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※会員カードをお持ちいただければ

サービス提供加盟庖からのサービス特典を受けられます。
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(回 サービス提供加盟眉一覧 | 
一 庖名・社名 住所・電話 サービス内容/備考

ト一一
肖像写真撮影 舎人 1-2-4 会員向けに提供商品の 10%をサービスさせていただきます。

「邑‘『 士 写 真 TEL 3899 -3943 出向による肖像写真を 60年やっています。

衣料卸し 古千谷本町 3-5-12 一年2回バーゲン

Jごま口k 楠 商 事 TEL 5691 -3696 会員カード提示により、却値5%サービス

Grill Dining 入管 9 -26-1 卜ーキョージ‘ャンボコ]レフセンター内。

CRESCENT TEL 3899 -1171 グリルダイニング・クレセントの飲食料 10% OFFo H 26年3月31日まで

塗装・リフォーム 塗装・改修工事共→ 10%OFF i雨もり止めますリ

結婚相談
古千昔本町 2-6-17 

赤外線サーモカメラによる雨漏り診断サービス

工一・ダッシュ・虹いろ
TEL 3896 -1481 

結婚相談→入会諸費用無料、成婚料無料コース有り。紹介お礼有り。

不動産取引 西竹の塚 2 -4 -20 お客様をご紹介いただき、成約時は仲介手数料の 10%分の

ユ 一 コ ム TEL 3897 -1885 足立区商品券を進呈一

美容・健康
西伊輿 2-10-9 

ず、つーと元気で、きれいに住したい!!

ピュアライフ垂見
コーポ宮 100

メンバ一割引あります。
TEL 090-7182-4393 

空調設備・ CTV 伊興 3-17-1 空調設備販売等・ CTV代理屈・インターネット工事

東 栄 電 Aヌ(i TEL 3897 -1566 空調工事の特価販売

合成樹脂加工 西竹の塚 1-3-11 
インターネットショ ッフ。よりご購入の場合、全商品 10% off 

丸 鈴 TEL 3897 -3651 
購入時、[ご注文備考欄Jに会員カード番号をご入力下さい

http : //www.rakuten.co.jp /marusuzu 

お食事 西竹の塚 2 -4 -19 
忘-新年会・ご法事-クラス会等ご予算に応じて

ま る み TEL 3899 -9540 
各集いに 30名様まで、承っております。

2階和室 カラオケ有ります。

トータル美容と健康 西竹の塚 1-7-10 
頭皮 11 100 %植物ヘナ ￥2，500 体験料→￥500割引サービス

美 倉。 TEL 3897 -9194 
ボディ&ファッション!! ￥10，000以上お買上げの方

セラミック&ゲルマ練込ソックスタイプ・ス卜ッキンクをプレゼン卜

デジカメプリント・スタジオ

出張撮影・写真用品
伊興 3 -1 -20 証明撮影、スタジオ記念撮影 10 %OFF 

写真屋さん21 
TEL 3853 -7945 デジカメプリント 30枚以上のご注文で 10%OFF

消防用設備の点検・工事

防災関係商品全般の販売
伊興 2 -5 -16 0消防用設備等の点検・工事見積り無料(区内近隣)

東 武 防 少<<え4 
TEL 3897 -0119 0消火器をはじめ、防災関連商品全般、庖頭価格の 10%0F F 

バラエティ豊かな乳製品 皆様の健康をサポー卜するバラエティ豊ヵ、な乳製品や健康食品を揃え、

ミルクセンター竹ノ塚
栗原 4 -23 - 5 

おいしさと健康をお届けします。会員特典として、明治乳業各商品・低温殺菌

大 田 乳 業
TEL 5839 -3800 

牛乳など、宅配ご契約の方に会員割日|と粗品を進呈させていただきます

門前割烹 西新井 1-9-11 
① 1 F食堂・売店の対象商品を 10%OFF 

i重同E 水 屋 TEL 3890 -4122 
② 2~3F個室・宴会場利用

※人数に応じてドリンクやお料理の代金をサービスします。

地元の不動産業
西新井 1 -6 -12 ①賃貸、売買仲介手数料 30%0 F F 

北 j畢 商 事
TEL 3898 -1141 ②物件紹介者に粗品提供

(本庖) (西新井庖)西新井栄町2-2-2 TEL 5845 -1141 

西新井 プレザント 1

イークルオートサービス TEL 3898 -0003 トータルカーライフクーポン(点検修理の割引チケット)

ネームプレート装身具 栗原 2-20 -3 

パ ー ス金属 TEL 3858 -7020 
ネームプレート・社名バッジ・表札等全商品 15 ~ 20%OFF 



園 サービス提供加盟眉一覧 | 
庖名 ・社名 住所・電話

軽自動車から大型車まで
鹿浜 6 -37 -6 

牽のことならおま かせ下さい
5647 -8139 

テイホク自動車

大型白黒・カラーデータ出力 西新井本町 2-27-15 

アイワコピー

観光パス 皿沼 1 -13 -3 

ワールド自興 TEL 3897 -2809 

硝子・サ ッシ 販売施工 谷在家 3 -19 -6 

グラスユーイング TEL 3899 -8692 

そばや 奇在家 2 -9 -19 
'::i:::' 田 屋 TEL 3896 -3933 Eコ

葬祭業 谷在家 2 -1 -16 

日 本 典 ネし TEL 5691 -1121 

テープ起こし 反訳

映像起こし
皿沼 3 -31 -3 

ジムプラン
TEL 3855 -8209 

そぱ ・海鮮 鹿浜 5-16-13 

大 谷 TEL 3897 -1919 

アイスクリーム 鹿浜 4-5-7 

あ し、 あ し、 TEL 3897 -2646 

レストラン j工北 6 -5-1 

マーガレット TEL 3898 -4630 

Book & Magazine j工~t 7-14-13 

泉 書 庖 TEL 3898 -6171 

金属加工業 椿 2-21 -1 

奈良プレス金型 TEL 5691 -8757 

和菓子・珍昧 扇 2-8-5

大 3工 戸 TEL 3856 -1651 

居酒屋 扇 2-22 -10 

九州人(クスト) TEL 5691 -3060 

太陽光発電 扇 2-25-1 

ライフサポー ト TEL 5647 -3555 

自動車販売・整備・レンタカ一 関原 2 -44 -3 

土屋自動車 TEL 3848 -0053 

r 

サービス内容/備考

0納車引き取りサービス! 0洗車 ・WAX'車内清掃を無料サービス 1

jg士 銀 料l士 時の ア イルサプ通知10 レメン 卜 Oお事 こっき*.El~)!t~! I 

コピー用紙 1箱からお届けします。

A4ハイホワイト 64g rri 白色度95% 1箱(500枚x5冊入)1，244円(税込)

A3ハイホワイト 64g/1ぱ 白色度95% 1箱(500枚x3冊入)1，740円(税込)

貸切観光パスのみ利用 5%引き

貸切観光パスを利用した団体企画旅行の総額見積金額より3%引き

0現場見積もり無料 (区内近隣)

0材料費・施工他諸経費等内容に応じ大幅なサービス料金適用

0結露、防音、断熱等の窓玄関対策・増改築にもサービス料金

そぱ、 他多くのメニューで、サービスします。

---

0紳プラン 1割引 O自社霊枢車無料 O喪主様生花 1割引

0寝台搬送 50kmまで無料 O日本典礼会館使用料無料 Oご遺体保管料無料

Oお知り合し、をご紹介頂いた方には契約金額に応じて商品券を差し上げます

テープ起こし・反訳・映像データ起こしに対して

10%割引きさせて頂きます。

お蕎麦と海鮮・地鶏料理

1ドリンクサービス(最大5名。 1人1杯) 本社/大谷商事(有)

O雪印メグミルク宅配専用商品・各メーカー全品アイスクリーム・富士山天然水

0全品 lO%off、アイス 20%off 

夏祭りで大量にアイスが必要な時は配達します (西新井管内のみ)

ディナータイムで以下のサービス

①グラスワイン・サングリアワイン・ウーロン茶いずれか1杯サービス

②4~6名迄ボトル 1 本サービス

「知jのプレゼント! お祝い・お礼・記念品・贈りものに図書カードを。

図書カード3万円以上のお求めにステーショナリクツスごをサービ、ス

5，000円で5，250円分の本が買えるプレミアム図書カード(期問、枚数限定)

金属製品 試作から量産用金型プレスまで応相談

金額サービスも可

スタンプサービス 300円にスタンプ2個 (通常1個)

スタンプ 50個 (お買物金額 7，500円)で次回 750円号|き。

※カード会員は実質 10%引き

ウェルカムドリンク (ソフトドリンク、プレミアムモルツ生、角ハイボール)を

1杯無料サービス ※本社名 メリウス (株)

パナソニック代理屈

「太陽光発電装置J販売施工を会員限定特別価格で提供。

展示車メルセデスベンY中古車を会員特別条件にで販売

メルセデスベンツの整備・車検の工賃を特別条件にて承ります

格安レンタカー (1日￥2.625より)別途料金カーナビレンタルを無料



団 サービス提供加盟庸一覧

庖名 ・社名 住所・電話 サー ビス内容/備考

葬祭業 本木 1 -13-7 
0葬儀費用 5 ~ 10% OFF 0式場費用 50% OF F 

東 冠 葬 傘主I家T TEL 0120-55-7800 
0寝台搬送を同一市区内に限り無料 0会社名で生花一基サービス

0霊安室使用料1日間サービス

飲料・自動販売機 Oコーヒー・飲料水自動販売機の設置先をご紹介下さし、。

販売・卸
本木東町 1-2 

足 i.」Lー- 屋
TEL 3880 -1101 

0ご契約と成りました際は、ご紹介者様に商品券を差し上げ、ます。

Oまた設置先にも特別なサービスを致します。

名人タオル専門庖 関原 3 -20 -13 
お名人れタオル製造販売

足立タオル TEL 3849 -1427 
普通文字の新型代サービス致します

御一報次第見本タオル持って御社にお伺い致します

不動産売買 西新井本町 3-10-22 賃貸仲介手数料通常1ヶ月を 0.5か月に

日 成 商 事 TEL 3890 -6244 売買仲介手数料通常 3 %を 1~2 %に

千代田セレモ二一 西新井本町 2-28-4 
葬儀費用 5~ 10%OFF、 式場費用 30%OFF、

西新井ホール TEL 5837 -2444 
冠婚利用レンタル衣装 10%OFF、披露宴飲物5%OFF。 供花特別割引。

ご遺体保管料無料。 ※ホテル春日居宿泊 10% OFF 

しゃぶし ゃぶ日本料理 西新井本町 2-2-20 
①グラスドリンクサービス ①③土日祝忌除く

木曽路 西新井 庖 TEL 5839 -0228 
①1人6，000円 (税・サ込)飲放題付 (和牛霜降肉)

③1人5，000円 (税・サ込)飲放題付 (国産牛お肉 1.5人前)

水道設備 西新井本町 3-11-5-301 

K G B TEL 5647 -8040 
水道設備の作業代金を 10%値引きさせていただきます。

居酒や 西新井本町 2-7-8 会員カード提示のお客様にグラス生ビール1杯サービス

さ ち え TEL 3855 -0155 10%のサービスをさせていただきます。

沖縄料理 西新井本町 3-8-25 

JlI 友 TEL 3896 -1885 
ご来庖の方、 5%~ 割引させて頂きます

ソフト開発販売 興野 2 -5 -18 
電子計算機ソフト開発販売/写真撮影・現像焼付

工ム エスソフトセンター TEL 5837 -3295 
小企業用ソフトの 20%割号I(会計ソフト、詰求・販売管理ソフト、

カスタマイズ・ソフト) HP www.mscn.net! 

健康食品 梅島 3-6 -22 健康補助食品タヒチアンノニシ、ユース . 1本 ￥7，329→￥6，352 

ブリ ッ ジ ー ワ ン TEL 3852 -6644 .2本 ￥13，280→￥11，917 1ケース (4本)￥26，349→￥22，114

上海料理 梅島 3-36-18-104 極味上海料理「食楽j ①宴会コース予約時 20% OFF 

宝 '陥 TEL 3889 -3976 ①料理全品5%OFF (ランチ、特別料理除く)

福祉用具販売 梅島 3 -33-1 
介護用品価格 20%引

あお ば ラ イ フ ケア TEL 5888 -2333 
福祉用具レンタル・販売・介護用リフォーム

訪問介護・ケアマネージ.ヤー業務

お茶・のり 梅島 3 -8 -13 

山 水 園 TEL 3849 -5100 
全商品 10% OFF 

マジック/'1フオーマー 梅島 3 -36 -18 
。パーティ・宴会・イベント等 (老人ホーム・幼稚園・企業等)

J.HoudinZ TEL 6807 -2485 
お客様の要望・コンセプ卜に合わせてマジ.ック披露。

交通常よ り 5 ~ 10%OFFo 。相談 ・見積もり ・ 打合せ→無料
ト一一一一

オートバイ販売修理 梅島 3-39-13
①スクーター・オートパイ庖頭価格より 5，000円引き

オートショッフ。ヤマナカ TEL 3886 -2544 
②スクーター・オートパイ修理工賃 10%OFF 

①自転車・電動自転車庖頭価格より 3，000円引き



庖名・社名 住所・電話 I サービス内容/備考
一」

|海苔一一卓ヘ
梅田海苔庖

梅島 1 -24 -26 

TEl 3889 -1604 

全形焼海苔 .2割引 銘茶..1割引 海苔の詰合せ...1割引

くお買得品>女すしはね 5帖...1，050円(通常 1，365円)

*キズのり 5帖... 840円(通常 945円)

日本そぱ 天井 ・かつ井

やぶ茂

ネーム刺繍

た むら

梅島 1 -25 -16 

TEl 3886 -8529 

梅田 2 -13 -2 

TEl 3889 -0683 

プリンプレゼン卜 |千住 3 -40 -2 

ドンレミーアウトレット ITEl 5284 -1158 

総合建築 |梅田 5-13-19 

堀真建設 ITEl 3887 -3131 

プラスチック射出成型 |新田 2-8-5 

ワンコイン 500円ランチにデザートをお付けして提供しています。

法人会会員様に5%引き致します。

10，000円以上の加工の場合、消費税分を値引きします。

1，000円以上のお買い上げ、時にプリン 1個サービス

本社/梅田 6-12-11 (株)ドンレミ- TEL 3840 -5451 (代)

お知り合いの方をご紹介ください。ご契約となりました際は、

ご紹介者様に旅行券や商品券など、契約金額に応じて差し上げます。

ケイ・工ヌ・エス五十嵐 ITEl 3919 -6577 

プラスチック・ゴムに関する材料、図面作成、金型代金に関して

応相談。金額サービスも可。

ト

皮革財布・小物 |新田 3 -6 -19 
サンユウ・ネットショップ(楽天市場庖、Yahoo!1苫)の商品メール又は

FAX注文で1回の合計 5，000円以上の場合、 1割引きします。
サンユウ ITEl 3919 -8503 

メール sanyu@adachi.ne.jp FAX 03 -3927 -5811 

スチールサッシ製造取付 |新田 1-16-15 現場見積り無料

登製作所 ITEl 3919 -5171 見積り金額より 10%値引き致します。

ギフト全般

カン卜一

自動車販売・整備

倉持モータース

屋外広告業

千代田ネオン

ホテル

ココ・グラン

信用金庫

足立成和信用金庫

信用金庫

瀧野川信用金庫

法人会受託会社

大同生命

広げよう みんなの安心

とうきょう共済

OA機器販売

リ ステージ

新田 2-7-12 

TEl 3914-7144 

新田 1-2-1 

TEl 3913 -6955 

小台 2 -12 -9 

TEl 3919 -6645 

千住 3 -40 -2 

TEl 5284 -1155 

冠婚葬祭及び内祝等贈答品及びカタログギフト10%-20%引

①車検・点検整備時工 10%OFF

②車検整備入庫時 オイル交換無料 (ただし5Qまで)

各種看板、テント、シー 卜等の工事を5%-10%0F F致します。

ホテル宿泊時 お一人様 500円割引

本社/梅田6-12-11 木本製菓 (株) T E L 3889 -4587 

足立区内 liビジネスサポート定期積金jの金利優遇

22庖舗 1出張所 11吉頭表示金利プラス 0.12% 

営業推進部 3884-54041126種類の「あだちせいわ経営情報リポ-t--Jをご提供し、経営のお手伝いをします。

足立区内 |各種たきしんビジネスサポートシステム(たきしん企業診断、ビジネス交流

6庖舗 2出張所 |会等)に足立区肉店舗において優先的にご案内し、会員の皆様の経営を

業務部 3893-6176 1サポートします。

|無料セミナー開催のご提案
台東区東上野 1-14-4 1 

|① 「医療格差とセカンドオピニオン」 講師:ティーベック(株)
TEl 3831 -7050 I 

|② 「オーナー経営者の相続・事業承継j 講師:大同生命提携講師

~ o損害保険(共済)全般、契約補償内容無料診断、相談・見積もり無料

J-座 2一一| 10安全運転講習会無料開催 。是非お客様をご紹介下さい
TEl 3542 -0271 I 

10迅速に対応させていただきますのでお気軽にお電話下さい。

さいたま市大宮区
・OA機器全般特別値引き

下町2-16-1ACROSS 2F 
-複合機メンテナンス料金 毎月 500円値引き

TEl 0120-898-098 


