikuro.sawako@gmail.com

暮　ら　し

メアリーズリトルガーデン カットクロス5％割引

ペ　ッ　ト

トリミングALOHA 初回トリートメントコースをサービス
(入店時にご提示ください)

もめんBAKERY

パステルアート教室 NICO
指で描くアート/1回毎の習い事です
自宅でも描ける500円キットプレゼント
要予約 詳しくは「相模大野 NICO パステルアート」で検索♬

落合写真館
60歳以上の方おひとりの肖像写真
通常12,000円(キャビネサイズ)を半額
※要予約

相武台前駅近く

写　真

金工、ステンドグラス、羊毛フェルト等の作品制作・販売・教室の運営
時計のワークショップ(ステンドグラス)500円引き
6,000円→5,500円

Rimi　flowers 体験レッスン10％割引

教　室　・　習　い　事

デコレーションケーキ100円引き
※クリスマス等のイベントケーキは除く

文　房　具　・　事　務　用　品

越路屋　文房具店

税込500円以上のお買い上げの方10％割引
税込1,000円以上のお買い上げの方20％割引
※PayPayでお支払いのお客様につきましては、税込1,000円以上のお
買い上げで50円のお買い物券を差し上げます。

入会金50％割引　5,500円→2,750円(税込)
※70才以上の方は入会金無料

スタジオ　まんぼう舎

Yoshimiピアノ教室

体験レッスン後ご入会の方、入会金1,000円引き
通常入会金6,600円→5,500円

店舗名

住所 TEL

右記2店舗

相模原カルチャーセンター
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特典

住所 相模原市南区松が枝町1-24 TEL 042-742-3330

特典

住所
相模原市南区南台5-11-19
 ペアナードオダサガ301-1

TEL 042-741-8788

特典

住所 座間市栗原1303-1 TEL 046-404-2301

特典

住所
相模原市南区南台5-15-12
相模台奉仕会館3階

TEL 042-741-4663

特典

住所
相模原市南区相武台3-21-11
キャッスルマンション相武台208号室

TEL 080-4833-4828

特典

住所 座間市緑が丘6-9-3 TEL 046-211-6883

特典

住所
相模原市南区相模台2-5-13
ライオンズマンション相模台第5-107

TEL 042-748-7443

特典

住所 相模原市南区相模大野6-20-4-102 TEL 042-705-5295

特典

住所 相模原市南区上鶴間7-5-10 Nハウス2階 TEL 042-705-2627

特典

住所 相模原市南区麻溝台3-1-40 TEL 042-741-6590

思いの架け橋
行政書士事務所

初回→無料相談（墓じまい・相続・遺言・高齢者支援等）
※要予約

島影行政書士事務所 初回→60分無料相談（遺言・相続・エンディングノートの書き方等）
※要予約

なかむら総合会計事務所

初回相談無料
※相続、生前対策のご相談
（ご自身でやってみようとお考えの方のサポートもしております）
相続放棄、遺言の手続、後見のご相談、
不動産登記、会社設立、交通事故

贈与・相続等のご相談初回無料
有料業務をご依頼の場合、当社規定料金より10％割引
その他法人・個人の初回ご相談及び見積提示無料

株式会社
フラワーハウスＫ

ポイント2倍！　通常500円で1ポイント⇒2ポイント
　（20ポイントで500円分のお買い物券）
　5,000円分のお買い物で500円分のお買い物券となります！

北里大学病院近く

司法書士・行政書士
社会保険労務士

法　律　・　法　務　相　談　(弁護士）

大久保博通
法律事務所

初回法律相談無料
※民事、刑事、会社、労働、債務整理、交通事故、相続
　 離婚等の交渉、裁判等あらゆる法律問題に対応

みらいひまわり
法務事務所

お　花　

行政書士　
池田健博事務所

初回→60分無料相談（相続・不動産取引・承継問題）
※要予約

松が枝町公園近く

小田急相模原駅に直結

法　律　・　法　務　相　談　（行政書士・司法書士）

人　形

稲村人形店
1.ひな人形、五月人形セットご購入→10％割引
2.木目込み人形教室の受講をして頂いた方には、はぎれサービス
　※ただし、色・柄は指定できません

初回相談無料
(相続による不動産名義変更・遺言作成支援・家族信託・遺族年金手続)
土日・祝日・夜間　要予約につき対応可
出張相談も承ります
業務ご依頼終了後の別相談も、相談無料

行政書士稲田正明事務所
初回60分無料相談(相続関係・遺言書・高齢者支援等)
※お電話にてご予約下さい
初回無料出張相談可(交通費は除きます)

おださが綜合事務所
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特典

住所
相模原市南区若松5-20-6
レジョンドール報徳1階

TEL 042-747-1110

特典

住所 相模原市南区下溝812-7 TEL 042-778-5658

特典

住所
相模原市南区古淵2-16-9
リバーストーン古淵204

TEL 042-707-1514

特典

住所 座間市相模が丘1-12-2 TEL 046-255-6111

特典

住所 座間市入谷4-2628-3 TEL 046-298-5515

特典

住所 相模原市南区松が枝町3-21 TEL 042-742-1305

特典

住所 神奈川県相模原市南区下溝812-8 TEL 042-711-8673

特典

住所 相模原市南区南台4-15-13 TEL 0120-427-190

特典

住所 相模原市南区双葉1-12-24 TEL 042-860-6751

特典

住所
相模原市南区相模大野3-3
ボーノ相模大野サウスモール2階

TEL 042-701-1168

特典

住所 相模原市南区相南2-24-12 TEL 042-742-1587

特典

住所 相模原市南区相模台2-13-5-1 TEL 042-705-5243

特典

住所 相模原市南区南台3-8-1 TEL 042-701-3020

ａｕショップ　座間
携帯電話ご契約の方に共通ACアダプタープレゼント
 （アダプター非同梱機種に限る）
携帯電話本体（au以外も可）の清掃サービス無料

美　容　院　・理　容　院

L A R U T A N
hair design

スーパー「ライフ若松店」すぐ近く

cut in チバ お会計から300円引き

ご来店のお客様パーマまたはカラーにトリートメントサービス

岩沢畳店 畳防カビ加工及び防虫・除湿シート無料にて施工します
例　6畳間で6,600円(税込)相当になります

仏　壇　・　仏　具　

メモリアルハウス
小田急相模原

小型仏壇、位牌10％割引　念珠、線香、ろうそく、
その他仏具5％割引

相談サロン＆ショップ

村富地域振興会加盟店

電　気　・　携　帯　電　話

株式会社　コジマ 5％割引（コジマ価格より）
（携帯電話、処分品、日替り品、特別品は除く）※コジマ通常ポイント無

コジマ×ビックカメラ　座間店

おださが不動産株式会社

1.新築戸建購入時の仲介手数料最大無料（他社掲載の物件も可能)
2.不動産査定・売却相談無料。
3.相続による土地・戸建・マンション・アパート等最短3日以内に買取価格提示
4.経験豊富な代表の高橋が対応いたします。「おださが不動産」で検索！

ミニバン・ラパン専門店

住　ま　い　・　不　動　産　・　リ　フ　ォ　ー　ム

有限会社　小山表具店 障子・ふすま張替等、ご利用代金から5％割引

一般賃貸物件の仲介手数料　50％割引
高齢者施設の相談・紹介　無料

ボーノ相模大野店

内装工事全般

株式会社　翔工務店 1.不動産売買手数料を半額
2.住宅の屋根診断6,000円を半額の3,000円

自　動　車

有限会社　
カーセールス協栄

車検・点検・整備・修理費用工賃の10％割引（部品は除く）

株式会社コイケオート お支払い総額より10,000円引き

神奈川ロイヤル株式会社

ＳＫＹ ＦＩＥＬＤ ＨＡＩＲ

初回技術料金20％割引
※一部ポイントメニュー、カットブローコース、小学生以下の方は対象
外となります。
※その他サービスとの併用不可
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特典

住所 東京都町田市相原町2180-1 TEL 042-775-5701

特典

【本町田店】東京都町田市本町田3002-1 042-724-7688

【町田成瀬店】東京都町田市成瀬7-9-1 042-728-8689

特典

住所
東京都町田市森野1-20-7
ホテル町田ヴィラ内

TEL 042-724-5661

特典

住所 東京都町田市旭町2-12-1 TEL 042-726-8846

特典

住所 東京都町田市中町2-19-5 TEL 042-732-0005

特典

住所 東京都町田市中町1-3-4 TEL 042-739-1303

特典

住所 東京都町田市忠生3-16-10 TEL 042-791-0413

特典

住所 東京都町田市木曽東3-9-41 TEL 042-722-6842

特典

住所
東京都町田市中町1-4-2
町田新産業創造センター1階

TEL 042-851-8038

特典

住所 東京都町田市本町田2721-1 TEL 042-728-8053

特典

住所 東京都町田市相原町1152 TEL 042-810-3885

特典

住所 東京都町田市原町田6-11-7 TEL 042-722-3307

特典

住所 東京都町田市小山町3669-1階 TEL 042-865-1451

特典

住所
東京都町田市森野1-37-10
きめたハウジング第23ビル1階-B

TEL 042-851-8817

グリルママ 食事をされたお客様にソフトドリンクサービス
※ディナータイム限定（15：00以降）

そば季膳　三栄 1,000円以上飲食代で50円引き
ランチメニュー不可、クレジットカード不可

醤油料理　天忠 ご予約会席料理5％割引
通常のお客様醤油アイスサービス

月亭町田
ランチタイム：コーヒーサービス
ディナータイム：お会計から10％割引(上限1万円迄)
他サービス券との併用不可、テイクアウト不可

木曽路
法事会席のご利用時、グラスドリンク人数分サービス(要予約)
通常メニューのご利用時、4名様迄グラスドリンクサービス
(ビール、ワイン、ウーロン茶、オレンジ、アップル)

町田店

京水仙 飲食代10％割引

右記2店舗 住所 TEL

レ　ス　ト　ラ　ン　・　カ　フ　ェ

ドリンク：50円引き
コーヒー豆： 100円引き（100ｇ） 、200円引き（250ｇ）

小田急町田駅から徒歩3分

コメダ珈琲 対象ドリンクメニューをお値段そのままで、
通常の1.5倍サイズにてご提供

本町田店

しみるワイン専門店

マルクウク
ご注文時、会員カードのご提示でグラスワイン1杯サービス
定休日：日・月・火曜

木曽 増田屋 飲食代5％割引　※ランチメニュー不可　クレジットカード利用不可

ペダラーダ ランチタイム　 ：デザートサービス
ディナータイム：グラスドリンク人数分サービス

小田急線町田駅南口すぐ

三ツ目珈琲

会　食　・　法　事

うどん屋　開　　都
法事（要予約）：ミニ会席料理代金5％割引
または、開都麺バースカードのポイント付与
※どちらかお客様の選択となります　※他のサービスとの併用不可

町　田　エ　リ　ア

ノイズ お会計より10％割引

相原十字路近く

味の民芸 ソフトドリンクサービス（1組4名様まで）
もしくは、アルコール・ソフトドリンク飲み放題　1,600円→300円引き
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特典

住所 東京都町田市木曽西4-1-5 TEL 042-794-9561

特典

住所 東京都町田市玉川学園1-22-20 TEL 042-725-6998

特典

住所
東京都町田市能ヶ谷3-2-1
リレイス鶴川1階

TEL 042-737-2901

特典

住所
東京都町田市原町田6-12-20
小田急百貨店町田店9階

TEL 042-785-4355

特典

住所 東京都町田市玉川学園5-1-5RYビル TEL 042-709-3697

特典

住所 東京都町田市本町田886-4コロナハイム1-ATEL 042-721-2010

特典

住所 東京都町田市森野1-35-8 TEL 042-810-2233

特典

住所 東京都町田市相原町1215-1 TEL 042-772-7095

特典

住所 東京都町田市大蔵町468-6 TEL 042-736-1918

特典

住所 東京都町田市南成瀬1-8-12中山ビル2階 TEL 042-728-0372

特典

住所 東京都町田市原町田3-2-7岸間ビルB1階 TEL 042-723-3335

特典

住所 東京都町田市金森6-41-19 TEL 090-7270-0875

特典

住所
東京都町田市原町田6-29-4
寺田ビル1F-A

TEL 042-728-7550

特典

住所 東京都町田市相原町1158-12 TEL 080-9418-1189

特典

住所 東京都町田市木曽東4-27-19 TEL 042-792-6367

特典

住所 東京都町田市野津田町2413-1 TEL 042-737-3310

特典

住所 東京都町田市原町田6-10-17萩原ビルB1F TEL 042-722-3850

特典

住所 東京都町田市木曽東4-1-8 TEL 042-710-7029

地中海料理
コシードデソル

ガーリックスープお一人様1枚サービス

Deux et Q ランチ：コーヒー1杯サービス
ディナー：生ビール小1杯サービス

談話室　娑羅の木 ランチコーヒーサービス(1杯)
※ランチを召し上がっていただいた方のみ

0-cafe 焼き菓子プレゼント

洋食麦星
ｂｙグリル満点星麻布十番

ドリンクまたはミニデザートプレゼント
他券併用不可。他サービス併用不可。
ドリンクは種類に限りがあります。

町田店

cafe lazique 700円以上お買い上げで会計時に100円引き

シーフード＆ステーキ
ジーニーズ町田

デザートサービス

ロプチューティーガーデン 茶葉1,500円以上お買い上げのお客様に、
ティーバッグ3枚プレゼント

玉川学園店

讃岐うどん　かいと

韓国家庭料理さらん 3,000円以上ご利用のお客様10％割引(店内のみ)

食事をされたお客様にソフトドリンクサービス
(1組4名様まで)

町田木曽町店

焼　肉

牛角 お食事代1,000円引き
※税抜5,000円以上時　ランチタイムの使用不可

和　食

とんかつ　とん久 カニクリームコロッケ1個サービス
(定食、弁当注文時のみ)

SunnyBoony 16時以降にお食事の方にコーヒー又は紅茶サービス

コミュニティカフェ・リレイス

コーヒー豆ご購入で10％増量

ライブ喫茶　イマジン ランチSet100円引き

肉料理　やまなか テーブルチャージ料サービス
※営業時間外のご会食要予約

いろは寿司 ランチ時、上寿司1,950円→1,750円(税込)

ソフトドリンクサービス
※カード1枚ご提示で同伴者様利用可

beans farm
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特典

住所 東京都町田市原町田6-19-15大星ビル2階 TEL 042-710-5510

特典

住所 東京都町田市森野1-34-13　TM3ビル203 TEL 042-850-8346

特典

住所 東京都町田市森野1-35-10 TEL 042-729-3006

特典

住所 東京都町田市原町田6-29-4寺田ビル1階 TEL 042-851-7654

特典

住所
東京都町田市原町田4-15-15
町田ハントリービル1階

TEL 042-726-3598

特典

住所 東京都町田市森野1-35-4 TEL 042-720-9220

特典

住所
東京都町田市原町田4-2-4
ハイストーンビル2階

TEL 042-851-8099

特典

住所 東京都町田市原町田4-6-12 TEL 042-728-8582

特典

住所 東京都町田市相原町1667-1 TEL 042-700-5580

特典

住所 東京都町田市図師町1379-1 TEL 042-703-9722

特典

住所 東京都町田市金井2-1-23 TEL 042-734-5252

特典

住所 東京都町田市木曽東1-36-10リエビル102 TEL 042-850-8172

特典

住所 東京都町田市忠生4-9-5 TEL 042-866-4416

特典

住所 東京都町田市小山町766-6 TEL 042-794-8523

特典

住所 東京都町田市玉川学園2-8-25 TEL 042-727-3517

特典

住所 東京都町田市木曽東3-33-5-6みち楽1階 TEL 090-7909-5134

とりゆう やきとり10本以上お買い上げのお客様に
ネギマ又はもも串を1本サービス

神のよだれ 入店時、カード提示でお会計から5％サービス

いただきますとごちそうさま カードご提示でビールorハイボールorソフトドリンク1杯サービス
(ご来店された皆様利用可)

ケーキ・焼き菓子専門店

ドゥ・リーブル

この世の天國 入店時、カード提示でお会計から5％サービス

「街角グラス」 入店時、カード提示でお会計から5％サービス

甘　味

居　酒　屋

日本酒ラボ

お会計から5％割引（シュークリーム、忠生ロール、プリンを除く）

GOCHI ときわ ディナータイム10％割引

スイーツガーデン
バニラシュガー

お会計から5％割引

パンステージ エピソード カードご提示で5％割引
(他の割引券との併用不可(金券は可))

パ　ン　・　ケ　ー　キ　

Bon　Danish
町田金井店

日本酒80種飲み放題(3,300円)をご注文の方
プレミアムなお酒1杯サービス

クレープアン 600円以上お買い上げで、指定のドリンクの中からドリンク1杯サービス

町田小山店

店頭でお会計の際に5％割引とさせていただきます

カフェ・ド・チワワ
1,000円以上お買い上げでドリンク1杯無料です。
こだわりの生地で甘さ控えめのクレープ
キッチンカーイベント出店承ります。お気軽にお問合せ下さい。

焼肉　Meat it お会計から5％割引

魚晴 乾杯ドリンクサービス
※あんしん倶楽部カードお持ちの方のみ

グランガトー カラメルポンム(大)もしくは(小)2コ入をお買い上げの方
小菓子プレゼント
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特典

住所 東京都町田市中町1-17-10 TEL 042-722-2335

特典

住所 東京都町田市忠生3-1-12 TEL 042-851-9995

特典

住所 東京都町田市小山町2483-2 TEL 042-860-0222

特典

住所 東京都町田市木曽東3-34-35 TEL 042-794-9556

特典

住所
東京都町田市原町田4-9-8
サウスフロントタワー町田シエロ1階

TEL 042-850-9887

特典

住所 東京都町田市森野6-82-1 TEL 042-722-2214

特典

住所 東京都町田市相原町358 TEL 042-774-2681

特典

住所 東京都町田市鶴間7-3-1 TEL 042-788-4126

特典

住所 東京都町田市小山ヶ丘6-3-3 TEL 042-774-0940

特典

住所 東京都町田市原町田6-13-22 TEL 042-722-3112

特典

住所 東京都町田市森野1-12-15 TEL 042-732-9269

特典

住所 東京都町田市原町田3-2-9 TEL 042-724-3111

温　泉　・　健　康　ラ　ン　ド

Promenade 5,000円以上お買い上げの方に粗品進呈

万葉の湯

利用料金特別割引
大人　2,530円→2,200円
小学生　1,320円→1,210円
幼児　990円→990円

東京・湯河原温泉

井上糀店販売店 味噌全品20％割引

ロテン・ガーデン

通常料金より500円引き

ホ　テ　ル　・　旅　館

ラクシオ・イン

家　具

カーテンショップ　森の風

平日50円引き、土日祝100円引き（年末年始除く）
※同伴者2名様まで合計3名様まで

ご成約時にオリジナルエコバックとお米2㎏プレゼント
取付料10％割引

5％割引
（米、数量限定品、LINE広告の品を除く）

町田店

食　料　品

ビジネスホテル 新宿屋 ご宿泊料金から10％割引（電話予約のみ）

雑　貨

株式会社バルバルーン 税抜3,000円以上お買い上げでハートバルーン１コプレゼント

町田店

・提携特別宿泊料金(お問合せください)
・レストラン飲食代金10％割引
中国料理「龍皇(ロンファン)」
天麩羅・しゃぶしゃぶ・会席 「中津川」

レンブラントホテル
東京町田

ホテルリソル町田 通常料金より500円引き(電話予約のみ)

精　肉　店

有限会社　圡方精肉店 5,000円以上お買い上げで10％割引サービス

エコ・イート
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特典

【ツクイ・サンシャイン町田東館】
　　東京都町田市小山ヶ丘1-11-8 042-798-5012

【ツクイ・サンシャイン町田西館】
　　東京都町田市小山ヶ丘1-11-7 042-798-7061

特典

住所 東京都町田市原町田4-12-23　桐屋ビル TEL 042-721-3550

特典

住所 東京都町田市原町田6-21-24松沢ビル3階 TEL 042-726-7401

特典

住所
東京都町田市小山町984-1
小山町村田テナント1階

TEL 042-860-0240

特典

住所 東京都町田市図師町570-109NKビル102 TEL 042-794-9921

特典

住所 東京都町田市図師町570-109NKビル102 TEL 042-794-9921

特典

住所 東京都町田市木曽西4-35-14 TEL 042-793-2637

特典

住所 東京都町田市木曽西5-26-1 TEL 042-791-9301

特典

住所 東京都町田市森野1-39-1　グランドゥールビル4階 TEL 042-728-7568

特典

住所 東京都町田市木曽西1-19-11 TEL 042-789-3533

JOY SOUND カラオケ室料　30％割引（フリータイムの場合は10％割引）

小田急町田北口店

ヘルシーネイルズ ・全メニュー初回20％割引　・2回目以降は5％割引

ネイルサロン

まつ毛エクステ専門店
ローズマリー

全施術代初回のみ20％割引
(フェイシャルエステ、まつ毛エクステ、まつ毛パーマなど)
アットホームな隠れ家サロンで10代～90代の幅広い年齢層の
お客様がいらしています。お気軽にいらしてください。

町田店

貸衣装

着　物

丸中きもの レンタル衣装10～20％割引
（成人式振袖・男子紋付袴・七五三祝義・卒業式袴・喪服・その他式服）

町田店

美　容

株式会社　シーボン 初回限定のトライアルプラン(￥1,500)にヘッドケアを
プラスサービス。※お電話にてご予約下さい

美　容　室

竹取物語 初回のみ20％割引
※全メニュー対象

町田木曽店

介　護　施　設

ツクイ・サンシャイン

随時ご見学承りますご試食も出来ます（要予約）
※お問合せ資料請求は、各施設までお願い致します

店舗名

住所
TEL

右記2施設

カ　ラ　オ　ケ

カラオケ館
（元 シダックス）

一般料金より30％割引（フリータイムは25％割引）

美容鍼灸

Hari艶　はりきゅう院 初回10％割引
お顔の小ジワ、たるみ、免疫力アップに。

beauty&health Arashi 初回10％割引
目力アップに。(まつげエクステンション、まつげパーマ)

アイラッシュサロン

ホームページ
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特典

住所 東京都町田市木曽東4-26-1 TEL 042-851-9667

特典

住所 東京都町田市成瀬が丘1-29-4 TEL 042-799-0388

特典

住所 東京都町田市木曽東3-8-1 TEL 042-724-0201

特典

住所 東京都町田市森野1-10-6 3B TEL 042-709-3736

特典

住所 東京都町田市森野1-19-5 TEL 042-720-1678

特典

住所 東京都町田市森野1-38-5　赤司ビル1階 TEL 042-711-6882

特典

住所 東京都町田市玉川学園8-9-7 TEL 042-724-1636

特典

住所 東京都町田市森野1-38-3 桜井ビル1-A TEL 042-705-5928

特典

住所 東京都町田市原町田4-5-22 TEL 042-723-1149

特典

【木曽店】
東京都町田市木曽西5-7-2 042-792-3807

【忠生店】
東京都町田市忠生1-21-15 042-794-3226

特典

住所 東京都町田市木曽東2-6-1 TEL 042-722-3976

特典

住所 東京都町田市小野路町3186-5 TEL 042-735-6482

特典

住所 東京都町田市中町1-7-2 TEL 042-722-7582

特典

住所 東京都町田市森野1-34-13　2階 TEL 042-739-9850

ふじとみ カードご提示で全品5％割引
※特価品は除く

靴販売・修理

AOKI

靴修理5％offとさせていただきます。

家　電

コムシーズ株式会社 技術料5％割引

パソコン修理

足道楽　町田本店 足クセ診断　通常3,300円　→　無料
中敷きor靴　ご購入で1,000円引き

中敷き・靴専門店

靴専科　町田店
会員カードご提示で初回のみ作業代より10％割引
(他サービスとの併用不可、町田店のみ利用可)
※直接商品を持ってお越しください

補聴器ご購入の方、1台につき5％割引

フ　ァ　ッ　シ　ョ　ン

ハセガワ・メガネ メガネ・サングラスお買い上げのお客様に、
トラベルレンズクリーナー(くもり止め・めがね拭き)プレゼント。

補聴器本舗　町田

靴・かばん・修理メンテナンス

クリーニング shop サクマ 会員価格からさらに10％割引
(大物・特殊品・Ｙシャツは除く)

町田成瀬店

メガネ・コンタクトレンズ10％割引
※一部対象外のものもあります。
訪問サービスも行っております。

ファインノーブル

おしゃれのたんぽぽ 現金でお買い上げ税込総額3,300円以上(特価品除く)で5％割引
※ご利用は会員様ご本人のみに限ります

お買い物総額より全品5％割引　（他の割引券との併用可）

ク　リ　ー　ニ　ン　グ

クリーニングショップ
ひまわり

新規入会時半額　※Yシャツ・特殊品除く
エコバッグ、10,000円分クーポン券プレゼント

店舗名

住所
TEL

町田木曽店

健　康　家　電

右記2施設

ジュエリーデザイン
スタジオ　弥馬屋

ジュエリーリフォーム、修理、お仕立て代金10％割引

アイメガネ

あなたの街の電気屋さん
ワールド電器

初回のみ出張料無料(町田市内に限り)
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特典

住所 東京都町田市忠生3-25-11　忠生ビル302 TEL 042-794-6811

特典

【町田院】
東京都町田市忠生3-16-4 042-794-6944

【滝の沢院】
東京都町田市木曽町120-1 042-860-7708

特典

住所 東京都町田市木曽東4-17-1　2階 TEL 042-794-6142

特典

住所 東京都町田市原町田4-10-12 3階 TEL 070-8462-5684

特典

住所 東京都町田市本町田2015-12 TEL 042-860-6465

特典

【山崎本院】
東京都町田市山崎町2200-3-17-105

042-793-7555

【鶴川分院】
東京都町田市鶴川2-14-21 042-708-8542

特典

住所 東京都町田市中町1-10-21-1階 TEL 042-813-4381

特典

住所 東京都町田市旭町1-23-4 TEL 042-726-1171

特典

住所 東京都町田市小山町42-1 TEL 042-860-1917

特典

住所 東京都町田市根岸2-1-2OTMビル3階 TEL 050-5435-7378

特典

住所 東京都町田市中町2-15-18 TEL 042-726-1500

特典

住所 東京都町田市図師町602-8アイワビル101 TEL 042-793-1056

会員制トレーニングジム

町田コンディショニング
ジム健介

年間44,800円以下で通い放題
初回登録料半額　5,000円→2,500円
初回体験料無料

Dog Salon　Rocco 初回ご来店時つめ切無料※要予約

エニタイムフィットネス

①通常1,100円(税込)の1日体験料金が無料
※1日体験はお1人様1階限り
②ご入会者様はキャンペーン翌月(3ヶ月目)の月会費が
7,678円(税込)→4,678円(税込)

町田小山店

𠮷田整骨院

脳でなおす肩こり、腰痛、神経痛
例)頭痛・生理痛→1秒、肩こり・腰痛→数秒、股関節→1分
初回料3,000円→1,500円(終回より3ヶ月有効)、施術料2,900円(1部位)
電波療法+耳つぼダイエット　初回料3,000円→1,500円
電波療法　シングル1回2,100円(30分)、ダブル1回4,000円(60分)

ペ　ッ　ト

さいとう接骨院
初回自費診療代1,100円→無料

店舗名

住所
TEL

右記2施設

モリヤ動物病院 初診料2,000円を無料といたします

健　康

つばさクリニック 無料での勉強会提供

みどりヶ丘整骨院 施術料8,800円のところ、2回で2,980円で施術いたします

やぎ鍼灸接骨院 初回のお客様60分6,000円→5,000円にてご提供

STREAM ①パーソナルトレーニング一回無料
②オンラインでのリモートナルレッスン(集団セッション)１ヶ月お試し無料

武相町田店

ほねごり接骨院・
はりきゅう院

①初回検査料（2,500円）と自費施術(3,850円)を合わせて2,980円(税込)
②自費施術2回目も2,980円（税込）

店舗名

住所
TEL

右記2施設

町田名倉堂整骨院 オステオパシー整体(自費)
初回検査料2,000円→無料
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特典

住所 東京都町田市原町田6-3-4町映ビル6階 TEL 042-726-0605

特典

住所 東京都町田市中町1-30-2中町岩波ビル3B TEL 042-851-8368

特典

住所
東京都町田市原町田1-6-24
田島第二ビル地下1階

TEL 042-723-4888

特典

住所 東京都町田市金井ヶ丘2-17-9 TEL 042-736-3779

特典

住所 東京都町田市本町田2424-21　ト-6-401 TEL 042-793-0504

特典

住所 東京都町田市木曽東1-48-44 TEL 042-860-5117

特典

住所
東京都町田市原町田3-2-1
原町田中央ビル5階

TEL 042-720-3120

特典

住所 町田市金森東3-37-12 TEL 042-814-6903

特典

住所 東京都町田市森野5-25-55 TEL 090-5995-2219

特典

住所
東京都町田市旭町1-24-1
ままともプラザ町田店2階

TEL 042-404-5055

特典

住所 東京都町田市本町田1173-1 TEL 0120-134-003

株式会社　ますけん 骨董・美術品・貴金属・リサイクル品の買い取り
お見積り額から10％ＵＰ

生前整理・遺品整理

法　律　・　法　務　相　談　（行政書士・司法書士）

からいし行政書士事務所

初回相談無料
「認知症になったら」「家族に想いを残したい」
「頼れる人がいない」とお悩みの方、ご不安をお聴きします。
皆様の「笑顔」と「安心したよ」の一声が一番うれしい行政書士です。

有限会社　HIMAWARI リフォーム工事全般(内装・外装・屋根・塗装)代金より15％割引
お問合せの際に「あんしん倶楽部会員」とお伝え下さい

YOKOTA BASE STUDIO
レンタルポイント2倍
ダンス・楽器体験レッスン無料
公式HP　https://yokotabasestudio.com/

町田店

HIROアート工房 商品ご購入の際は5％割引
体験レッスン(初回のみ)無料

T&A税理士法人

①初回面談無料　※お電話にてご予約下さい。
②面談当日に財産診断書の作成サービス
③二次相続シミュレーションも面談当日に作成
相談のみでも大歓迎です！

原町田中央事務所

相　続　相　談　（税理士）

生　活　相　談　・　そ　の　他

渋谷不動産相続
・

シニア関連
総合コンサルタント事務所

シニア世代のお困りごとの解決に、総合コンサルタント事務所として、
５つのメニュー(分野ごとに4つの事務所と教室で運営)を用意。
初回相談(2時間、提案書付き)3,000円引き※３密回避の相談方式
1.渋谷相続士事務所
2.渋谷ファイナンシャル・プランナー事務所
3.渋谷賃貸不動産経営管理士事務所
4.渋谷マンション管理コンサルタント事務所
※不動産相続・シニア関連4大セミナーを年間を通じて開催
5.渋谷脳トレ英会話教室(出張型)

シニア世代のお困りごと相談

保険クリニック
ままともプラザ

保険の総合代理店
ロピアさんのお買物券1,000円分プレゼント
※保険の相談予約を頂いた方

教　室　・　習　い　事

ハクビ京都きもの学院
町田校

無料体験の方へハンカチプレゼント
入学者に半巾帯プレゼント
(着物プレゼントのコースもあり)

現代教室　中国語教室 入学料無料
体験レッスン1時間無料

住　ま　い　・　不　動　産　・　リ　フ　ォ　ー　ム

有限会社　源希 建物の簡易な調査診断費用　無料(通常3～5万円)
工事見積金額より5％割引

公式HP
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特典

住所 愛甲郡愛川町中津729-7 TEL 046-286-0506

特典

住所 愛甲郡愛川町半原914 TEL 046-281-0100

特典

住所 愛甲郡愛川町田代134 TEL 046-281-0675

特典

住所 愛甲郡愛川町中津1908-3 TEL 046-281-7250

特典

住所 愛甲郡愛川町三増46 TEL 046-281-3251

特典

住所 愛甲郡愛川町中津7389-1 TEL 046-286-1211

特典

住所 愛甲郡愛川町中津7282-2 TEL 046-285-2941

特典

住所 愛甲郡愛川町半原3058 TEL 090-8847-9837

特典

住所 愛甲郡愛川町半原4184 TEL 046-281-0134

特典

住所 愛甲郡愛川町田代234-1 TEL 050-5361-7926

特典

住所 愛甲郡愛川町半原482 TEL 070-8324-6724

特典

住所 愛甲郡愛川町春日台4-1-13 TEL 046-286-3839

特典

住所 愛甲郡愛川町半原3438 TEL 046-207-7137

特典

住所 愛甲郡愛川町棚沢1006 TEL 090-1407-6106

レストラン・ラピュタ ソフトドリンク1杯無料

年茶屋 焼き菓子50円引き

花屋食堂 お会計から50円引き

仏果堂

1,000円以上のご注文で、
チチャモラーダ(むらさきトウモロコシ)かコーヒー1杯サービス

かつ心 飲食代10％割引

観泉荘こまや

ドリンク1杯目50円引き

10名様以上のご法事・ご宴会のお客様に飲食代10％割引
お弁当は5％割引

れすとらん　YOSHIYA
飲食代10％割引　※要予約
大人数でご来店の際、車は乗り合わせでいらっしゃいますようお願いし
ます。

カ　フ　ェ　・　レ　ス　ト　ラ　ン

糀カフェ　つぼみ ランチご利用時、セットドリンク無料

会　食　・　法　事

おいしさと良心的な価格とおもてなし

五稜郭
10名様以上のご法事・ご宴会のお客様に飲食代10％割引

愛　川　エ　リ　ア

喫茶　ネコの森 飲食代10％割引

ペルーレストラン　TIKI

大和屋

ドリンク1杯目50円引き

10名様以上のご法事・ご宴会のお客様
飲食代金10％割引

cafe 豊作 米粉のビスコッティ　1本プレゼント

FUZEE　CAFE
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特典

住所 愛甲郡愛川町中津7495 TEL 070-4446-6099

特典

住所 愛甲郡愛川町半原2640-13 TEL 046-206-8839

特典

住所 愛甲郡愛川町田代1995-4 TEL 046-215-9985

特典

住所 愛甲郡愛川町半原4217 TEL 046-281-0245

特典

住所 愛甲郡愛川町角田261-3 TEL 046-285-1790

特典

住所 愛甲郡愛川町半原1932-1 TEL 046-281-5328

特典

住所 愛甲郡愛川町半原4430 TEL 046-281-0220

特典

住所 愛甲郡愛川町中津2651-5 TEL 046-286-5095

特典

住所 愛甲郡愛川町中津1595 TEL 046-286-5011

特典

住所 愛甲郡愛川町中津1606-1 TEL 046-285-4051

特典

住所 愛甲郡愛川町中津336-1 TEL 046-285-0416

特典

住所 愛甲郡愛川町中津1705-6 TEL 046-239-4651

特典

住所 愛甲郡愛川町半原4133-11 TEL 046-281-0135

特典

住所 愛甲郡愛川町中津661-5 TEL 046-284-3288

喜らく鍼灸整骨院 初回サービス券1,000円プレゼント

有限会社　熊坂商店
引き出物(煎茶詰合せ)をご注文のお客様
お会計から10％割引(要予約)
その他の商品5％割引

メガネ・補聴器10％割引
※特価品は対象外　※他割引券との併用不可

愛川中津店

アルコール以外5％割引

健　康

フ　ァ　ッ　シ　ョ　ン

メガネストアー

パ　ン　・　ケ　ー　キ　

パン屋　ADAPAN 500円以上お買い上げで10％割引

ぶーコッコ 2,000円以上お買い上げでお惣菜一品サービス

税込3,000円以上お買い上げで御炭山もなか１個サービス

お会計より5％割引

甘　味

有限会社　寿々喜菓子舗

パン処　あんずのしっぽ お会計より5％割引

フ　ィ　ッ　ト　ネ　ス　

株式会社　菓匠土門

食　料　品

井上商店

PMAキックボクシング＆
フィットネススタジオ

フィットネスジム1日利用
ビジター通常3,000円→1,500円
希望者の方ウォーターベッド10分無料

お　菓　子

駄菓子屋CANDY・STORE 駄菓子500円以上お買い上げで50円引き

オギタプランニングQBBASE

ほか弁・ほか丼　七瀬 弁当・丼物1食お買い上げにつき、コロッケ1個サービス

こめこめハウス お米5kgお買上げ毎に100円引き

中津店

お　弁　当　・　宅　配

　　　　　　ワン・ツー

肉の1・2
会計時に5％割引
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特典

住所 愛甲郡愛川町中津780-2 TEL 046-286-1634

特典

住所 愛甲郡愛川町中津971-18 TEL 046-286-0094

特典

住所 愛甲郡愛川町田代7-5 TEL 046-281-5929

特典

住所 愛甲郡愛川町角田256 TEL 046-285-2473

特典

住所 愛甲郡愛川町中津781-2 TEL 046-286-1977

特典

住所 愛甲郡愛川町角田3209 TEL 046-285-1789

特典

住所 愛甲郡愛川町中津780 TEL 046-285-0527

特典

住所 愛甲郡愛川町中津6890-1 TEL 046-286-3322

特典

住所 愛甲郡愛川町春日台5-7-7 TEL 046-286-1516

ヘアーサロン　Yagi お会計から10％割引

住　ま　い　・　不　動　産　・　リ　フ　ォ　ー　ム

アルミ建材セイユー
アルミサッシ工事、修理全般、ガラス修理、網戸張替え等
工事金額から5％割引
※詳しくはお問合せください

ペ　ッ　ト

Redog　(リドッグ) トリミング10％割引

いわさわ写真店
記念写真・肖像写真などスタジオ撮影をされた方に、
Lサイズの写真をプレゼント
※詳しくはお電話ください、撮影される場合予約が必要です

ホ　テ　ル　・　旅　館

文　房　具　・　事　務　用　品

文房具のたまのや お線香・数珠　20％割引

写　真

マミヤ印房 お会計から10％割引
※セール対象商品は除く

美　容　室

hair's ACT.

割烹旅館　大進館 御利用料金より10％割引

司法書士

法　律　・　法　務　相　談　（行政書士・司法書士）

齊藤春雄事務所 相続登記、初回無料相談(60分以内)

お会計時に技術料10％割引
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特典

住所 東京都八王子市明神町2-10-10 TEL 042-649-5090

特典

住所 厚木市関口848-10-1F TEL 046-245-0900

特典

住所 川崎市多摩区西生田1-1-1 TEL 044-966-0610

特典

住所 山梨県富士吉田市新西原5-6-1 TEL 0555-23-2111

特典

住所 静岡県熱海市田原本町2-19 TEL 0557-81-5181

特典

住所 東京都港区西新橋3-23-6 TEL 03-3434-0333

特典

住所 【本社工場】東京都町田市忠生1-12-10 TEL 042-793-2360

特典

住所
横浜市神奈川区金港町6-14
ステートビル横浜6階

TEL 045-534-7688

特典

住所 横浜市青葉区恩田町3282-3 TEL 045-298-9903

勝　司法書士法人

任意後見、成年後見人についての相談、初回無料(90分)
※担当の興山(おきやま)まで、お電話にてご予約ください。
事務所は横浜駅きた東口A出口(ベイクォーター方面)から
徒歩5分です。

相模原市・町田市・座間市・横浜市
八王子市・多摩市に多数展開

さくら綜合レジャー ホテル三日月　　ホテルニューアカオ、その他　箱根、福島県、
群馬県、山梨県などの旅館、 ホテルなどが格安にて

ク　リ　ー　ニ　ン　グ

クリーニングショップ
ひまわり

新規入会時半額　※Yシャツ・特殊品除く
エコバッグ、10,000円分クーポン券プレゼント

小林恭子
司法書士事務所

①ZOOM相談、出張相談初回無料でご希望の場所にお伺い致します。
(横浜市、町田市、相模原市、他エリア要相談)
②弊社へお越しの場合は2回目以降も相談無料(駐車場有)
③一般社団法人相続診断協会の相続診断チェック及び
診断書プレゼント

法　律　・　法　務　相　談

富士急ハイランド

フリーパス割引（アトラクション乗り放題）
大人6,200円⇒6,000円　中高生5,700円⇒5,500円
小人4,500円⇒4,300円　幼児・シニア2,100円⇒2,000円
※カード提示で5名様まで有効

ホ　テ　ル　・　旅　館

熱海聚楽ホテル 宿泊料の10％割引

厚木店

遊　園　地

宅配とんかつ専門店
かさねや

税込2,000円以上のご注文で10%OFF
宅配可能エリア：八王子市片倉から日野台までの地域
※詳しくはお気軽にお問い合わせください

和　食

カレーうどん屋
咲々（ささ）

温泉玉子または半ライスサービス（同伴の方全員使用可）
※他のサービスとの併用不可
定休日　火曜日

ブティックナリッシュ
お買い上げの方全員にファッションマスク1枚プレゼント
税込10,000円以上お買い上げの方1,000円引き
※お会計時に会員カード提示をお願い致します

読売ランド店

フ　ァ　ッ　シ　ョ　ン

そ　の　他　エ　リ　ア

宅　配　弁　当
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特典

TEL 03-3966-7736

直通 080-7943-7318

特典

住所 東京都八王子市兵衛2-10-5 TEL 080-3501-9045

特典

住所 相模原市南区古淵1-18-20 TEL 090-8778-0250

特典

住所 相模原市南区相模大野9-26-3 TEL 042-719-0684

特典

住所 相模原市緑区大山町11-4 TEL 042-772-6424

特典

住所 相模原市中央区清新5‐11‐24 TEL 042-772-3698

特典

住所 愛甲郡愛川町中津3367-7 TEL 046-285-0351

特典

住所 町田市木曽西2-1-12 TEL 042-789-7365

特典

住所 相模原市中央区中央3-9-9 TEL 042-769-6960

介護タクシー・付き添いサービス

全　エ　リ　ア　対　応

健　康　機　器

株式会社セキムラ

【全商品5％OFF】※台数、機種によっては割引が変わります
【全国どこでもお伺いいたします】
一般的な空気清浄機とお値段はほぼ変わらず、コンパクトで通常の空
気清浄機の100倍の効果があります。インフルエンザ、ノロウイルス、
花粉や害虫プラスどんな臭いもお任せください！
もちろん除菌・脱臭ができ、人体に悪影響のないオゾン発生器となって
おります。

住所 東京都板橋区志村1-28-1

住　ま　い　・　不　動　産　・　リ　フ　ォ　ー　ム

株式会社　桜建築事務所 注文住宅販売・リフォーム・不動産業・建築業
工事金額（税抜）の１％を商品券にてキャッシュバック

真田砿油株式会社 1リットルあたり3円引き

(有)菊地塗装社 塗装工事・リフォーム全般　
ご契約で10万円引き

有限会社
クリーンアベニュー

各種施工金額より10％割引
シロアリ、ゴキブリ、ダニ、ハチ、ネズミ、ハクビシン
その他害虫獣防除全般・感染症対策消毒

害虫防除・消毒全般

美　容

日本保健福祉
ネイリスト協会

ella nail
エラ　ネイル

出張美容サービス　
各ご自宅に伺い下記サービスを致します。各種10％OFF
　　　・ジェルネイル つけ放題(ハンド)￥7,900→￥7,110
　　　・ジェルネイル つけ放題(フット)￥8,900→￥8,010
　　　・フェイシャル￥4,900→￥4,410
　　　・ソフレクソロジー￥4,900→￥4,410
　　　※出張費別途距離により変わります。

介　護　タ　ク　シ　ー

メルシィアイ株式会社 「介護タクシー」及び「付き添いサービス」の利用金額より5％割引
介護付き旅行（日帰り旅行除く）金額より10％割引

健　康

CLOVER
マッサージ・鍼灸院

・訪問マッサージ1回無料※但し、保険適用者に限る
・無料体験時に四つ葉のクローバー(本物)プレゼント
※数に限りあり

※訪問専門

ガ ソ リ ン ス タ ン ド

真田石油販売株式会社 1リットルあたり3円引き

16号線沿い、橋本五差路近く
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特典

住所 愛甲郡愛川町中津4078 TEL 046-258-6217

特典

住所 TEL 090-9832-3326

特典

住所 相模原市緑区橋本6-42-13 TEL 042-772-7255

特典

住所 相模原市緑区二本松3-18-1-102 TEL 042-703-6090

特典

住所 相模原市中央区上溝4-9-10 TEL 042-762-2157

特典

住所 相模原市南区麻溝台8-2-7 TEL 042-748-6020

特典

住所
相模原市緑区橋本6-27-4
福田屋商事ビル1階

TEL 042-703-8770

特典

住所 相模原市中央区田名塩田1-6-14 TEL 0120-916-666

特典

住所 東京都町田市上小山田町2072 TEL 042-798-1311

特典

住所
神奈川県横浜市緑区十日市場町805-1
十日市場佐藤ビル3階

TEL 045-989-0871

特典

住所 相模原市緑区三ケ木427-3 TEL 042-784-0208

株式会社　髙橋石材店 墓石工事代金10％割引

南大沢バードヒルズ内墓石・墓石工事代から10％割引
公営霊園・寺院墓地・自家墓地の墓石・墓石工事代から10％割引
上記の御見積り書作成無料

有限会社　山口印刷 各種挨拶状等5％割引

須藤石材株式会社 墓石工事代金10％割引

神奈川支店

印刷物全般

遺　品　整　理

株式会社　クリーン・ベア
不用品回収・清掃・引越・遺品整理
1.お見積もり金額から1割引
2.水回り清掃を無料提供

生前整理・遺品整理

墓　石

引　越

着　物

出張着付け
着付け　紅屋

神奈川県県央地区を中心に出張着付け致します。
(相模原・座間・愛川・厚木・海老名・大和・綾瀬等)
出張時のご依頼内容(振袖・訪問着等)の技術料金より10％割引
(成人式当日の割引はできかねます)

印刷物全般

株式會社　日相印刷 各種挨拶状等5％割引

印刷物全般

株式会社　CFP
デザイン・イラストご依頼時定価から10％割引
名刺印刷時に通常100枚→110枚に増量。※条件あり。詳しくは下記
電話番号までお問い合わせください

印刷喪中ハガキ等5％割引

ヤマトホーム
コンビニエンス（株）

1.引越タイムリーサービス、ジャストサービス基本料金より10％割引
2.単身引越サービス　１件につき2,000円引き
※3/20～4/10は除く

厚木支店

印　刷　喪　中　ハ　ガ　キ　等

株式会社　白鷹

印刷物全般

株式会社　うろこ屋
10％割引
喪中・寒中見舞いはがき等、各種挨拶状や印刷物をお作り致します
お電話でお気軽にお問い合わせ下さい

印刷物取扱

タイヨー印刷株式会社

46 / 47 ページ



特典

住所 座間市広野台1-4-1 TEL 0120-373-867

特典

住所 町田市図師町1016-1 TEL 042-792-9683

特典

住所 相模原市南区南台5-10-10 TEL 042-744-1500

特典

住所 東京都港区北青山2-7-20　猪瀬ビル2階 TEL 03-4405-9485

特典

住所 相模原市中央区矢部2-4-2 TEL 080-4860-0268

特典

住所 相模原市緑区東橋本2-13-1 TEL 090-8877-2636

特典

住所 横浜市南区白金町1-23-406 TEL 045-241-6681

特典

住所 東京都町田市森野1-31-8キメダビル3階 TEL 042-860-7023

特典

住所
相模原市南区相模台2-5-13
ライオンズマンション相模台第5-107

TEL 050-3503-4139

寿量寺内

アニマルコミュニケーション
りんりん

ペットロスまたは人生相談
初回のみご相談料1,000円（時間30分）とさせていただきます

真心動物霊園 火葬時　生花サービス

レ　ジ　ャ　ー

鳥久
バーベキューサービス

ご利用金額の10％割引
※予約時に「永田屋あんしん倶楽部」利用をお知らせいただき、
当日お支払い時にカードをご提示下さい

おださが綜合事務所 司法書士（相続による不動産名義変更　遺言作成支援　家族信託）　
社会保険労務士（遺族年金手続）

コンサート

法　律　・　法　務　相　談

オールウェイズ
司法書士事務所

①相談料、出張費　何度でも無料
（東京都、神奈川県内のみ。交通費は除く。※要予約。）
②ご依頼時は通常報酬より5％サービス
③遺言・相続のお手続きを定額料金で承っております。
（一定の条件あり。お問い合わせ下さい。）

プレアデス
ミュージックオフィス

①子供～大人まで、個々の目標に合わせたピアノレッスン
　 月謝(\6,000～\8,000)が３ヵ月間半額
②音楽葬をご成約で総額(音楽葬プラン)から5%割引
③お誕生日、ご法要等イベントでの生演奏をご成約で
   総額(生演奏)から5%割引

コ　ン　サ　ー　ト　・　娯　楽

株式会社　オールドキッズ オールドキッズ主催、共催、協力するイベントのチケットを10％割引
開催予定の催しは直接お問合せください

似　顔　絵　制　作　

似顔絵制作ドットコム 世界チャンピオン　田中ラオウ指名似顔絵500円引き
通常3,240円→2,700円

教　室　・　習　い　事

散　骨

動　物　霊　園

散　骨

湘南海洋散骨
茅ヶ崎サザンクロス

代理海洋散骨49,800円(税別)  チャーター散骨198,000円(税別)
チャーター散骨で乗船されたお客様にソフトドリンクサービス
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