
↓下線のある事業所は、クリックするとホームページへ移動します。 令和２年　２月１０日現在
名称 郵便番号 住所 電話番号 業種 業種内容・販売品 営業時間 サービス・割引等の内容

内山大賀堂 206-0801 大丸61-5 378-1577
ハンコ・印刷・
製造販売

印章・ゴム印
10:00～
19:30

ハンコ類全て５％引きといたします

㈱宮田家具総本店 206-0801 大丸690-7 370-3311 小売業 家具・インテリア用品販売
10:00～
18:00

お買い上げ商品全品５％割引させて
いただきます。

デイジーデイジー生花店 206-0801
大丸125-1
中央ストア内

378-0006 小売業 生花、園芸
10:00～
19:00

お買上金額の１０％引（お一人様年
５回まで）

フ ァ ッ ショ ンハウスピエ
ロ

206-0801 大丸125-1 377-5583 小売業 婦人服販売
11:00～
19:00

衣類のお買上げ金額より８％の　割
引を致します。

㈲石田屋金物店 206-0802 東長沼1905 377-1548 小売業 建築資材
7:00～
18:30

消防団員の方には５～１５％引　に
てサービス致します。

Hai r sal on　 Tanaka 206-0802 東長沼614 377-4058 サービス業 理容
8:00～
18:30

団員の皆さんは１０％OFFまたはメン
ズエステ無料サービス

㈲松本自動車 206-0802 東長沼2100-1 378-1670 サービス業 自動車整備
9:00～
18:00

エンジンオイル交換をオイル半額に
て提供します。

三来軒 206-0802 東長沼517 377-2067 飲食業 ラーメン
11:00～
20:30

来店者に限り、大盛りを無料サービ
スします

小倉建物㈲ 206-0802 東長沼966-23 378-1644 サービス業
住宅クリーニング、白
アリ等害虫駆除、エア
コンクリーニング

9:00～
20:00

当社業務全般のお見積金額から、５％
の割引をさせていただきます。

㈲稲城防災設備 206-0802 東長沼2113-5 377-6667 建設業 防災用品
8:30～
17:30

消火器購入本数分の引取を無料
サービスします。

英会話と ーます 206-0804 百村1613-3　302号379-0109 教育 英会話教室
9:00～
21:00

受講料１０％引き。ハワイやＬＡ出身
の先生がお待ちしています。

㈱ボナカ ジャ パン 206-0804 百村6-1 378-6560 飲食業・小売業 中国茶喫茶
13:00～
18:00

中国茶館でお茶を飲みながら打合せ
等に御利用下さい。１０％引き。

音楽で幸せを大き く ひろ
げまし ょ う ！㈱タ カ ハシ
ミ ュ ージッ ク プラ ザ

206-0804 百村1623-1
0120-
125-265

楽器の販売

音楽教室、楽器の修
理、ピアノ調律、楽器
運搬、ピアノ・エレク
トーン・管弦打楽器～

10:00～
22:00

楽器１０％～２０％割引。音楽教室
入会の方入会金サービス無料体験
レッスン。

日の出屋 206-0812 矢野口1720 377-7625 小売業
野菜・果物・
その他食品小売

8:00～
19:00

８％サービスします（一部商品は除
く）。

そば・ 日本料理　 　 福寿
庵

206-0812 矢野口1109 377-4611 飲食業 そば、日本料理
11:00～
20:00

お食事のお客様に、コーヒーサービ
スと１００円割引致します　（宴会
等除く）。

消防団員サポート事業

稲城市商工会では、稲城市消防団と連携し安心・安全な地域づくりを維持し、また、福利厚生事業の充実による消防団員確保と会員事
業所の新規顧客創出、地域活性化のため「消防団員サポート事業」を行います。消防団員（家族・同伴者含む）が下記の事業所を利用
した場合、団員証又は家族証を提示した際に当該事業所のサービス・割引等を受けることができます。

http://www.miyatakagu.com/index.html
https://ameblo.jp/kurinton1216/
https://ameblo.jp/kurinton1216/
http://ishidaya-kanamonoten.com/
http://www.hairsalon-tanaka.com/
http://www.kurumayasan.net/
http://www.inabou.com/
http://www.thomas-jp.com/
http://bonaka.co.jp/
http://www.t-mp.co.jp/
http://www.t-mp.co.jp/
http://www.t-mp.co.jp/
http://www.fukujyuan.jp/
http://www.fukujyuan.jp/


名称 郵便番号 住所 電話番号 業種 業種内容・販売品 営業時間 サービス・割引等の内容

御菓子司　三好 206-0812 矢野口1722 377-7627 小売業 和菓子
8:00～
19:00

お買物１０％割引き

タマヤ洋品文房具店 206-0812 矢野口1726 377-6306 小売業
総合衣料・事務用品・
裁縫用品・学生衣料・
文房具・手芸用品

9:00～
20:00

１０％OFF（但し特価品は除く）

肉のうえまつ 206-0812 矢野口1748 377-6622 小売業
精肉・惣菜・ハム・
ソーセージ

9:00～
19:30

御来店、お肉１０００円以上お買い
あげで、１割引き！！

はしば寿し 206-0812 矢野口1770 377-1408 飲食業 寿し
11:30～
22:00

飲食代１０％割引させていただきます

ヘアーサロンアサコ 206-0812 矢野口1192 377-8396 サービス業 理容
8:30～
19:00

理容一般１０％引き

スズキ　稲城販売　昭和
オート

206-0822 坂浜110-3 331-3176 小売業 自動車販売・整備
9:00～
19:00

車検整備代より5000円割引き　※当
店新規の団員様が対象です。

中山畳店 206-0822 坂浜851 331-2729 建設業 畳修繕、新規製造、敷物等
8:30～
17:00

新畳への交換と畳表の取り替えを１
０％割引！！不動産管理・営利を除
く

洋菓子工房 東長沼3106-3
パン エ ヴィ ーノ オークプラザ1F

9:00～
18:30
（土曜13:00
まで）

梅床
（ 理容　 ウメ ザワ）
ステーショ ンホテルちゃ
ぼ

206-0812 矢野口266-6 379-6677 サービス業 ビジネスホテル
6:00～
24:00

全室５％割引き

菓匠　 高おか 206-0812 矢野口437 377-2179 小売業 菓子製造小売
9:00～
19:00

お買い上げ金額の１割引致します。
店頭価格は税込みです。

手打ち蕎麦
あかり や弧仙

ク リ ーニング巴屋 206-0801 大丸125 377-6143 サービス業
衣類・寝具等の
クリーニング

8:00～
20:00

クリーニング代金１０％割引！

㈱おぼう さ んどっ と こ む 206-0801
大丸1420-1
リベルテ205

370-3281
仏事総合
サービス

お坊さんの派遣、葬儀
運営、人形供養など

24時間
対応

入会金（１万円）不要で全てのサー
ビスが会員費用で利用できます

おく り びと のお葬式　 稲
城

206-0804
百村1613-4
ファーストヒル
101号

0120-
288- 725

サービス業
葬祭業、仏具・
線香等販売

9:00～
18:00

仏具・線香10%割引。葬祭事前相談、
相続関係相談無料。

東長沼529 10:00~
高野ビル2-B 19:20

全商品５％割引にて御利用いただけ
ます。

206-0802 377-1910 飲食業
洋菓子製造販売、
食事、喫茶

10:00～
19:00

9:00～
19:00

消防団関係の皆様は１０％割引とさ
せていただきます。

向陽台薬局 206-0803 向陽台5-5-1 378-4193 小売業
保険調剤、一般用医薬
品・化粧用品販売等

206-0801 大丸268 377-3311 サービス業 理容

フ ジ整体 206-0802 379-6973 サービス業 整体 施術料を500円引きいたします。

206-0812 矢野口310-10 379-9225 飲食業 そば、和食
11:30～
21:20

そば大盛無料（２００円分）又は小
鉢などの一品を提供します。

年間一家族千円相当の品（ドリン
ク・ホカロン・マスク等）進呈。

https://r.goope.jp/hairsalon-asako
https://www.nakayama-tatami.com/
http://panyvino.sakura.ne.jp/index.html
http://panyvino.sakura.ne.jp/index.html
http://www.riyouumezawa.com/
http://www.riyouumezawa.com/
https://st-hotel-chabo.jp/
https://st-hotel-chabo.jp/
http://kasho-takaoka.com/
http://www.akariyakosen.com/
http://www.akariyakosen.com/
http://www5f.biglobe.ne.jp/~tomoeya/
https://obohsan.com/
https://okuribito-osousiki.com/
https://okuribito-osousiki.com/
http://fujiseitai.g1.xrea.com/index.html
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