
「優待サービス事業」登録事業所一覧 令和４年１１月末現在の情報です。
詳しくは、登録事業所までお問い合わせください。

部会 業種 事業所名 内　　　容 申請方法 住　　　所 電　　　話 担 当 者 備　　考

工 HP作成 ㈱ティアーズコンピュータ ①WEBサイト制作　お見積金額より　10%割引 店頭での申出 三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ4F 49-2113 寺内　　靖

サ HP作成 ㈱Ｒ'atelier ホームページ制作（デザイン費用）10%割引 会員証提示 三鷹市上連雀1-12-17 0120-344-001 中村　隆志 事前に申し出必要

サ 医療 髙山医院
①肺がんCT検診、インフルエンザ等予防注射　20%割引
②ED,AGA自費診療　10%割引

会員証提示
ＴＥＬ予約

三鷹市上連雀4-2-29 0422-43-0700 宮内　弘子

商 飲食 とんかつ福家 ①5%割引 会員証提示 三鷹市下連雀3-27-15 43-6026 野村　一仁

商 飲食 寿司よし　三鷹店
①お食事代　10%割引（お電話で商工会員と申し出下さい！）
②\3,000以上のご注文でネギトロ巻　3本プレゼント

会員証提示
その他

三鷹市野崎2-1-17 34-8521 上野　紀忠 注文時、会員である旨申し出、配達時会員証提示

商 飲食
㈲餃子菜館
（中華銘菜　さいかん）

①お食事・ご宴会　5%割引
②または、お一人様ハーフ餃子（3個）

会員証提示
店頭での申出

三鷹市下連雀3-20-7　浜中ビル101号 43-3939 遠藤　昌志

商 飲食 麺処　八蔵 ①大盛　無料 会員証提示 三鷹市野崎2-8-1　クラウンビル103 090-3428-6867 川瀬　敬一

サ 介護 NPO　グレースケア
①年会費　\5,000が永年無料②ケアサービス（介護・家事・通
院付添など）1時間　\3,150→　\2,940

会員証提示 三鷹市下連雀3-17-9 70-2805 柳本　文貴

商 靴小売 中村屋履物店 ①10%割引 会員証提示 三鷹市下連雀3-34-1 0422-44-1745 井口　文浩

サ クリーニング マルヤクリーニング
①集配無料②クリーニング代　\10,000以上で　30%割引（リ
フォーム・外注品除く）

会員証提示 三鷹市井の頭3-15-13 43-1470 西原　浩明

商 車小売
日産プリンス西東京販売㈱
三鷹支店

①エンジンオイル交換　\2,000
②プレミアム泡洗車　\1,000

会員証提示 三鷹市下連雀5-9-13 79-5023 下條　宏幸
特典は国産乗用車のみ（外車、ﾄﾗｯｸ等は除く）
ご来店入庫に限る

商 ケーキ小売 菓子厨房　レヴェ
①ポム・ド・テール　\120→　\100
②タッパー等容器を持参されるとさらに　\20引き

会員証提示 三鷹市下連雀3-37-28 41-7500 植村　雅則

サ 紅茶小売 ㈲はぐら茶屋
①取扱い紅茶・ハーブ茶葉　5%割引
②システム開発・ネットショップ出店相談等無料

会員証提示
店頭での申出

三鷹市下連雀4-17-2 48-8937 倉林　俊成

建 工務店 ㈱相真工務店 ①工事金額より　5%割引 会員証提示 三鷹市野崎2-20-12 0422-39-5366 大橋　智久

建 工務店 秀和建設㈱
①見積提示金額より更に　5%割引
②粗品進呈

会員証提示 三鷹市井の頭4-7-7 0422-49-1828 比留間　秀吉

建 工務店 ㈲R&M'カシマ ①リフォーム工事代　3%割引 会員証提示 三鷹市下連雀2-14-43 0422-26-6022 山本　康雄

建 工務店 ㈱セブン・プルーフ ①工事代金（お見積）　5%割引
会員証提示
店頭で申出

三鷹市上連雀4-2-18-1F 0422-40-0063 田邨　清行

サ 趣味・教室 ㈲日本ヒューマンウェアー研究会 ①入学金優待割引（18,000円→10,000円）
会員証提示
店頭で申出

三鷹市下連雀3-37-13 ルバルゴーラ3階 71-3171 宮本　健太郎

商 趣味・教室 志田英利子ギター教室 ①入会金全額無料 会員証提示 三鷹市上連雀2-4-6-606 79-2381 志田　英利子

建 情報 ㈱クイックフォックス
①1案件につき、コンサルティング1回無料
②機器類、購入時　10%割引

会員証提示 三鷹市下連雀3-32-3 名取屋興産ビル303 0422-76-7615 山本　和明

サ 葬儀 ㈱セレモア
①白木祭壇、当社一般葬儀価格　30%割引、他
②個人会員制度ファミリーライフクラブ入会金　10%割引

会員証提示
店頭で申出・口頭

三鷹市新川5-16-10 0422-41-1121 担当者

商 葬儀 ㈱AZUMA
①店頭での商品購入時　5%割引
②当社にて葬儀施行時に生花１基サービス

会員証提示
店頭で申出

三鷹市上連雀2-5-15 0422-49-0001 荒井　昭博

工 葬儀 ㈱奥野式典
①店頭販売品（在庫品に限り）　10%割引
②仏壇・仏具各種割引

店頭での申出 三鷹市野崎2-20-12-105 0422-39-6155 奥野　裕一郎

商 その他 ㈲そーほっと
①転送電話受付サービス（平日10:00～17:00対応）
②ISDN回線月\6,300、フレッツ光回線月\9,450を初月半額

会員証提示 三鷹市下連雀3-27- 1-2F 0422-70-3705 森下　ことみ 先着5社限定

商 その他
特定非営利活動法人
みたか都市観光協会

①販売商品（バスチケット、ジブリ美術館チケットを除く）
5%割引②会員事業所の各種チラシ等を無料で配布（店頭）

会員証提示 三鷹市下連雀3-24-3-101 0422-40-5525 渡邉　茂美

サ その他 ㈱ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局
①緊急地震速報に加入の際、加入金　\1,000が無料
②更に通信サービス同時加入の場合、工事費無料

会員証提示 三鷹市下連雀8-10-16 76-2201 髙田　裕介
特典内容の緊急地震速報の加入は、すでにCATVに加
入されている方に限る

商 茶小売 西野園
①ギフト（中元、歳暮他）　5%割引
②ギフト2個以上　10%割引、または送料サービス

会員証提示
店頭で申出

三鷹市井の頭2-7-23 0422-48-0278 西野　和広

商 茶小売 山形園
①商品お買い上げ　5%割引
②ギフト商品通年　10%割引

会員証提示 三鷹市中原2-1-19 48-6914 山形 志乃子

建 電気工事 ㈱新栄電気工事
①オール電化工事及び太陽光発電設置工事
②工事費全般について　10%割引

会員証提示
店頭で申出

三鷹市新川6-2-8 0422-46-1631 神馬　壮弘
省エネ対策工事、停電時自家家電対応工事につい
て、個別相談に即対応

商 生花小売 ㈲高橋生花店 ①\2,000以上お買い上げのお客様に季節のお花1本サービス 会員証提示 三鷹市牟礼2-11-12 0422-43-4319 菅原　二三代

商 パン小売 サンドイッチハウスサンドーレ
①サンドイッチ全品　10%割引
②菓子、せんべい、乳製品　5%割引

会員証提示 三鷹市井の頭2-10-1 0422-46-0712 中澤　　清

商 パン小売 社会福祉法人　にじの会 ①焼きたてパン　10%割引 会員証提示 三鷹市大沢1-6-3 39-2411 諏訪　拓

商 パン小売 社会福祉法人にじの会　ワークショップハーモニー ①焼きたてパン　10%割引 会員証提示 三鷹市大沢1-1-43 26-8621 諏訪　拓

サ 美容 エスティー美容室 ①カット代　10%割引 会員証提示 三鷹市大沢5-9-1 32-8663 橋本　茂一

サ 不動産 ㈱東京ハウス ①仲介手数料　20%割引 会員証提示 三鷹市下連雀3-31-12-105 0422-46-7511 浅野

サ 不動産 ㈱ジョイプランニング ①仲介手数料　20%割引 会員証提示 三鷹市下連雀3-4-30 76-1591 北　妙子
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商 布団小売 ㈲太田ふとん店 ①特価品でも全品　5%割引（ただし三鷹市指定ごみ袋を除く） 会員証提示 三鷹市下連雀1-11-7 0422-43-4326 太田　秋男

商 宝飾小売
㈲カワベ
ショールーム　ルミエール

①宝飾品全品　30%割引（赤札除く）
②毛皮、衣料　5%割引

会員証提示 三鷹市下連雀3-43-21　藤和三鷹ホームズ1F 0422-41-6900 下河辺　千鶴子

サ マッサージ タイ古式マッサージ　リラックスボディ
①タイ古式マッサージ60分コース　6,300円→4,300円
②タイ古式マッサージ90分コース　9,450円→6,300円

会員証提示 三鷹市下連雀3-43-28　創英ビル402 0422-76-2022 久保　哲司

商 薬局小売 アライ薬局 ①ご来店の方に粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀4-17-12 43-6709 荒井　正雄

サ 理容 ＨＡＩＲ　ＲＥＳＯＲＴ　ＣＬＩＰＳ三鷹通り店
①まゆカット、又はイヤークリーンサービス　　③粗品進呈
②レディースシェービング　10%割引

会員証提示 三鷹市上連雀4-3-11　ＣＬＩＰＳビル 76-4136 稲垣　義也

サ 理容 ヘヤ―サロン　カネモト 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井の頭1-30-21 46-0548 金本　光男

サ 理容 井の頭理容院 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井の頭3-12-9 43-8033 荻上　重和

サ 理容 ヘアーサロン　タカスギ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井の頭3-15-13 47-5046 鈴木　利行

サ 理容 ひがき理容室 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井の頭5-7-31 47-2771 桧垣　紀夫

サ 理容 ヘアーサロン　しゃれる 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井の頭5-23-1 48-0095 谷口　　宰

サ 理容 ヘアーサロンごとう 粗品進呈 会員証提示 三鷹市牟礼2-14-26 47-6688 後藤　トシ

サ 理容 フロリダ理容館 粗品進呈 会員証提示 三鷹市牟礼4-18-10 43-1337 佐柏　尚彦

サ 理容 ヘアーサロン　オカモト 粗品進呈 会員証提示 三鷹市牟礼5-1-3 46-0960 岡本　康弘

サ 理容 バーバー　オカダ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市牟礼6-14-9 46-3873 岡田　キミ子

サ 理容 アガルタ　ヘアー 粗品進呈 会員証提示 三鷹市新川2-12-14 47-6614 阿部　弘幸

サ 理容 理容えんどう 粗品進呈 会員証提示 三鷹市新川5-9-11 44-7919 遠藤　良明

サ 理容 ヘアーカット　ゆう 粗品進呈 会員証提示 三鷹市新川6-26-10 41-4646 原田　雄二

サ 理容 バーバー　カジハラ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市新川6-27-7 44-8545 梶原　勝明

サ 理容 ヘアーリゾート男爵　三鷹中原店 粗品進呈 会員証提示 三鷹市中原1-4-24 03-3300-6878 脇野　　清

商 理容 カットハウス・オオキ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市中原3-11-4 49-5757 大木　秋男

サ 理容 フレッシュ　パル 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井口1-24-2 31-5819 竹藤　澄子

サ 理容 ヘアーサロン　プラザ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井口4-21-4 31-2078 清水　直樹

サ 理容 理容　美鳩 粗品進呈 会員証提示 三鷹市上連雀3-5-2 48-0055 番場　一夫

サ 理容 バーバー　イシイ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市上連雀6-8-10 43-0335 石井　利光

サ 理容 理容トミタ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市上連雀7-28-28 45-0693 冨田　和行

サ 理容 理容すずき 粗品進呈 会員証提示 三鷹市上連雀8-18- 3 45-4394 鈴木　三雄

サ 理容 山本理容所 粗品進呈 会員証提示 三鷹市上連雀9-1-23 43-1230 山本　安男

サ 理容 理容マツダ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市上連雀9-5-8 44-6235 松田　一男

サ 理容 フランク理容室 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀1-27-1 48-6585 田畑　外代治

サ 理容 カットイン　フジ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀2-23-11 47-4307 中本　栄次

サ 理容 ヘアーサロン　ヒラタ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀3-4-35 44-1843 平田　昌義

サ 理容 かすみ理容館 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀3-22-25 44-0724 霞　　純一

サ 理容 ヘアーサロン　サカモト 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀4-14-21 44-5813 坂本　克一

サ 理容 松本理容館 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀4-17-20 44-3743 松本　正廣

サ 理容 ナガシマ理容室 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀6-19-3 45-2514 永島　　勉

サ 理容 ヘアーサロン　アベ 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀6-19-12 47-9138 阿部　公宣

サ 理容 理容なかじま 粗品進呈 会員証提示 三鷹市下連雀7-6-35 44-8805 中島　冨士夫
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サ 理容 MORI hair 粗品進呈 会員証提示 三鷹市野崎1-4-21 45-0773 森　　政光

サ 理容 ヘアアレンジ　エノモト 粗品進呈 会員証提示 三鷹市野崎2-4-3 31-0394 榎本　智治

サ 理容 hair's MIYAKE 粗品進呈 会員証提示 三鷹市大沢4-25-32 31-0760 三宅　快則

サ 理容 カットスタジオ釉 粗品進呈 会員証提示 三鷹市深大寺2-12-4 31-1555 柴崎　勇樹

サ 理容 理容カトレア 粗品進呈 会員証提示 三鷹市深大寺2-24-1 32-0886 網代　保治

サ 理容 ヘアーサロン　野々村 粗品進呈 会員証提示 三鷹市深大寺3-3-3 32-4237 野々村　和久

商 菓子小売 なかぼうさんち 粗品進呈 会員証提示 三鷹市井の頭4-3-5 090-1075-7089 中坊　裕子

サ 税理士 梅津税理士事務所
①月額税務顧問料20％割引(1年間のみ)
②確定申告料20％割引(1回のみ）

会員証提示
店頭で申出

三鷹市下連雀3-33-13三鷹第二ビル301 29-9395 梅津　順一 来所の際は事前にご連絡下さい。

建 その他 サンエス警備保障㈱ 三鷹支社 粗品進呈 会員証提示 東京都武蔵野市中町1-3-2 0422-56-8477 北　俊昭

サ 清掃業 ㈱アシスト ①各種清掃作業お見積金額より30％割引 会員証提示 三鷹市牟礼6-24-20-210 090-4601-9484 塩谷　誠

サ 不動産 ユニバーサル・リアルティ㈱ ①仲介手数料30％割引 会員証提示 武蔵野市吉祥寺本町2-12-2 0422-27-2501 玉岡　一央

商 趣味・教室 第一ゼミナール

①商工会会員様ご家族優待　　ご入会金50％OFF
②商工会会員様からのご紹介　ご入会金25％OFF
③商工会員様からのご紹介者ご入会の際に商工会員様に
Amazonギフト券3000円分進呈

会員証提示
店頭で申出

三鷹市下連雀4-14-32　1F・3F 0422-47-8933 西村　学

サ 葬儀 三鷹メモリードホール
①白木祭壇当社一般価格30％割引
②供花10％割引

会員証提示 三鷹市下連雀9-3-23 0422-46-0983 丸岡　英夫

サ
デザイン
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ㈱トライセクトデザイン

①ﾛｺﾞ・名刺・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・動画・WEBｻｲﾄ等のﾃﾞｻﾞｲﾝ 20%割引
②ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾌｨｰ 20%割引

お問い合わせ時 三鷹市上連雀5-24-7 ｴｳﾞｧｰｸﾞﾘｰﾝ303 03-6822-1173 小林　大輔

サ 映像制作 ブーケアンドリール ①映像制作費用 10％OFF 会員証提示 三鷹市野崎4-6-1 C-1 080-9303-1104 石井　誠

商 占い タロットサロン Lisage
①占い10分延長無料（対面）
②電話・オンラインでのご相談無料体験（15分）※初回のみ

会員証提示 三鷹市野崎1-22-8ﾚｳﾞｧﾝﾃｨｱ204号室 080-8159-1220 榎本　里紗

サ 趣味・教室 アーランジュ三鷹スタジオ(ベリーダンス＆キッズダンス)
①体験レッスン500円キャッシュバック！
②入会金無料

会員証提示
店頭で申出

三鷹市下連雀3-15-18KAISER三鷹ﾌﾛﾝﾄ7F 0422-24-9665 杉谷　知香


