H29.6月号

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。

橋 本 近 隣 会 食 ・ 法 事
1

うどん屋

開

法事（要予約）：ミニ会席料理代金5％割引
特典 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

都

相原十字路近く
2

住所 町田市相原町2180-1

釜めし やな川

特典

宝泉寺近く
3

飲食代10％割引
※クレジットカード他サービス券との併用不可

住所 相模原市緑区川尻4483

四季和膳 いづみ

特典

4

特典

永田屋橋本本店隣り

TEL 042-782-2326

法事（要予約）：霊供膳サービス
※ご予約の際「あんしん倶楽部」の会員とお伝えください

相模原赤十字病院向かい 住所 相模原市緑区中野225

和食処 しまざき

TEL 042-775-5701

TEL 042-784-1300

ランチタイム ：50円引き
ディナータイム：飲食代の5％割引

住所 相模原市緑区橋本8-1-10

TEL 042-771-7471

富 士 見 近 隣 会 食 ・ 法 事
5

6

7

8

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

住所 相模原市中央区田名4127-5

江戸前寿司 まさき

特典

田名工業団地入口近く

住所 相模原市中央区田名4099-7

海鮮茶屋
せんざん本店
木曽路
相模原店

日本料理 志むら別館
9

10

特典

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
TEL 042-814-2228

特典

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

住所

【相模原店】
相模原市中央区相生1-1

特典

お食事注文時グラスドリンク人数分サービス
（ビール、ワイン、ウーロン茶、オレンジジュース）

住所 相模原市中央区清新5-10-16

TEL 042-776-8588

TEL 042-775-5750

特典 飲食代10％割引
住所

とん平

TEL 042-761-0828

相模原市中央区相模原4-11-11
ア・ドマニー4F

TEL 042-756-8011

食事※ランチ除く ： 特製自家製ソース2合瓶サービス
法事（コース要予約） ： 霊供膳サービス
特典
宴会（コース要予約） ： デザート人数分サービス
※ご注文時（ご予約時）にカードご提示ください ※定休日：水曜日
住所 相模原市中央区小山1-3-9
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TEL 042-773-4422

小 田 急 相 模 原 近 隣 会 食 ・ 法 事
11

12

京懐石 りほう

住所 相模原市南区相模大野3-13-13

14

15

TEL 042-747-3111

すし魚菜 かつまさ

ランチタイム ：デザートサービス
特典 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

住所 相模原市南区相模大野3-15-10

つつじの茶屋
13

特典 ご利用代金から5％引き

特典 飲食代10％割引

小田急ホテルセンチュリー
住所 相模原市南区相模大野3-8-1
相模大野 10階

まんまみ～や

TEL 042-749-0344

TEL 042-767-1111

特典 飲食代10％割引

相模大野店

住所 相模原市南区相模大野3-12-6ＶＩＡビル6Ｆ TEL 042-765-5654

海鮮市場

特典

成瀬店

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

住所 町田市成瀬2300-1

TEL 042-724-2244

フ ァ ス ト フ ー ド
16

マクドナルド

特典 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

住所 ■相模原市中央区富士見3-7

TEL 042-756-1321

洋 食
イタリア＆鉄板料理
17

家のキッチン.
コナミ・スポーツクラブ１F
グリルキッチン

18

ボン・ロザージュ

住所 ■相模原市南区南台3-1-27

ア・ドマニー

極goku×Bistoro Masa

住所

■相模原市中央区相模原4-11-11
ア・ドマニー2F

特典

極goku×BistroMasaフルコース
1名様料金4,000円（税別）→3,500円（税別）

コピオ相模原インター店内 住所 ■相模原市緑区向原4-2-3
コピオ相模原店内
21

橋本駅徒歩2分
22

ハックルベリー
シチューと冒険を売る店

TEL 042-767-1111

特典 飲食代10％割引

20

Bistoro Masa 極 kiwami

TEL 042-749-8333

特典 飲食代10％割引

小田急ホテルセンチュリー
住所 ■相模原市南区相模大野3-8-1
相模大野 7階
町の洋食屋

19

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
特典
※お酒が飲めない方は、ソフトドリンク１杯サービス
※会員証提示頂いたお客様に限ります

特典

TEL 042-756-2400

TEL 042-851-2859

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

住所 ■相模原市緑区橋本2-4-7 KTSビル1F

TEL 042-703-0734

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）
特典 営業時間：平日16：00～23：00 土日祭11：00～23：00
定休日：水曜日
住所 ■相模原市緑区城山4-2-10
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TEL 042-782-7700

特典 飲食代10％割引※他割引券との併用不可※全時間帯にて利用可

ステーキのどん
23

店舗名

住所

右記2店舗
24

レストラン 栗の里
相模原インター前

ペダラーダ

特典

【相模原 橋本店】
■相模原市緑区橋本8-2-1

25

TEL

【相模原 高根店】
■相模原市中央区高根1-6-1

042-758-1162

女性全員に手作りデザートをサービス
（お食事をされた女性全員に1つずつサービス） ※土・日・祭日除く

住所 ■相模原市緑区二本松2-56-24
特典

042-700-1778

TEL 042-719-6393

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

小田急町田駅から徒歩3分 住所 ■東京都町田市中町1-4-2
町田新産業創造センター1Ｆ

TEL 042-851-8038

和 食
飲食代8％割引
特典 ※他割引券との併用不可
※割引金額の上限は合計金額25,000円飲食した場合まで

26

和食レストラン
とんでん
店舗名

住所

右記5店舗
やわらかとんかつ
27

かつ泉
相模原店

28

しゃぶしゃぶ 温野菜
橋本店

29

30

しゃぶしゃぶ 温野菜
淵野辺店

しゃぶしゃぶ 温野菜
座間広野台店

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

【相模が丘店】
■座間市相模が丘1-9-18
【座間店】
■座間市入谷1-247

046-258-1431

【町田店】
■町田市旭町1-4-2

042-720-1577

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

住所 ■相模原市中央区富士見3-7-6
特典

TEL 046-258-3961

TEL 042-730-5101

イタリア豚と国産銘柄鶏の食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題
￥3,160→￥2,280（税抜）

TEL 042-700-1929
特典 お食事注文時、人数分、乾杯ドリンクサービス
住所 ■相模原市緑区相原5-13-3

住所 ■相模原市中央区共和4-7-10
特典

TEL 042-704-2788

お会計より1,000円割引
※5,000円以上（税抜）の会計時有効

住所 ■座間市広野台1-13-36
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TEL 046-266-5505

特典 飲食代10％割引※全時間帯にて利用可

しゃぶしゃぶ どん亭
31

店舗名

住所

右記2店舗

【相模原 高根店】
■相模原市中央区高根1-6-3

042-700-1778
TEL

042-851-4177

宴会（料理＆飲み物）予約の方、10名様以上の利用時
特典 カラオケセット料金（2時間）5000円（税別）→2500円（税別）
※20名様以上は無料

けいせんてい

創業大正3年 桂川亭
32

【相模原 橋本店】
■相模原市緑区橋本8-2-1

小倉橋側 本館

住所 ■相模原市緑区川尻1119

料理 鮎や

特典

小倉橋側 桂川亭別館

TEL 090-4592-2400

鮎フルコース（季節料理予約コース）
1名様料金5500円（税別）→5000円（税別）

住所 ■相模原市緑区川尻1119-12

TEL 090-4592-2400

お 好 み 焼 き ・ た こ 焼 き
33

お好み焼き本舗
相模原店
お好み焼き・たこ焼き・鉄板焼き

34

浪花っ子

特典 お会計から10％割引※食べ飲み放題宴会コースは利用不可
住所 ■相模原市中央区矢部2-16-15
特典

TEL 042-730-3163

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）

ﾒﾓﾘｱﾙﾊｳｽ小田急相模原通り沿い 住所 ■相模原市南区南台3-4-45

TEL 042-746-4301

寿 司
35

すし太郎
相模台小学校近く

特典 17時以降、お通し（￥324）人数分サービス
住所 ■相模原市南区南台6-1-17

TEL 042-746-3630

焼 肉
36

37

焼肉屋さかい
橋本店

焼肉レストラン 八宝亭

特典 飲食代10％割引※他券併用不可
住所 ■相模原市緑区橋本5-14-5

TEL 042-770-8929

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
特典 （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）

マクドナルド16号相模原店さん向い 住所 ■相模原市中央区矢部3-9-16

TEL 042-756-8565

焼 き 鳥

チキンフード大和田
38

特典 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
■相模原市緑区二本松4-25-11
住所
TEL 042-771-0047
二本松ライフマート1Ｆ

パ イ
Hiro's Factory
39

パイの家
小田急相模原駅徒歩7分

特典 10％割引
住所 ■座間市相模が丘1-18-48-102

TEL 042-747-0385

イ ン ド 料 理
インド＆ネパールレストラン
40

ラスミ LAXMI
清新北交差点近く

41

INDIAN RESTAURANT
RASANI
インド料理 ラサニ

特典

ランチタイム ：50円引き
ディナータイム：10％割引

住所 ■相模原市中央区清新1-7-11西開発ビル TEL 042-786-6557
特典 お会計より5％割引
住所

■相模原市南区南台5-10-8
相模台接骨院ビル2F
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TEL 042-747-2979

中 華 料 理

中華料理 珍味楼
42

特典 お会計より10％割引、次回使えるお食事券プレゼント
住所

ロエンサイカン

ディナー全品5％割引(コースも含む)
特典 法事（要予約）：飲食代の10％割引
※他の割引・クーポンとの併用不可

小田急相模原店

住所 ■相模原市南区南台3-8-46GPビル

魯園菜館
43

■相模原市中央区中央4-1-1
アイワールﾄﾞリバティプラザ１階

TEL 042-756-8482

TEL 042-705-6098

飲 食
44

小原本陣 「夢屋」
小原本陣前

45

特典

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

住所 ■相模原市緑区小原753

れすとらん 碇屋

特典

TEL 042-657-3888

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

住所 ■相模原市緑区相原2-31-2

TEL 042-773-4356

喫 茶 店
46

コーヒー カンタータ

特典

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）

住所 ■相模原市中央区矢部3-16-2

コメダ珈琲

47

48

特典

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

橋本店 永田屋隣り

住所 ■相模原市緑区橋本8-2-1

カフェモカ壹番館

特典

特典

石井珈琲店

49

川尻交差点近く

自家製トルティーヤとバカラコーヒーの店

カフェ
51

ｃａｆｅ

キュイ

キュイ

Cui-Cui
ワッカ ベーグル隣り
オールド・ビーンズの珈琲専門店

52

TEL 042-815-3141

特典 お会計より100円引き

café de lipa

50

TEL 042-782-7633

ドリンク：50円引き
珈琲豆購入でポイント2倍

住所 ■相模原市緑区久保沢3-3-39

カフェ デ リパ

TEL 042-700-7515

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

住所 ■相模原市緑区川尻1611-16
自家焙煎

TEL 042-715-3794

トロワアンジュ
相模大野北口商店街

住所 ■相模原市南区相模台6-27-21

TEL 042-705-5464

お会計時に1,200円以上で5％割引
特典 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）
住所 ■相模原市南区旭町24-31-103

TEL 042-719-3431

特典 総額の50円引をさせていただきます
住所 ■相模原市南区相模大野3-11-12-2階

TEL 042-740-7773

和 菓 子
53

志美津屋製菓
橋本商店街

特典 お会計より5％割引
住所 ■相模原市緑区橋本6-39-8
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TEL 042-773-3606

ケ ー キ 屋
54

55

パティスリースーリール
ケーキ屋

シャトレーゼ
清新店
洋菓子店 パン

56

ホリー

特典 お買い物されたお客様に、焼き菓子をプレゼントいたします
住所 ■相模原市中央区富士見4-11-11

デコレーションケーキのご予約時ご入金の方
特典 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
住所 ■相模原市中央区清新7-2-7
特典

TEL 042-755-3546

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

ツルハドラック相模台店近く 住所 ■相模原市南区相模台3-13-19
57

TEL 042-810-7755

パティスリーアルチザン

特典 商品全品5％割引（配送料除く）

ケーキ屋

住所 ■相模原市南区新磯野4-5-8

TEL 042-745-5177
TEL 046-258-3916

お 菓 子
58

おかしのかわもと
上溝商店街

特典 購入時、「溝のスタンプ」2倍
住所 ■相模原市中央区上溝6-1-3

TEL 042-762-0338

居 酒 屋
59

はなの舞
イオン橋本店
鮮魚・貝類

60

大庄水産
橋本店

特典

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

住所 ■相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本5F

TEL 042-700-6249

2名様ご来店 刺身三点盛
刺身五点盛
特典 4名様まで
5名様以上
刺身八点盛 プレゼント
住所 ■相模原市緑区橋本3-30-4
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TEL 042-774-8880

病 院 ・ 健 康 診 断
社会福祉法人相模更生会
61

総合相模更生病院
JR相模原駅すぐ近く

62

つばさクリニック

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
特典
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
住所 ■相模原市中央区小山3429番地

TEL 042-752-1808

特典 無料での勉強会提供
住所 ■町田市忠生3-25-11 忠生ビル302号

TEL 042-794-6811

鍼 灸 治 療 院
63

64

はるかぜ鍼灸治療院

特典

初診料（自由診療の場合1,000円）無料
ウォーターベットマッサージ（15分間）無料

あいロード若松商店会

住所 ■相模原市南区若松3-9-6

あらい鍼灸治療院

特典 10％割引（300円引）
住所 ■座間市相武台3-27-44-104

TEL 042-748-8338
TEL 046-404-9400

介 護 施 設
特典 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 かみみぞ】
■相模原市中央区上溝7-36-25

株式会社 アルプスの杜
65

施設名

住所

【介護付有料老人ホーム
アルプスの杜 さがみ】
■相模原市南区下溝684-1
【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

TEL

お問い合わせ
資料のご請求は

0120-954-746
【介護相談室】

【介護付有料老人ホーム
アルプスの杜 綾瀬】
■綾瀬市深谷南3-17-1

右記4施設
特典

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
【ツクイ・サンシャイン相模原】
■相模原市中央区富士見1-5-3

042-704-6771

【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

TEL 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

66
施設名

住所

右記3施設

介 護 用 品
67

ユニバーサルケア
介護用品レンタル＆販売

特典

介護用品販売5％～20％割引
※割引率は商品よって異なります

住所 ■相模原市中央区青葉3-2-2
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TEL 042-704-5520

温 泉 ・ 健 康 ラ ン ド

68

69

70

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1,000円 ⇒ 950円 土休日 1,080円 ⇒ 980円
特典 小人 平日 550円 ⇒ 500円 土休日 600円 ⇒ 550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

住所 ■相模原市緑区若柳1634

ロテン・ガーデン

TEL 042-685-2641
特典 入浴料200円引き（年末年始除く）※同伴者2名様まで合計3名様迄
住所 ■町田市相原町358

相模・下九沢温泉
湯楽の里

特典 入館料+レンタルタオルセット+館内着=100円引き
住所 ■相模原市緑区下九沢2385-1

71

ＪＮファミリー

特典

（大浴場・フィットネス・仮眠室 無料開放）

②入館料1,550円 ⇒ 1,400円（8時間 大浴場・フィットネス・仮眠室）

野天湯元・ざま

湯 快 爽 快

道志川温泉 紅椿の湯

TEL 0120-307-326

①入館セット料金（一日券）
平日 1,400円 ⇒ 1,200円 土休日 1,700円 ⇒ 1,500円
特典 ②お手軽入湯券（2時間券）
平日
850円 ⇒ 750円 土休日 1,050円 ⇒ 950円
※他のクーポン券との併用不可 ※いずれも会員価格
住所 ■座間市広野台1-48-25

73

TEL 042-764-2626

①シングル6,800円 ⇒ 6,300円 ツイン13,000円 ⇒ 12,000円
ダブル9,800円 ⇒ 9,300円 ファミリー30,000円 ⇒ 25,000円

住所 ■相模原市中央区相模原7-1-20

72

TEL 042-774-2681

特典

TEL 046-254-1126

3時間コース 基本設定料金 大人1,000円を10％割引
（1グループ何名様でも割引OK）

住所 ■山梨県南都留郡道志村小椿3888

TEL 0554-20-4500

ホ テ ル ・ 旅 館
74

75

熱海聚楽ホテル

特典 宿泊料の10％割引
住所 ■静岡県熱海市田原本町2-19

さくら綜合レジャー

特典

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

住所 ■東京都港区西新橋3-23-6
けいせんてい

76

創業大正3年 桂川亭
小倉橋側 本館

77

小田急
ホテルセンチュリー
相模大野
相模大野駅直結

特典

TEL 0557-81-5181

TEL 03-3434-0333

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

住所 ■相模原市緑区川尻1119

TEL 090-4592-2400

提携特別宿泊料金※価格は全て税込
1名様料金
シングル8,600円、ダブル12,500円、ツイン13,500円、
特典 デラックスツイン・ダブル16,600円
2名様料金
ダブル14,500円、ツイン16,500円、デラックスツイン・ダブル18,700円
朝食お一人様1,100円
住所 ■相模原市南区相模大野3-8-1
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TEL 042-767-1111

コ ン サ ー ト ・ 娯 楽
78

神奈川県立
相模湖交流センター

特典

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

住所 ■相模原市緑区与瀬259-1

TEL 042-682-6121

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

株式会社 オールドキッズ 特典 開催予定の催しは直接お問合せください
79
住所 ■横浜市南区白金町1-23-406
コンサート
遊 園 地

80

富士急ハイランド

①フリーパス割引（入園＋アトラクション乗り放題）
大人5,700円⇒5,300円 中高生5,200円⇒4,900円
小人4,300円⇒4,100円
特典
②入園料
大人1,500円⇒1,400円 小人900円⇒700円
※カード提示で5名様まで有効
住所 ■山梨県富士吉田市新西原5-6-1

81

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

TEL 045-241-6681

TEL 0555-23-2111

①フリーパス割引（入園＋乗り物乗り放題）
大人3,900円⇒3,800円 小人・シニア3,100円⇒3,000円
②入園料
特典 大人1,700円⇒1,600円 小人・シニア1,000円⇒900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）
住所 ■相模原市緑区若柳1634

TEL 042-685-1111

ボ ー リ ン グ
82

相模原パークレーンズ
ボーリング

特典 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
住所 ■相模原市中央区相模原2-7-4
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TEL 042-755-1110

カ ラ オ ケ
特典

シダックス
83
店舗名

住所

右記2店舗
特典

コート・ダジュール
84
店舗名

住所

右記2店舗

85

カラオケ
JOYSOUND
相模原店

【相模原橋本駅前クラブ】
■相模原市緑区橋本3-12-8

042-770-1221
TEL

【座間相模が丘クラブ】
■座間市相模が丘2-1-29

046-257-7722

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。
【橋本店】
■相模原市緑区橋本8-2-1

042-775-5388
TEL

【相模原星が丘店】
■相模原市中央区星が丘3-15-8

042-704-3788

カラオケ室料30％割引
特典 （フリータイム→カラオケ室料10％割引）
パーティーコース総額10％割引
住所 ■相模原市中央区相模原2-7-5
特典

カラオケの鉄人
86
店舗名

右記2店舗

総額20％割引
（宴会コースは総額10％割引、ランチ除く）

TEL 042-751-4400

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
【町田店】
■東京都町田市原町田4-11-14
町田コロンブスビル3-4F

住所 【中央林間店】
■大和市中央林間4-14-25
MORE'S5 4F
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042-710-2175
TEL

046-271-5221

メ ガ ネ
特典

メガネストアー
87
店舗名

住所

右記9店舗
88

メガネのパリーミキ
橋本店

サトーメガネ
（メガネ・補聴器取扱）
89

【相武台店】
■座間市相武台1-4756-1

046-257-0488

【座間店】
■座間市入谷1-191-1

046-266-4588

【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5-12-11

042-701-3788

【小田急相模原】
■相模原市南区松が枝町23-7

TEL 042-748-5525

【東林間店】
■相模原市南区東林間4-11-7

042-741-3568

【相模光が丘店】
■相模原市中央区光が丘1-17-14

042-776-5720

【JR相模原店】
■相模原市中央区相模原3-2-4

042-755-1095

【津久井店】
■相模原市緑区太井232-2

042-780-5358

特典 5％割引（サングラス・レンズ・フレームが対象）
住所 ■相模原市緑区橋本8-3-19

TEL 042-779-4371

特典 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

右記2店舗

メガネ一式ご購入で現金決済10％割引
クレジットカード決済5％割引

【相模原清新店】
■相模原市中央区清新5-10-17

住所 【相模原店（アイワールド2階）】
■相模原市中央区中央1-2-1
※補聴器取扱なし
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042-770-2882
TEL

042-758-1112

洋 服
スーツ、礼服 ￥30,000以上の品(税抜)→￥16,000引(税抜)
特典 レディース商品 ￥2,900以上の品→20％割引
その他商品￥1,900以上の品(税抜)500円引させて頂きます

洋服の青山
90

【橋本店】
■相模原市緑区西橋本5-3-6

042-770-2033

【相模原店】
■相模原市中央区相模原6-7-12

042-776-5811
TEL

【相模原淵野辺店】
住所
■相模原市中央区相生2-1-7
店舗名

042-758-2333

【相模大野店】
■相模原市南区豊町15-6

右記4店舗

042-740-0562

特典 お買い物総額より全品5％割引（他の割引券との併用可）

ＡＯＫＩ
91

【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

【相模原淵野辺店】
■相模原市中央区鹿沼台2-6-14

042-759-1888

【相模原清新店】
■相模原市中央区清新7-1-4

042-786-1288

店舗名

住所 【古淵店】
■相模原市南区古淵3-12-15

右記8店舗

TEL

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

【相模原南台店】
■相模原市南区南台4-11-2

042-767-5388

【座間店】
■座間市相模ケ丘2-1-30

046-251-0888

ブ テ ィ ッ ク
92

ブティック サントノーレ
氷川神社近く

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）
特典 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
住所 ■相模原市中央区氷川町17-16

TEL 042-754-0017

着 物
93

丸中きもの
貸衣装

レンタル衣装10～20％割引
特典 （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）
住所 ■町田市森野2-2-36
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TEL 042-722-3377

雑 貨
94

購入価格の10～20％割引（商品によって異なります）
特典 ※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

真田屋
造花・食器・輸入雑貨

95

96

サークルレインボーズ

TEL 042-762-0247
特典 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）

天然石・ジュエリー・雑貨

住所 ■相模原市南区南台3-9-21

アトリエ アニマ・ミア

特典

住所 ■相模原市中央区上溝6-1-4

パーチメントクラフト

TEL 042-712-3823

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

住所 ■相模原市南区相模大野5-11-4

TEL 080-6780-2268

人 形
97

1.ひな人形、五月人形セットご購入→10％割引
特典 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

稲村人形店
松が枝町公園近く

住所 ■相模原市南区松が枝町1-24

TEL 042-742-3330

家 具
98

株式会社 ビック家具

特典 10％割引(一部特価品は除く)

国道129号線沿い

住所 ■相模原市中央区下九沢68-1

TEL 042-773-7444

法 律 ・ 法 務 相 談 (弁護士）
99

100

相模原中央総合
法律事務所

特典

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

住所

■相模原市中央区相模原2-1-5
サトウビル5階

大久保博通
法律事務所
小田急相模原駅に直結

TEL 042-704-6577

初回法律相談無料
特典 ※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
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

法 律 ・ 法 務 相 談 （行政書士・司法書士）
101

島影行政書士事務所

特典

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

住所 ■相模原市南区相模台2-13-7

102

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）
特典 出張相談可能
※要予約
住所 ■相模原市緑区二本松3-8-33

103

さがみ法務
司法書士事務所

TEL 042-741-4663

TEL 042-719-1792

特典

初回→60分無料相談（遺言・相続・その他法律相談等）
※要予約

住所

■相模原市中央区相生1-11-7
MBCビル101

TEL 042-730-5975

相 続 相 談 （税理士）
104

相模原・町田
相続サポートセンター

特典

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％引き

住所 ■相模原市緑区橋本6-4-15 Flos橋本303 TEL 0120-00-1236
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ギ フ ト
105

シャディ
株式会社 ミキ

特典

T-ポイント2倍！
※他券、特典との併用不可

住所 ■相模原市中央区中央2-7-13
106

相模物産 株式会社

TEL 042-757-2356

特典 10％割引（一部商品除く）
住所 ■相模原市中央区上溝1878

TEL 042-755-3521

写 真

107

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
特典
（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
住所 ■相模原市中央区田名2801-8

TEL 042-762-1965

暮 ら し
108

109
110

トロピランド
相模原店
有限会社 猪熊寝具店
上溝駅近く
有限会社 石井青果店

特典

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

住所 ■相模原市中央区富士見3-8-5

TEL 042-759-5930

特典 全品8％割引致します
住所 ■相模原市中央区上溝5-3-12

TEL 042-762-3627

特典 10％割引（一部商品除く）
住所 ■相模原市中央区上溝3-20-20

TEL 042-762-3675

文 房 具 ・ 事 務 用 品
111
112

株式会社 明央堂
弥栄中学校前

マナベ文具

特典 文具・印鑑・ゴム印・名刺・封筒印刷等 20%割引 （一部除外品あり）
TEL 042-758-2330
特典 タバコ・切手類・法令用紙除く、全商品対象20％割引
住所 ■相模原市中央区弥栄2-19-12
住所 ■町田市小山町2608

TEL 042-797-0057

お 米
113
114

こめこめハウス

特典 お米5kgお買上げ毎に100円引き
住所 ■相模原市中央区星が丘1-16-13

(有)三井食糧
村富線沿い

TEL 042-752-1017

特典 お米全品１0％割引
住所 ■相模原市南区相模台7-33-14

TEL 042-741-9921

お 花
115

116

117

有限会社 吉垣生花店
西門商店街

株式会社
フラワーハウスＫ
北里大学病院近く
有限会社 ヒラノ花店

特典 10％割引（店頭サービス花束を除く）
住所 ■相模原市中央区相模原6-24-8
特典

TEL 042-753-2834

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）
5000円分のお買い物で500円分のお買い物券となります！

住所 ■相模原市南区麻溝台3-1-40

TEL 042-741-6590

特典 お会計より10％ＯＦＦいたします
住所 ■八王子市東町10-3
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TEL 042-645-8701

美 容 ネ イ ル
リ ラ ク
118

ＲｅＲａＫｕ橋本店
タイ古式セラピー

119

エステハウス Ｔｗｉｎｋｌｅ

特典 60分以上のコース10％割引(お着替え無料）
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

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

住所 ■相模原市中央区星が丘2-12-13

アロマローズ
120

ネイルオリンピック世界3位

エステ＆ネイル

TEL 042-757-8730

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
特典 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

住所 ■相模原市中央区相模原2-1-12-202

TEL 042-810-0557

健 康 ・ ヨ ガ ・ダ ン ス
スタジオ ホーミー
121

ｓｔｕｄｉｏ ＨＯＭＥＹ

特典

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～）

TEL 042-776-7876
たかやまカイロプラクティック 特典 ２回目以降、通常価格より10％割引（予約制）
住所 ■相模原市中央区中央3-8-5

122

123

住所

■相模原市中央区富士見3-10-1
ソルスクエアメイツ相模原403号

TEL 090-2324-1524

楊名時 ようめいじ あかねかい
楊名時太極拳
特典
無料体験講習１回あり 月３回 2,000円
日本健康太極拳協会 茜会
住所

yoga studio ululani
124

■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 レッスンに参加された方にミネラルウォーター1本プレゼント
住所

■座間市相模が丘2-29-1
ＮＫビルＮｏ5 1Ｆ

TEL 042-705-4663

床 屋 美 容 院

125

LARUTAN
hair design

1.訪問カット出張料無料サービス（相模原市、町田市限定）
特典 （相模原市助成券使用可、団体割引あり）
2.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

スーパー「ライフ若松店」すぐ近く 住所
特典

126
店舗名

住所

TEL 042-747-1110

カット500円割引、カラー1,000円割引、パーマ1,000円割引
（他の割引との併用不可）
【上溝本店】
■相模原市中央区上溝4498-9

Ｄ-ＬＩＮＫ

右記3店舗

■相模原市南区若松5-20-6
レジョンドール報徳1Ｆ

【南橋本店】
■相模原市中央区南橋本2-6-13
【中央店】
■相模原市中央区中央3-10-16
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042-762-8771
TEL 042-774-6366

042-769-5055

電 気 ・ 携 帯 電 話
5％割引（コジマ価格より）
特典 （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 橋本店】
■相模原市緑区西橋本5-3-5

株式会社 コジマ
127
店舗名

住所

128

TEL 046-255-6111

【コジマ×ビックカメラ 相模原店】
■相模原市中央区共和4-18-19

右記3店舗

ａｕショップ 座間

【コジマ×ビックカメラ 座間店】
■座間市相模が丘1-12-2

042-700-7373

特典

042-786-2200

携帯電話ご契約の方に共通ACアダプタープレゼント
（ACアダプター非同梱機種に限る）

住所 ■座間市入谷4-2628-3

TEL 046-298-5515

自 動 車
有限会社
129

カーセールス協栄

特典 車検・点検・整備・修理費用工賃の10％割引（部品は除く）
TEL 042-742-1305
特典 板金塗装修理工賃の20％割引（部品は除く）
住所 ■相模原市南区松が枝町3-21

130

131

アイアールサービス

住所 ■相模原市中央区田名3062-19
車検・板金塗装修理
住 ま い ・ 不 動 産 ・ リ フ ォ ー ム

株式会社 光創建
住宅工事全般

特典

TEL 042-760-3127

定価より20％割引
塗装・葺替え・室内リフォーム等

住所 ■相模原市中央区東淵野辺2-10-3

TEL 042-707-4451

不動産・新築工事・リフォーム工事・塗装工事他

132

株式会社 ハタノ工務店 特典 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
TEL 042-775-3939
特典 木造住宅の耐震診断 通常50,000円を無料にて提供
住所 ■相模原市緑区西橋本3-1-14

133
134

135

相陽建設株式会社

TEL 042-772-0021
特典 障子・ふすま張替等、ご利用代金から5％割引
住所 ■相模原市緑区西橋本5-3-11

有限会社 小山表具店
内装工事全般
株式会社 翔工務店

住所 ■相模原市南区南台4-15-13
特典

TEL 0120-427-190

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

住所 ■相模原市南区双葉1-12-24

TEL 042-860-6751

引 越
136

ヤマトホーム
コンビニエンス（株）
厚木支店

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
特典 2.単身引越サービス １件につき2,000円割引
※3/20～4/10は除く
住所 ■愛甲郡愛川町中津4078
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TEL 046-258-6217

遺 品 整 理
不用品回収・清掃・引越・遺品整理

137

株式会社 クリーン・ベア 特典 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

住所 ■相模原市南区下溝304-9

TEL 0120-916-666

墓 石
138

株式会社 白鷹

南大沢バードヒルズ内墓石・墓石工事代から10％割引
特典 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
住所 ■東京都町田市上小山田町2072

須藤石材株式会社
139

神奈川支店

TEL 042-798-1311

特典 墓石工事代金10％割引
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

印 刷 喪 中 ハ ガ キ 等
140
141

142

株式會社 日相印刷
印刷物全般
有限会社 山口印刷
印刷物全般
株式会社 うろこ屋
印刷物取扱

143

タイヨー印刷株式会社
印刷物全般

特典 各種挨拶状等5％割引
住所 ■相模原市南区麻溝台8-2-7

TEL 042-748-6020

特典 各種挨拶状等5％割引
住所 ■相模原市緑区橋本6-42-13

TEL 042-772-7255

10％割引
特典 喪中・寒中見舞いはがき等、各種挨拶状や印刷物お作り致します
お電話・FAX・メールでお気軽にお問い合わせ下さい
住所 ■相模原市緑区二本松3-18-1-102
特典 印刷喪中ハガキ等5％割引

TEL 042-703-6090

住所 ■相模原市中央区上溝4-9-10

TEL 042-762-2157

仏 壇 ・ 仏 具

仏壇の永田屋
橋本店

小さな仏壇専門ショップ
メモリアルハウス城山
144

永田屋 富士見斎場
相談サロン＆ショップ

メモリアルハウス
小田急相模原

相談サロン＆ショップ

特典 仏壇、位牌10％割引 念珠、線香、ろうそく、その他仏具5％割引
TEL 042-772-2554
特典 仏壇、位牌10％割引 念珠、線香、ろうそく、その他仏具5％割引
住所 ■相模原市緑区橋本8-1-1
住所 ■相模原市緑区向原4-5-1
特典

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

住所 ■相模原市中央区富士見3-1-1
特典

TEL 042-783-0808

TEL 042-769-7005

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

住所 ■相模原市南区南台3-8-1
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TEL 042-701-3020

