2021年度版

会員優待制度
加盟店舗・企業リスト
（ 保存版 ）
このカードを各優待加盟店舗・企業にご提示ください

一般社団法人 品川法人会

◆掲載店舗・企業（業種別）
品川地区
●食べる

大井地区
ページ

●買う

ページ

「テンスリー」 ～北品川～

1

猪鼻繊維工業(株) ～南大井～

5

「ふぐ・うなぎ料理 若竹」 ～北品川～

1

東邦流通システム(株) ～南大井～

5

ハッシュパピー大井町店 ～大井～

5

「和光メガネ 大井町本店」 ～大井～

5

1

「メガネサロン イッセイ」 ～大井～

5

(株)泰正 ～西品川～

1

auショップ大井町・UQスポット大井町 ～大井～

6

(株)マイクロリサーチ ～南品川～

1

「ナチュラルフードショップ レンドルフ」 ～大井～ 6

(株)アイトー 「加藤五郎商店」 ～南品川～

1

●買う
プリマハム(株) ～東品川～

●住まい・工事

ページ

ページ

(有)三建ホームズ ～東品川～

2

(株)黒東 ～豊町～

2

●住まい・工事

(株)ヤマゲンコーポレーション ～南品川～

2

(株)エムエス建築設計事務所 ～東大井～

(有)スリーシープランニング ～南品川～

2

朝陽塗装工業（株） ～東大井～

6

ジェットコネクト(株) ～北品川～

2

アーバンホーム(株) ～大井～

6

●旅行・宿泊
「第一ホテル東京シーフォート」 ～東品川～
●サービス・その他

ページ
6

ページ
2
ページ

●サービス・その他

ページ

（株）CSトナン ～東大井～

6

ベストプリント(株) ～東大井～

6

東日本製材協同組合 ～南品川～

2

（有）東京ロケット商会 ～東大井～

7

ワイズネット(株) ～広町～

3

豊川電気(株) ～東大井～

7

「屋形船 中金」 ～東品川～

3

無添加食品販売協同組合 ～南大井～

7

「キッズルームにっしー 西品川園」 ～西品川～

3

(株)共益商会 ～南大井～

7

「JIN・ゴルフスクール (株)JINgolf」～南品川～

3

アクシア行政書士事務所 ～大井～

7

「屋形船 大江戸」 ～北品川～

3

美容室 AZZURRO ～豊町～

7

「屋形船、クルーザー 船清」 ～北品川～

3

BALANCECARE lab. ～東大井～

7

(株)Ｔｅａｂｌｅ ～大井～

7

（一社）高齢者安全運転診断センター ～南大井～

8

大井地区
●食べる

ページ

「大井ビーフ苑」 ～東大井～

4

五反田地区

「そば道 東京蕎麦style」 ～東大井～

4

●食べる

「MICHI FISH&OYSTER」 ～東大井～

4

「五反田ホルモン まるみち」 ～東五反田～

8

「焼肉乙ちゃん 本店」 ～東大井～

4

「阿亀寿し」 ～東五反田～

8

「北海王」 ～大井～

4

「東京酒楼（陳麻家西口店ほか）」 ～西五反田～

8

「麺's共和国」 ～大井～

4

「東海酒家」 ～西五反田～

8

「そば道 西のはなれ」 ～大井～

4

「懐石水仙本店」 ～西五反田～

8

「割烹 とんかつ ひろせ」 ～大井～

4

ページ

◆掲載店舗・企業（業種別）
その他の地区

五反田地区

●買う

ページ

●食べる

ページ

「銀座コージーコーナー五反田店」 ～西五反田～

9

「ちょっとローマ」 ～三田～

12

(有)ライフパーク ～東五反田～

9

「れくら」 ～赤坂～

12

「ロイスマン」 ～東五反田～

9

「ランプラント」 ～丸の内～

12

「銀座メガネコンタクト」 ～東五反田ほか～

9

「ウィッフィー」 ～丸の内～

12

(資)ギャルリーハニー ～東五反田～

9

「ピッツェリア ダ グランツァ」 ～洗足ほか～

12

(有)サルークパレス ～東五反田～

9

「矢崎ふとん店」 ～西五反田～

9

●サービス・その他

(株)ならや本舗 ～西五反田～

9

ＳｐａｄｅＡ(同) ～大森北～

(株)ポルト・ボナール ～西五反田～

10

●住まい・工事

ページ

(有)日創管財 ～西五反田～

10

協立工業(株) ～西五反田～

10

（株）池田元一商店 ～戸越～

10

(株)右近冷暖房 ～中延～

10

●旅行・宿泊

ページ

（株）ヴァリー国際エージェンシー ～西五反田～

11

「(株)F-SUNツーリストジャパン」～東五反田～

11

●サービス・その他

ページ

スポーツクラブNAS大崎 ～大崎～

11

プライベートネイルサロン「nail NOCE」 ～上大崎～

11

大成祭典 ～西五反田～

11

「MODE MARIE'」（モード・マリエ） ～西五反田～

11

「スーパートレーニングジム エム シー」 ～西五反田～

11

会員優待制度 協賛企業・店舗を随時募集しております！
この会員優待制度は品川法人会加入のメリットの一つの事業です。
お申込をご希望の場合は、法人会事務局（☎3474-7449）まで
お問い合わせください。

ページ
12

品川地区

●食べる
「テンスリー」

「ふぐ・うなぎ料理

若竹」
～季節料理など～

～カラオケ・飲食一般 （ソフトドリンク・BEERなど） ～

★会員特典（精算時にカードを提示）

★会員特典（注文時にカードを提示）

5％割引。
お支払は現金のみ。

5％割引。
お支払いは現金またはカードどちらでも可。

住所／品川区北品川1-2-13 八ツ山ニューハイツ1階

住所／品川区北品川1-24-26

電話／03-3450-3203

電話／03-3471-9329

FAX／03-3474-4451

（代表者・担当者）渡辺 アイ

FAX／03-3472-0553

http://wakatake.patill.com/
（代表者・担当者）羽住 昌之

●買う
プリマハム(株)

(株)泰正

～ハム・ソーセージ製造販売～

～テーブルウェア、和・洋食器、厨房道具など～

★会員特典（予約時にカードを提示）
お中元・お歳暮カタログより25～35％割引。送料550
円でご提供致します。お支払いは振込にてお願いい
たします。

★会員特典（精算時にカードを提示）

20％割引。
お支払は現金のみ。
住所／品川区戸越1-25-20

住所／品川区東品川4-12-2 品川シーサイドウエストタワー
電話／03-6386-1839

電話／03-3783-2111

FAX／03-5462-1738

FAX／03-3783-2124

e-mail：info@e-taisei.co.jp

e-mail：Hideyuki.Asaki@primaham.co.jp

http://www.e-taisei.co.jp

（代表者）千葉 尚登 （担当者）朝木 秀行

（代表者）石川 礼央 （担当者）飯塚

(株)マイクロリサーチ

(株)アイトー

～情報通信機器製造（IoTゲートウェイ・ルーター・モデムなど）～

～陶磁器製食器・インテリア雑貨・ギフトアイテム～

★会員特典（精算時にカードを提示）

「加藤五郎商店」

★会員特典

通販価格（ダイレクト直販）より10～20％割引。
お支払いは振込のみ。
◆テレワークに対応する製品を取り揃えております。

（予約・注文・精算の際、事前にカードをご提示下さい）

5％割引
現金もしくはカードどちらも可。
住所／品川区南品川2-7-8

住所／品川区南品川2-2-10 南品川Nビル2Ｆ

電話／03-3474-1489

電話／03-3458-9021

e-mail：mmnagare@aito.co.jp

FAX／03-3458-9020

e-mail：babasaki@MRL.co.jp

https://www.MRL.co.jp

FAX／03-3474-3605

http://www.aito.bz/shops/ass/index.html

（代表者）石黒 秀一 （担当者）馬場崎 幹人

（代表者）疇地 顕正 （担当者）流 晶子

1

品川地区

●住まい・工事
(有)三建ホームズ

(株)黒東
～産業用電機器、冷凍・空調機、販売施工修理～

～建設業（新築、増改築、ﾘﾌｫｰﾑ、耐震補強ほか）～

★会員特典（注文時にカードを提示）

★会員特典（予約時にカードを提示）

工事代金 通常より5％割引。お支払いは現金のみ。
新築～リフォームまで、すべての建物についてご相
談にのります！

見積内容より5％割引。
お支払いは現金のみ。

住所／品川区東品川1-26-5 第一齋藤ビル3階
電話／03-3458-8847

住所／品川区西品川1-2-2
大崎ガーデンプラザ地下1階105号

FAX／03-3458-8849

e-mail：sanken.home.iida@ezweb.ne.jp

電話／03-6420-3584

FAX／03-6420-3584

http://www.sankenhomezu.co.jp

（代表者・担当者）小林 定治

（代表者・担当者）飯田 和彦

(株)ヤマゲンコーポレーション
～不動産仲介（賃貸物件）～

(有)スリーシープランニング
～あらゆる産業廃棄物処理、空調工事～
★会員特典
（予約時に法人会会員である旨をお申し出ください）
初回5%をお値引きいたします。※お支払いは現金のみ。
処理費の見直しをしませんか？時代は、リサイクルです。

★会員特典（契約時にカードを提示）

当社取扱物件 敷金＋礼金「ゼロ」
住所／品川区南品川4-12-13

住所／品川区南品川3-6-31

電話／03-3472-2021

電話／03-5769-0157

FAX／03-3472-2039

FAX／03-5463-1224

e-mail：h.arai@ihj.co.jp

ホームページ／http://www.cccpl.jp/

http://www.ichibanjuku.com

e-mail：y.yamashita@cccpl.co.jp
（代表者）山下 智栄子 （担当者）山下 友紀

（代表者）新井 寛明 （担当者）新井 秀治

ジェットコネクト(株)
～不動産管理など～

★会員特典
シェアハウスご内見のうえご入居いただいた方に対して、仲
介手数料もしくは1ヶ月分の賃料をキャッシュバック。
※詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

住所／品川区北品川5-5-15 SHIP410
電話／03-4500-2829
e-mail：management@jetconnect.co.jp

https://www.jetconnect.co.jp/
（代表者・担当者）重田 英貴

●旅行・宿泊

●サービス・その他
東日本製材協同組合

「第一ホテル東京シーフォート」

～車両経費削減商品の取扱 （オートリース、ETCカードなど） ～

★会員特典（予約時にカードを提示）

★会員特典（精算時にカードを提示）
既存のリース料・ガソリン代・ＥＴＣ割引率を
更に値下げ。（詳細はお問い合わせください）

挙式・披露宴ご紹介により、ご利用者へは披露宴出
席人数×1,000円の割引など。ご紹介者には披露宴
出席人数×800円の謝礼金進呈。
お支払いは現金またはカードどちらでも可。
※詳細はＴＥＬ5460-4428へお問合せください。

住所／品川区南品川4-12-13
電話／03-3472-4071

FAX／03-3472-4072

住所／品川区東品川2-3-15

e-mail：h.arai@ihj.co.jp

電話／03-5460-4411

（代表者）篠田 朗 （担当者）新井 秀治

FAX／03-5460-4482

http://www.seafort.d-h.co.jp

2

品川地区

●サービス・その他
ワイズネット(株)

「屋形船

～パソコンのメンテナンス、サーバ設置～

中金」
～中金・小町・大名グルメコース～

★会員特典

★会員特典（予約時または注文時にカードを提示）

（予約時に法人会会員である旨を連絡、乗船時に
会員優待カードを提示）

初回訪問料を無料。
サーバ10％割引、設置作業費15％割引。
お支払は現金のみ。※本特典対象は、法人のみ。

10％割引。お支払いは現金のみ。
※大人料金のみに適用。

住所／品川区広町1-3-21 栄伸広町ビル

住所／品川区東品川1-1-17

電話／03-5719-6777

電話／03-3471-4531

FAX／03-5719-6778

ホームページは

e-mail：info@ys-net.co.jp

FAX／03-3740-4646 こちら↓
e-mail：funayado@nakakin.com

http://www.ys-net.co.jp

http://www.nakakin.com/

（代表者・担当者）岡部 克則

（代表者・担当者）中島

「キッズルームにっしー

西品川園」

「 JIN・ゴルフスクール

～保育園～

㈱JINgolf 」

～最新トラックマン使用の少人数制ゴルフスクール～

★会員特典（ご予約時にカードを提示）

★会員特典

一時預かり10％割引

（精算時に優待カードをご提示ください）
全レッスンプラン 10％割引
※お支払いは現金のみ。

※お支払は現金のみ。
※土曜日は予約のみ。日・祝休み。
※月極保育の入園金は現在いただいておりません。
住所／品川区西品川2-18-11 宮城湯2階

住所／品川区南品川3-5-3

電話／03-6421-7166

電話／03-3450-5557

営業時間／07：30～19：00

ホームページ／https://www.nissie-hoikuen.jp/

営業時間／平日11：00～22：00 、休日10：00～18：00

（代表者・担当者）西田 美貴

（代表者・担当者）水野

「屋形船

「屋形船、クルーザー

大江戸」

船清」

★会員特典（予約時にカードを提示）

★会員特典

大人料金（法人会員とその社員）10％割引。プラス乗船者
全員にお土産プレゼント。お支払は現金のみ。
※他の割引サービスとの併用不可。特定日等は利用不可。

（予約時に必ず、優待カードがある旨をお申し出下さい）

1,000円割引。
※お支払いは現金のみ。
※花火大会等の特別イベントの日は対象外。

住所／品川区北品川1-16-1
電話／03-5479-7007

FAX／03-5479-0050

住所／品川区北品川1-16-8

e-mail：nakazawa@o-edo.net

電話／03-5479-2731

http://www.o-edo.net

http://www.funasei.com

（代表者）中沢 哲郎 （担当者）新井 秀治

（代表者）伊東 堅 （担当者）伊東 陽子

3

FAX／03-5479-2733

大井地区

●食べる
大井ビーフ苑

「そば道

～焼肉～
★会員特典（注文時にカードを提示）
5％割引。（お支払いは現金のみ。）

東京蕎麦style」

★会員特典（ディナーのみ。注文時にカードを提示）
人数分OK！最初の1杯目のドリンクサービス。
（ボトルドリンク対象外）
お支払いは現金・カードどちらでも可
（他のクーポンとの併用不可）

※他の割引サービスとの併用不可。
◆換気もバツグン！コロナ対策実施中！皆様のご来店をお待
ちしております。

住所／品川区東大井5-7-10 クレストワン中 1階
電話／03-6712-8218

住所／品川区東大井5-21-7

＜営業時間＞水～日、祝日、祝前日: 12:00～15:00
（料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30）
17:00～21:00 （料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:30）

電話／03-3763-3678

http://www.dr-t.co.jp/sobamichi/

焼肉乙ちゃん

「MICHI FISH&OYSTER」

本店
～焼肉～

★会員特典（ご精算にカードを提示）

★会員特典（ディナーのみ。注文時にカードを提示）
人数分OK！最初の1杯目のドリンクサービス。
（ボトルドリンク対象外）
お支払いは現金・カードどちらでも可
（他のクーポンとの併用不可）

ディナータイム時、お会計から5％割引。
お支払いは現金・カードどちらでも可
※ランチタイム、お弁当、テイクアウト不可。また、他
の割引サービスとの併用不可。

住所／品川区東大井5-12-2

住所／品川区東大井2-5-13 乙川ビル1階

電話／03-5479-0568

営業時間／ 17:00～23:00 （曜日で異なります）

http://www.dr-t.co.jp/michi-oyster/

電話・ FAX／6433-2914
ホームページ／ http://www.otokawa-chikusan.com

「北海王」

「麺's共和国」
～北海道産直食材バル～

～ラーメン専門店（みそラーメン・つけ麺など）～

★会員特典（注文時にカードを提示）

★会員特典（精算時にカードを提示）
5％割引
※お支払いは現金のみ。
※他の割引との併用はお断りいたします。
住所／品川区大井1-1-6

下記①もしくは②のいずれかをサービス

①ご飯かサラダ（200円相当）がサービス
②ギョーザをご注文の場合、1ヶ増量サービス
※お支払いは現金のみ。他の割引との併用は不可。

電話／03-6410-7980

住所／品川区大井1-11-1

（営業時間）
LUNCH 11：30～14：30

電話／03-3776-7774

（営業時間） ※日曜定休
DINNER 17：30～23：00

平日11：00～14：00、17：00～22：00 （LO 21：50）
土・祝日11：30～14：00、17：00～21：00 （LO 20：50）

「そば道 西のはなれ」

「割烹

とんかつ

ひろせ」

～蕎麦居酒屋～

(株)清瀬

～懐石料理、とんかつ～
★会員特典（予約時にカードを提示）

★会員特典（ディナーのみ。注文時にカードを提示）
人数分OK！最初の1杯目のドリンクサービス。
（ボトルドリンク対象外）
お支払いは現金・カードどちらでも可
（他のクーポンとの併用不可）

お会計時10％割引。お支払いはキャッシュレスも対応。
※ランチタイムは利用不可。
※御料理のテイクアウトもできます。電話でのご注文
がスムーズです。

住所／品川区大井1-11-4

住所／品川区大井4-1-2

電話／03-5742-2288

電話／03-3771-7466

http://www.dr-t.co.jp/sobamichi/

http://www.hirose.ws

FAX／03-3778-7693

（代表者・担当者）廣瀬 慶人
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大井地区

●買う
猪鼻繊維工業(株)

東邦流通システム(株)

～作業服・ユニフォーム・作業用品～

～事務用品の販売～
★会員特典（商談時にカードを提示）

★会員特典（注文時にカードを提示）

スーパー・飲食店等でご使用のレジにコロナウイルス対策
の一つとして販売している抗菌保護フィルムを、定価より
10％割引。 希望のサイズにカットも可能。SIAAシール付き。

カタログ価格より30％割引。
お支払いは現金のみ。
住所／品川区南大井1-16-8

住所／品川区南大井6-16-4 戸浪大森ビル6F

電話／03-3763-9651

電話／03-3762-1707

FAX／03-3763-9659

e-mail：inohana@titan.ocn.ne.jp

FAX／03-3762-1745

e-mail：rental@tsc-japan.com

（営業時間）8：30～16：30 （担当者）山口嘉樹

http://www.support.tsc-japan.com
（代表者）渡部 直樹 （担当者）江原 陸美

「和光メガネ

「ハッシュパピー大井町店」 (株)コンドル靴店
～紳士・婦人靴、スポーツシューズ～

大井町本店」
～メガネ、コンタクトレンズ～

★会員特典（精算時にカードを提示）

★会員特典（注文時にカードを提示）

コロナ対策！正札価格より10％割引。
お支払いは現金またはカードどちらでも可。

当店割引価格より、更に5％割引。
お支払いは現金またはカードどちらでも可。

◆法人会員の皆様と一緒に、新型コロナウイ
ルスに打ち勝ちましょう！

住所／品川区大井1-10-1

住所／品川区大井1-1-16

電話／03-3778-0711

電話／03-3778-2492

http://www.waco.jp

FAX／03-3778-2492

FAX／03-3778-0087

（代表者・担当者）浦山 嗣雄

（代表者）根岸 康之 （担当者）比嘉 浩二

「メガネサロン イッセイ」

auショップ大井町・UQスポット大井町

～眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器など～

～ａｕ携帯電話専門店～

★会員特典（注文時にカードを提示）
メガネ一式とレンズのみの交換を、
当店価格より15％割引

★会員特典（ご契約前にカードを提示）

本体購入時に充電器をプレゼント！
※他の施策と併用できない場合があります。
※2020年8月30日時点の情報です。

※お支払いは現金またはカードどちらでも可。

住所／品川区大井1-21-3 アンサンブル大井1F
電話／03-3775-3630

FAX／03-3778-7963

＜auショップ大井町＞

e-mail：gc-issei@west.cts.ne.jp

住所／品川区大井1-10-2 電話0800-700-0539

http://www1.cts.ne.jp/~issei/company.html

＜UQスポット大井町＞

（代表者）武井 明 （担当者）武井、須田、山本

住所／東大井5-4-11 電話03-6712-8446
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大井地区

●買う
「ナチュラルフードショップ

レンドルフ」

～体に優しい・環境に優しい自然食品などの販売 ～
★会員特典

（精算時に優待カードをご提示ください）
5％割引
※お支払いは現金のみ。
住所／品川区大井7-30-10
（ホームページ）

電話／03-5718-6361

https://rendorf.com/

（営業時間）
平日10：00～18：00 、日・祝11：00～18：00

●住まい・工事
(株)エムエス建築設計事務所

朝陽塗装工業（株）

～建築設計・建物調査～

～塗装、防水他

各種改修工事～

★会員特典（事前に電話で会員の旨をお申し出ください）

★会員特典（注文時にカードを提示）

調査及び相談 1回のみ無料。
中古建物調査（インスペクション）見積金10％割引。

5％割引。お支払いは現金のみ
※但し、100万円以上の工事に限る。

※お支払いは現金のみ。
住所／品川区東大井3-11-18

電話／03-3766-6101

住所／品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル4Ｆ

http://www.mskenchiku.co.jp

FAX／03-3766-6120

電話／03-3474-1314

e-mail：ouchi@choyotoso.co.jp

地元の顔の見える建築集団として、一級建築士と地元の工務
店が一体になった『 耐震・リフォーム・チームA 』を立ち上げま
した。どんなお仕事でも、お気軽にお問い合わせください。

アーバンホーム(株)

FAX／03-3474-1343

http://www.choyotoso.co.jp/
（代表者・担当者）加藤

「ホームメイト大井町店」

～不動産売買、賃貸、管理、仲介 ～
★会員特典（来店時にカードを提示）
売買・賃貸の仲介手数料を20％割引。
お支払いは現金のみ。
◆空室相談・空家管理など、お気軽にご相談ください。

住所／品川区大井1-11-1
電話／0120-627-617

FAX／03-3776-0666

e-mail：info@u-h.co.jp http://www.u-h.co.jp
（代表者・担当者）川東 明夫

●サービス・その他
(株)CSトナン

ベストプリント(株)

～車検、修理、新車・中古車販売、自動車保険など～

～印刷物全般 （名刺・封筒・ご案内状・カタログなど） ～

★会員特典（お見積依頼時にカードをご提示ください）

★会員特典（予約時にカードを提示）

新規お見積価格より5％割引。

整備料金を10％割引。
お支払は現金のみ。

（但し、一部除外品もありますので、詳細は下記
までお問い合わせください。）

住所／品川区東大井2-13-13

住所／品川区東大井2-15-1

電話／03-3761-0111

電話／03-3763-4701

FAX／03-3761-0114

e-mail：cstonan@livedoor.com

FAX／03-3763-4703

e-mail：bp@bestprint.co.jp

http://cstonan.com

http://www.bestprint.co.jp

（代表者）吉田 弘延 （担当者）吉田 幸弘

（代表者・担当者）伊藤 由美子
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大井地区

●サービス・その他
(有)東京ロケット商会

豊川電気(株)

～車検、修理、新車・中古車販売、各種損害保険など～

～小型放電管販売、不動産賃貸、レンタルボックス～

★会員特典（予約時にカードを提示）

★会員特典（来社時にカードをご提示ください）

整備料金を15％割引。
お支払いは現金のみ。

レンタルボックスを1年以上ご契約に限り、
3ヶ月無料プラス月額割引！
※契約時現金、賃料は自動引き落としとなります。

住所／品川区東大井2-19-10
電話／03-5471-1766

FAX／03-5471-1790

住所／品川区東大井4-7-15

e-mail：nabe@tokyo-rocket.com

電話／03-3474-3411

http://www.tokyo-rocket.com

営業時間／ 9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）

（代表者）城戸 聰吉 （担当者）渡辺 実

無添加食品販売協同組合

(株)共益商会
～古紙回収、機密書類溶解処分～

～食品・食品原料等の成分、安全性検査～

★会員特典（ご依頼時にカードを提示）

★会員特典（商談時にカードを提示）

放射能検査10％割引（6,000円→5,400円）。

機密書類溶解処分費を、見積価格から
10％割引。お支払は現金のみ。

残留農薬一括検査10％割引（120項目。28,000円→25200円）
お支払いは、現金またはお振込どちらでも可。
※他にも割引対象検査がございますので、お気軽にお問い合わせく

住所／品川区南大井6-8-11

ださい。

住所／品川区南大井2-9-2
電話／03-3298-3681

電話／03-3763-9431

FAX／03-3298-3680

e-mail：mutenka@japan.email.ne.jp

FAX／03-3763-9435

e-mail：info@kyoeki-s.co.jp
http://www.kyoeki-s.co.jp

http://www.mutenka.or.jp

（代表者）鷲澤 清司 （担当者）仙石 清喜

（代表者）赤染 マリリン （担当者）大橋 宏之

アクシア行政書士事務所

「美容室

～建設業・運送業・産廃業・宅建業・
VISA等許認可申請、行政書士業務全般～

AZZURRO」
～ヘアーサロン・まつげエクステ～

★会員特典（注文時にカードを提示）

★会員特典（予約時にカードを提示）

税抜料金に応じて、代行サービスを無料。
5～10万円→9千円分、11～15万円→1万5千円分、
16～20万円→2万1千円分、21万円以上→3万円分の代行
サービスを無料。お支払は現金のみ。

まつげエクステ施術メニュー、10％割引！！
※お支払いは現金のみ。
※他の割引、優待との重複利用は不可。

住所／品川区大井1-11-1
電話／03-3778-5450

FAX／03-3772-9784

住所／品川区豊町6-11-9

e-mail：hoshino@e-hoshino.com

電話／03-3788-0182

http://www.axia-office.co.jp

営業時間／9：30～19：30

（代表者・担当者）星野 誠

定休日／月曜日、第1・第3火曜日

BALANCECARE lab.

(株)Ｔｅａｂｌｅ
～シェア・レンタルオフィスMICANの管理・運営～

～オーダーメイドアーチサポートインソールの作製～

★会員特典
（精算時にカードをご提示ください）

★会員特典
（精算時にカードをご提示ください）

お会計時に5%割引きさせて頂きます。

ドロップイン・会議室利用10%割引
※お支払いは現金またはPayPay

住所／品川区東大井5-17-6 マイキャッスル大井町701
営業時間／10:00～18:00（水・木・金・土に営業。土曜不定休あり）

住所／品川区大井1-6-3 アゴラ大井町3階

電話・FAX／03-6317-8832

営業時間／平日9:00～19:00、土曜10:00～17:00

ホームページ／https://balancecarelabo.com/

電話／03-5742-5508

（代表者）佐々木 克則 （担当者）高岡 若菜

ホームページ／https://mican.tokyo/
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大井地区

●サービス・その他
（一社）高齢者安全運転診断センター
～安全運転診断業務、高齢者・法人向け安全運転診断～

★会員特典
（申込時に会員である旨をお伝えください）
5%割引き（※お支払いは現金のみ）
住所／品川区南大井6-3-7
営業時間／平日9:00～17:00
電話／5753-0087

ホームページ／https://kooansin.or.jp
（代表者）吉本 堅一 （担当者）橘

則光

五反田地区

●食べる
「五反田ホルモン まるみち」

「阿亀寿し」

～ホルモン料理～

～寿司～
★会員特典（注文時にカードを提示）

★会員特典（ディナーのみ。注文時にカードを提示）
人数分OK！最初の1杯目のドリンクサービス。
（ボトルドリンク対象外）
お支払いは現金・カードどちらでも可
（他のクーポンとの併用不可）

総額から5％割引。お支払は現金または
カードどちらでも可。
住所／品川区東五反田1-19-8 ハイツ五反田1F

住所／品川区東五反田1-12-4

電話／03-3441-9174

電話／03-3473-3778

（代表者・担当者）鈴木 朱美

http://www.dr-t.co.jp/marumichi/

「東京酒楼」

「東海酒家」

華通商事(株)

～中華料理～

～中華料理～

★会員特典（注文時にカードを提示）

★会員特典（予約時にカードを提示）

10％割引。お支払いは現金のみ。ランチタイムも利用可
※但し1回のご利用が2,000円以上に限る。

合計額から5％割引。
お支払は現金またはカードどちらでも可。
※ランチタイムは利用不可。

住所／品川区西五反田1-4-8-2F（本店）
電話／03-3493-1181 FAX／03-3493-1181

全店、テイクアウト・
デリバリーもご利用に
なれます！

http://www.tokyo-shurou.com/

住所／品川区西五反田2-10-8 ドルミ五反田ドゥメゾン108

陳麻家西口店
西五反田1-24-4
電話：03-5434-2750

陳麻家さくら通り店
西五反田2-18-3
電話：03-3493-1125

電話／03-3491-5633

（代表者・担当者）森水 鐘弘

（代表者・担当者）松澤 伸光

「懐石水仙本店」

(株)味工房スイセン
～懐石料理、懐石膳～

★会員特典（予約時または精算時にカードを提示）
＜飲食代金+サービス料＞に対して10％割引。
※但し予約のみ。お一人様5,000円以上のお食事で10
名様以上に限る。お支払いは現金のみ。

住所／品川区西五反田5-30-20
電話／03-5487-5866

FAX／03-3491-5633

http://www.tokai-shuka.jp

FAX／03-3493-5666

e-mail：info@suisen-jp.com
http://www.suisen-jp.com
（担当者）青木 勝太
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五反田地区

●買う
銀座コージーコーナー

五反田店

(有)ライフパーク

～洋菓子販売～

～一般用（人用）・ペット用サプリメント～

★会員特典（精算時にカードを提示）

★会員特典（ご注文はお電話又はインターネットで！）

お持ち帰りに限り10％割引。
お支払いは現金またはカードどちらでも可。

ご注文時に”法人会優待制度ご利用”の旨お知らせ下さい。
ネットからご注文の場合は備考欄に御書き添え下さい。
通常販売価格より10％割引。

住所／品川区東五反田1-14-12

住所／品川区東五反田2-19-7 サンハイム五反田403

電話／03-3449-3434

電話／03-5791-2699 FAX／03-5791-2623（9：30～18：00土日祭休）

（担当者） 店長

FAX／03-3449-3588

江原

http://www.417-lifepark.com/ （一般用健康食品）
http://www.lifepark.co.jp/

（ペット用健康食品）

（担当者）三戸・長谷川

「ロイスマン」

「銀座メガネコンタクト」
～メガネ・コンタクトレンズ・補聴器～

～オーダーシャツ＆オーダースーツの販売～

★会員特典（来店時にカードを提示）
メガネフレーム 20％割引
メガネセット
10％割引
コンタクトレンズ
5％割引
お支払いは現金またはカードどちらでも可。

★会員特典（ご注文時にカードを提示）
オーダースーツを15％割引。
（五反田店のみの取扱い）
お支払は現金またはカードどちらでも可。

※他のクーポン券・ポイントは併用はできません

五反田・武蔵小山・大森・大崎・目黒・大井町
営業時間
首都圏44 店舗の中から
10：30～19：30
お近くのお店をお探しください
※店舗により
ホームページ↓
異なります
http://ginza-megane.co.jp

住所／品川区東五反田2-10-3 東五反田レジデンス1F
電話／FAX

03-5423-5033

（担当） 都筑邦英

http://www.royceman.info
営業時間／平日11：00～20：30 土祝日11：00～20：00

(資)ギャルリーハニー

(有)サルークパレス

～フランス直輸入・油絵・リトグラフ～

～ペルシャ オリエンタルカーペット 製造・輸入・卸小売～

★会員特典（ホームページからの注文に限る）
50,000円（税抜）以上のお買上で10％割引、49,999円（税抜）
以下のお買上で5％割引。お支払いは現金またはカードどち
らでも可。
※ご注文の際、会社名と「会員優待カード」をお持ちである
事を、必ず当社ホームページの通信欄にご入力下さい。

★会員特典（精算時にカードを提示）
￥200,000以上（本体価格税抜）・・・15％OFF
￥199,999以下（本体価格税抜）・・・10％OFF
お支払は現金のみ。

住所／品川区東五反田5-21-2-411

住所／品川区東五反田5-22-39 第一山崎ビル

電話／03-3440-4755・FAX／03-3440-4757

電話／03-5449-4526

e-mail：nkgw-ku@g-honey.gr.jp

メール sarooqpalace@yahoo.co.jp

http://www.g-honey.gr.jp

どうぞお気軽にお問い合わせ
くださいませ！

FAX／03-5449-4528

http://www.sarooqpalace.com

（代表者）中川 邦子 （担当者）中川 栄

営業時間 10：00～20：00

「矢崎ふとん店」

「ならや本舗」

～寝具小売、貸ふとん～

～書道用品、美術工芸品、表装、裏打ち～
★会員特典（精算時にカードを提示）

★会員特典（精算時にカードを提示）

参考小売価格より5～50％割引。
（商品により割引率が異なります。）
お支払いは現金またはカードどちらでも可。
※書籍、特別価格を除く。

5％割引、お支払いは現金のみ

住所／品川区西五反田2-30-8

住所／品川区西五反田7-22-17 ＴＯＣビル3階

電話・FAX／03-3491-4878

電話／03-3494-2905

e-mail：yazakifuton@cyber.ocn.ne.jp

e-mail：naraya@naraya-honpo.co.jp

FAX／03-3494-2909

（代表者・担当者）矢崎 隆之

http://www.naraya-honpo.co.jp
（代表者）南 多加夫 （担当者）南 麻弓
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五反田地区

●買う
(株)ポルト・ボナール
～ストール、アクセサリー、シーアグラスなど～
★会員特典（注文時または精算時にカードを提示）

卸値で販売。
お支払いは現金またはカードどちらでも可。
住所／品川区西五反田7-22-17 TOCビル7階53・54号
電話／03-3494-3320
e-mail：porte-bonheur@toc7f.com
http://www.portebonheur.co.jp
（代表者・担当者）坂田 雅史

●住まい・工事
(有)日創管財

協立工業(株)

～不動産賃貸・売買・仲介・管理～

～空調・衛生設備工事の設計、施工～

★会員特典
（予約時に法人会会員である旨をお申し出ください）

★会員特典（予約時にカードを提示）

工事代金通常より5％割引。
お支払いは現金のみ。

当社専任賃貸物件の仲介手数料が半額。
※お支払いは現金のみ。
住所／品川区西五反田2-9-5 長田ビル1階

住所／品川区西五反田7-1-9 五反田HSビル6階

電話／03-3493-7227

電話／03-3490-9671

FAX／03-3493-2066

FAX03-3490-9673

e-mail：sdmpm@waltz.plala.or.jp

e-mail：info@kyoritsu-pipe.co.jp

http://www.nissokanzai.com

http://www.kyoritsu-pipe.co.jp

（代表者・担当者）岡野 敏雄

（代表者）西尾 雄二 （担当者）西尾 加奈

(株)池田元一商店

(株)右近冷暖房
～ルームエアコン・店舗用空調機～

～木材・住宅資材販売、大工工事、建築工事ほか～

★会員特典（注文時にカードを提示）

★会員特典（予約時にカードを提示）
住宅・店舗・事務所の改装工事、賃貸住宅の原
状復旧工事について、見積金額より5％割引。
お支払いは現金のみ。

見積金額より10％割引。
お支払は現金のみ。

住所／品川区戸越1-25-3
電話／03-3494-1171

FAX／03-3491-4889

住所／品川区中延1-6-18

e-mail：motowork@aioros.ocn.ne.jp

電話／03-5750-2391

http://www.ikedamotoichi.jp

e-mail：ukon@cts.ne.jp

（代表者・担当者）池田 浩康

（代表者・担当者）右近 実
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FAX／03-5750-2396

五反田地区

●旅行・宿泊
(株)ヴァリー国際エージェンシー

「(株)F-SUNツーリストジャパン」

～旅行全般～

～各種国内・海外ツアーなど～

★会員特典（予約時または注文時にカードを提示）

★会員特典（予約時にカードを提示）
国内・海外宿泊代金を5％割引。
JALPAK、ビックホリデー国内ツアーを3％割引。
海外航空券発券手数料を30％割引。

国内旅行、海外旅行を5％割引。
お支払いは現金、品川区商店街連合会商品券
またはＪＴＢ旅行券で。

※お支払いは現金のみ。
◆お客様のご旅行の要望に柔軟に対応させていただきます。

住所／品川区西五反田1-32-2-4F
電話／03-5740-6621

FAX／03-5740-6628

e-mail：tani@valley-ag.co.jp

住所／品川区東五反田4-10-9 シャトレー五反田2B

http://www.valley-ag.co.jp

（電話）03-5422-7530 （営業時間） 平日09：30～17：30

（代表者）谷 正敏 （担当者）谷 正敏

（ホームページ） http://www.fsun.co.jp

●サービス・その他
スポーツクラブNAS大崎
～スポーツクラブ、ホットヨガスタジオ美温～

「nail NOCE（ネイルノーチェ）」
～プライベートネイルサロン～
★会員特典 （ご精算時にカードを提示ください）

★会員特典（電話予約の際会員の旨をお申し出頂き、

施術メニューの20％割引。
お支払いは現金のみ。

後日来舘時にカードをご提示ください）

①法人会員入会金を50％割引。
②個人会員入会金3,300円を無料。
※お支払いは現金またはカードどちらも可。
住所/品川区大崎2-1-3

住所／品川区上大崎3-14-34-503

（電話）03-5496-0827

http://www.nas-club.co.jp

電話／03-3491-5897

（営業時間）火～金7：00～23：00、土9：30～22：00、
日・祝9：30～20：00。※毎週月曜は定休日。

（代表者）臼井 元章 （担当者）臼井 久留美

大成祭典

「 MODE MARIE’(モード・マリエ) 」
～葬祭業（個人葬から社葬まで）～

～ブライダル衣裳レンタル、七五三、成人式など～

★会員特典（お電話で会員である旨をお知らせください）
標準レンタル価格の30％割引。
お支払いは現金またはカードどちらも可。

★会員特典（お電話で会員である旨をお知らせください）
白木祭壇の30％割引。
生花祭壇の10％割引。
お支払いは現金またはカード可。

住所／品川区西五反田5-30-13

住所／品川区西五反田2-10-2

電話／03-3490-3511

電話／03-3779-4781

FAX／03-3490-1470

FAX／03-5487-8926

e-mail：info@taisei-saiten.co.jp

e-mail：dress@mode-marie.com

https://www.taisei-saiten.co.jp

http://www.mode-marie.com

（代表者）勝山 宏則 （担当者）我妻 和芳

（代表者）勝山 宏則 （担当者）小谷 さや香

「スーパートレーニングジム エム シー」
～加圧トレーニング～
★会員特典（予約時にカードを提示）

入会金52,500円を10,500円に。トレーニン
グ代金を5％割引。お支払いは現金のみ。
住所／品川区西五反田2-24-9 五反田Nビル地下1階
電話／03-3494-6865

FAX／03-6420-3215

e-mail：supertraininggym@kiu.biglobe.ne.jp
http://www7b.biglobe.ne.jp/~supertraininggym
（代表者）野﨑 正雄 （担当者）門倉 正美
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その他の地区
●食べる
「ちょっとローマ」

「れくら」
～イタリア料理～

～創作和食～

★会員特典（精算時にカードを提示）
5％割引
※お支払いは現金のみ。
※他の割引との併用はお断りいたします。

★会員特典（注文時にカードを提示）

飲み放題コースを割引
①5,500円コース→5,000円！
②4,800円コース→4,500円！
※お支払いは現金またはカードどちらでも可。
住所／港区三田3-4-12 田村ビル2Ｆ 電話／03-3453-7408

住所／港区赤坂2-14-31 金波ビルB1

（営業時間）

電話／03-5545-3858

ランチ 11：30～15：00 （LO）

営業時間／11：30～14：00、17：30～24：00

ディナー17：30～22：00 （LO）

(HP) http://lescras.jp

「ランプラント」

「ウィッフィー」

～肉ビストロ＆クラフトビール～

※土曜日はランチ営業なし

～尾崎牛 肉バル～

★会員特典（精算時にカードを提示）
5％割引

★会員特典（精算時にカードを提示）
5％割引
※お支払いは現金のみ。
※他の割引との併用はお断りいたします。

※お支払いは現金のみ。
※他の割引との併用はお断りいたします。
※行政からの指導・要請により、営業時間を変更する場合あり。

住所／千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通ビル1Ｆ

住所／千代田区丸の内3-1-1 国際ビルB1

電話／03-6212-6882

電話／03-3215-2577

（営業時間）11：30～14：30、17：30～23：00

（営業時間）11：30～14：00、17：30～23：30

(HP) https://www.facebook.com/1129oishii

(HP) https://www.facebook.com/gouttedorwhiphy

「ピッツェリア

ダ

グランツァ」

～日本一のピッツァ職人が在籍するカジュアルイタリアンです～

★会員特典（予約時に会員である旨をお申し出ください）
ランチ・ディナー共にお会計から10％割引 ※お支払いは現金のみ。
本店（6421-6969）
住所／目黒区洗足2-25-13
サンフラッシュビルB1F

洗足池店（6421-9696）
住所／大田区上池台2-37-6
鈴木ビル1F

(HP)https://tabelog.com/toky
o/A1317/A131711/13202411

(HP)https://tabelog.com/toky
o/A1317/A131714/13217299/

(営業時間)ランチ11:30～15:00（LO14:30）
ディナー17:30～22:00（LO21:00）

●サービス・その他
ＳｐａｄｅＡ(同)
～ハワイウォーターの輸入および販売～
★会員特典（注文時に会員である旨をお伝えください）
販売価格より20%割引、
ウォーターサーバー無料レンタル
住所／大田区大森北6-2-13-1F ハワイウォーター大森支店
電話／03-6404-6286 FAX／03-6404-6287
（営業時間）平日・土曜9：00～18
(HP) https://www.facebook.com/1129oishii
（代表者）周 逢溢 （担当者）周 逢溢
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