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相原 池田どうぶつ病院
動物病院（犬、猫、うさぎ、ハムス
ター、その他小動物の診療）

緑区相原2-12-4 042-772-0242 http://www.ikeda-vet.com. ミニフード、おやつ等進呈 ○ 294

相原
リフォームショップロッキー
本店

住宅リフォーム 緑区相原5-12-1 042-773-0100
https://www.reform-
rockey.jp

○ 40

相原 ヘア　サロン　オオヒラ 理容業 緑区相原5-8-1 042-773-2441 ○ 189
青根 いのうえ　井上商店 食品雑貨　小売業 緑区青根1391 042-787-2033 ○ 167

青根 株式会社ファンシード ゴルフのレッスン、サプリ、化粧品販売 緑区青根1415-1 090-7002-7318 http://www.fancied.jp 20分無料レッスン ○ ○ 278

青野原 モトショップ輪童 オートバイ販売・修理 緑区青野原2336-2 042-850-4694
https://motorcycle-shop-
rindo.business.site

次回来店時　修理工賃30％OFF ○ ○ 386

青野原 有限会社野谷工務店 建築業 緑区青野原49-6 042-787-1180 https://notani-k.com/ ○ 323
青山 スパゲティ屋　青山 飲食業 緑区青山2324－4 042-784-5623 ○ 453

青山 合名会社鈴木商店 酒店 緑区青山287 042-784-1002 http://www.suzukinet.info ○ 193

青山
ピザハウス　ドリームファー
ム

イタリアンレストラン 緑区青山3126-3 042-784-0961 https://dreamfarm-pizza.jp ワンドリンクサービス（ソフトドリンクのみ） ○ 427

青山 有限会社平本水道工業所 設備工事業 緑区青山321-1 042-784-3750 ○ 432
青山 株式会社せき製麺 麺類製造販売 緑区青山828 042-784-8100 ○ 88
太井 大道寿し 寿し屋 緑区太井102 090-8582-5105 ○ 428

太井 カイロサロン湖瑠璃
カイロプラクティック　腰痛、膝痛、肩
こり、首こり、頭痛等・健康予防の為の
メンテナンス

緑区太井304-9

042-780-8061※通常留
守電になっております
ので、メッセージにお
名前とお電話番号をお
話し下さい。

http://www.koruri.biz

初診70分(問診20分＋施術50分)￥4,900　次回
使用割引券￥1,000OFF
来院履歴のある方50分(施術50分)￥3,900次回
使用￥3,900チケット配布
予約はメールで受付します。
mizurin.nikoniko@gmail.com タイトルに39キャ
ンペーン予約　内容に名前・電話番号・アドレ
スをお書きください

○ 185

太井 寿司・三島 飲食店（寿司店） 緑区太井440-3 042-784-5588 ○ 362

太井 津久井乃庵 カフェ 緑区太井450-8 042-784-2119
https://r.goope.jp/tsukuin
oihori

1000円以上のお会計で次回来店時に使用可能金
券の配布

○ 72

大島 株式会社陽子屋 外構工事 緑区大島1737 042-761-9700 ○ 243

大島 ときわや酒店 酒類（日本酒・本格焼酎）、駄菓子販売 緑区大島2762 042-761-9401 ポイントカードのポイント２倍 ○ 73

大島 大島フラワーテニスガーデン
テニス練習場（会員制クラブ、スクー
ル、スポーツ用品等販売）

緑区大島644-5 042-761-8569 http://www.oftg.jp/

テニススクール体験してその場で入会すると①
体験料キャッシュバック（大人1,100円、子ど
も550円）②入会金（3,300円）無料③受講料1
月無料（2ヶ月分で3ヶ月受講可）

○ 457

小渕 焼肉のいちばん 飲食店（焼肉） 緑区小渕1707-1 042-687-6429
小学生以下のお子様１名につき１つお菓子プレ
ゼント

○ 137

小渕 美容オオツカ 美容全般、着付等 緑区小渕1727-3 042-687-2338 ポイント￥500に1ポイント ○ 181

上九沢 有限会社キャンディー
家電販売、住宅設備、リフォーム、電気
工事

緑区上九沢127 042-763-8000 www.cand.co.jp ○ ○ ○ 258

上九沢 ＭＴサロン橋本南店 肌質改善、フェイシャルサロン 緑区上九沢277 042-738-7277 https://www.mtsalon.jp
超音波洗浄初回体験特別価格￥1,100-（当サロ
ンを初めてご利用の方、お一人様一回限り）

○ 262

川尻 カフェモカ壹番館 飲食業 緑区川尻1611-16 042-782-7633 http://cafemocha.jp/
次回ご来店時に使用できる「ピッザ」半額割引
券の配布

○ 19

久保沢 喰い処　飲み処　てっぺん 飲食店 緑区久保沢1-1-53 042-782-4325 ○ 459
久保沢 青葉薬局 漢方薬 緑区久保沢2-1-23 042-782-3088 https://kampo-aoba.jp/ ○ 425

久保沢 ヘアーサロンバンブー 理容業 緑区久保沢2-1-25 042-782-2961
https://www.bambooooo.c
om

○ 458

久保沢 久保沢整骨院 接骨業 緑区久保沢2-2-9 042-785-3715
http://r.goope.jp/kubosaw
a-s

自費治療の割引券配布 ○ 89

久保沢 有限会社杉本商店
ＬＰガス、ガソリンスタンド、ガス器具
販売

緑区久保沢2-3-14 042-782-2221
ガス器具特価キャンペーン、１回に20ℓ以上給
油につき洗車割引券配布

○ ○ 177

久保沢 石井珈琲店
珈琲豆、珈琲ギフトの販売・発送、店内
飲食

緑区久保沢3－3－39 042-815-3141
https://blog.goo.ne.jp/141
coffee

１会計1,000円（税込）以上で、オリジナルド
リップバッグ珈琲（140円相当）プレゼント

○ ○ 454

佐野川 株式会社四津屋商店
LPガス、灯油、住宅リフォーム、食料
品、酒、雑貨の販売

緑区佐野川2418-1 042-687-3382
https://www.yotsuya-
store.com/

9月30日まで「やっぱりガスだね！キャンペー
ン」実施中
期間中はガス器具が特価＆５年保証付きです。

○ ○ 5

下九沢 有限会社小川石油 ガソリンスタンド 緑区下九沢1283 042-761-6157
次回ご来店時１ℓ３円引きのチケットの入った
ポケットティッシュを差し上げます。

○ 214

下九沢 アンファンネージュ 洋菓子店 緑区下九沢1744-20 042-763-7345
http://www.enfantneige.jp
/

○ 182

下九沢 カトウ電器 家電販売 緑区下九沢1821-13 042-762-5611 〇 336

下九沢
すずきファクトリー学研すず
きファクトリー下九沢教室

施術院、学習塾 緑区下九沢1902-1 042-764-7640 http://sa-ga.com 初回料・入会金無料 ○ 70

下九沢 クリーニング　ミキ ホームクリーニング 緑区下九沢1943 042-762-5025 〇 337
下九沢 hair.akubi 美容業 緑区下九沢1998-16 090-9140-4938 〇 384
下九沢 髪ing727 一般理美容 緑区下九沢2510 042-761-4774 次回来店時に使える割引券を配布いたします ○ 13

城山
シチューと冒険を売るお店
ハックルベリー

飲食業（ログハウスのお店でシチューや
パエリアを提供しています。）

緑区城山4-2-10 042-782-7700 ○ 61

寸沢嵐 お食事　とねくぼ 麺類、定食他 緑区寸沢嵐200 042-685-0117 ワンドリンクサービス ○ 419
千木良 割烹旅館　五本松 旅館業 緑区千木良1352 042-685-1370 ○ 264
千木良 榎本　五郎 野菜、果物、野菜苗、果樹苗の販売 緑区千木良283-2 042-684-4758 先着30名様に野菜苗等１ケサービス ○ 284
鳥屋 鳥居原ふれあいの館 小売業、地元野菜等の直売所 緑区鳥屋1674 042-785-7300 ○ 168

鳥屋 有限会社鳥屋自動車整備工場 自動車整備、販売 緑区鳥屋32-3 042-785-7177 https://www.toya.jp オリジナルグッズプレゼント ○ ○ 366

鳥屋 有限会社竜設備 管工事、土木工事、浄化槽設置工事 緑区鳥屋869-4 042-785-0958 ○ 431
中沢 灯ーakariー イタリアンレストラン 緑区中沢706-4 042-785-3633 www.linsieme.jp ○ 140
長竹 有限会社みのわモータース 自動車、車検整備全般、車両販売 緑区長竹1128 042-784-0440 ○ ○ 187
長竹 しんばし理容室 理容業 緑区長竹1134－1 042-784-2238 ○ 452
長竹 クリーニングうえはら クリーニング業 緑区長竹1136 042-784-1706 ○ 451

長竹 合資会社奈良呉服店 呉服、用品、寝装品　小売業 緑区長竹1185 042-784-0464
https://r.goope.jp/sr-14-
1442211028

次回利用できる10%割引券サービス。来店者へ
の500mlペットお茶サービス１本

○ 271

長竹 有限会社志村商店 ガソリンスタンド、酒類販売 緑区長竹1189-1 042-784-0446 ○ ○ 150
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長竹
おしゃれの店・ジュン　落合
昌江

新型コロナ対応マスク、ちりめん細工、
資生堂・カネボウ化粧品

緑区長竹1226-2 042-784-1562 https://handmade-jun.jp 手づくりマスク ○ 450

長竹 オキツ時計店 時計、眼鏡、宝飾小売 緑区長竹1536-8 042-784-8000 ○ 143
長竹 串川石油株式会社 ガソリンスタンド 緑区長竹1860-3 042-784-0453 ○ 257

長竹 スピニングガレージ 自動車修理・販売（主にＶＷゴルフⅡ） 緑区長竹2748-1 042-780-8198 www.spinninggarage.com ○ ○ 139

長竹
株式会社オギノパン　工場直
売店

パン製造販売業 緑区長竹2841 042-780-8121
https://www.ogino-
pan.com

○ ○ 286

中野 清水酒店 清酒小売販売 緑区中野1322 042-784-0010
http://www.shimizusyuzo.
com

○ 455

中野 アマリ　Family salon 理容全般(カット、顔そり、毛染め) 緑区中野1340-7 042-784-0233
アルコール配合ハンドジェル(保湿成分入
り)600円(定価)を500円に割引して販売させてい
ただきます。

○ 289

中野 有限会社苅辺商店 米、灯油、LPガス、関連機器の販売 緑区中野1343 042-784-0028 お米10kgお買い上げ毎にゴミ袋10枚プレゼント ○ 82

中野 株式会社池田管工事
空調換気設備・給排水衛生設備工事、設
計施工

緑区中野148 042-784-3361
http://www.ikedakankouji.
co.jp/

ビラ配り ○ 277

中野 有限会社津久井自動車 自動車販売、車検、修理、整備、点検 緑区中野243 042-784-0005 http://tsukui-car.jp オリジナルボックスティッシュプレゼント ○ ○ 35

中野 パン小屋　カシェット パン、焼き菓子の製造、販売 緑区中野452-7 090-9394-6922
キャンペーン期間中にポイントカード提示のお
客様にプラス1ポイント進呈します

○ 34

中野 髙城畳店 畳製造・販売・工事 緑区中野538 042-784-0081
http://www.takagitatami.jp
/

次回畳替え時に使用できる割引券の配布 ○ ○ ○ 81

中野 平本理容店 理容業 緑区中野552 042-784-0574
https://riyou.jp/city/kanag
awa/226/15039/

HP見ましたと一言で冷しシャンプーサービス致
します。

○ 17

名倉 グダン・コーヒー豆店 コーヒー豆販売 緑区名倉310 080-4406-0088
コーヒー豆を200ｇ以上お買い上げで次回来店
時に使用できる割引券の配布

○ 422

西橋本
ダイヤ・ドライセンター
ビッグ西橋本店

クリーニング業
緑区西橋本1-14-25イオン
ビック西橋本店１階

042-774-5951 http://diadry.com/ ○ 352

西橋本 コリトリバスターズ リラクゼーション
緑区西橋本1-14-25ザ・
ビック西橋本店1Ｆ

0120-217-216
koritorikoritori.wixsite.com
/seitai-relaxation-jp

整体リラクゼーションコース60分300円引き、
40分200円引き、20分100円引き※平日のみ
（土日祝は使用不可）

○ 164

西橋本 住宅相談室心株式会社
リフォーム工事の企画・設計・施工、不
動産取引業

緑区西橋本4-14-25 042-770-7790
http://www.kokoro-
jutaku.com

※別紙チラシ参照とのこと ○ 439

西橋本 美容院ユニティ橋本店 美容接客 緑区西橋本5-1-1 042-770-1345 https://unitee.co.jp ○ 36

西橋本 中村書店　橋本店 書籍・雑誌販売
緑区西橋本5-1-1ラ・フ
ロール3Ｆ

042-775-6166 https://nakasyo.co.jp/ ○ 130

西橋本
スクール洋品ナカムラ　ラ・
フロール橋本店

学生服及び学校衣料品販売
緑区西橋本5-1-1ラ・フ
ロール橋本３F

042-785-4211
http://www.schoolnakamu
ra.com/

○ 111

西橋本
株式会社オギノパン　オギノ
パンカフェ橋本店

パン製造販売業 緑区西橋本5-4-20 042-780-8121
https://www.ogino-
pan.com

○ ○ 288

西橋本 株式会社クフウシヤ
コンサルティングサービス/ロボット
Sier

緑区西橋本5-4-30S2C2-
2312

042-703-7760 http://www.kufusha.com ○ 437

二本松 株式会社勝文堂印刷 印刷業 緑区二本松1-10-23 042-773-8487
http://e-
sagami.jp/shoubundou

マツボースタンプ2倍 ○ 319

二本松 ウエハラ時計眼鏡宝飾店 時計、宝飾、メガネ、小売 緑区二本松1-10-24 042-773-1974 ジュエリー修理代、リフォーム10％引き ○ 292
二本松 ケイエヌ美容室 美容一般 緑区二本松1-20-16 042-773-3477 マツボースタンプを倍つけします。 ○ 76

二本松 有限会社シミズリビング プロパンガス、灯油、住宅設備機器販売 緑区二本松1-2-22 042-772-5357 やっぱりガスだねキャンペーン中 ○ 313

二本松 3po 飲食業（スナック） 緑区二本松2-1-6 https://r.goope.jp/3po
LINEによりお友達登録していただいたお客様に
来店ポイント１ポイント付加。来店ポイント10
ポイントでワンドリンクサービス

○ 109

二本松
～こだわり旅行の～旅キュー
ピット

旅行業 緑区二本松2-4-25-102 042-852-5123
https://travel-
qpitto.shopinfo.jp

■来店不要！ＴＥＬ・ＦＡＸ・メール1本で、
お問合せ～予約～クーポン発行～精算まで完
了！簡単＆スピーディーな予約システムです♪
※各種クレジットカード・キャッシュレス決裁
も、対象施設であれば日本全国で利用可能です
♪■日本全国の協定温泉宿泊施設が対象（日帰
り・ビジネスホテルなど、当社指定施設は除
く）

○ 163

二本松 ラ・ヴィエルジュ フェイシャルエステ、化粧品販売
緑区二本松3-1-13さがみ
ビル１F

042-703-1837 １か月通い放題５千円チケット、体験無料 ○ ○ 232

二本松 株式会社うろこ屋 日本製マスク販売 緑区二本松3-18-1 042-703-6090 ○ 261
二本松 ビューティーショップマイム 美容院 緑区二本松4-17-54 042-772-0515 ○ 331

二本松 スズキ　アリーナ　相模原 自動車販売・修理 緑区二本松4-22-37 042-773-5225 http://www.suzuki-as.com ○ ○ 188

二本松 二本松薬局 薬、化粧品小売 緑区二本松4-24-26 042-772-1583 次回来店時に使用できる割引券の配布 ○ 44

二本松 有限会社田嶋商店 酒小売 緑区二本松4-25-10 042-772-4316
地酒と本格焼酎とワインセラー完備配達もしま
す。生ビールサーバー貸出しもしております。

○ 85

二本松 カメラのカスガ 写真小売 緑区二本松4-28-12 042-773-1845 ○ ○ 68

根小屋 久保田酒造株式会社 清酒製造、販売 緑区根小屋702 042-784-0045
https://www.tsukui.ne.jp/k
ubota/

○ 211

橋本 クリーンメガネ橋本店 メガネ小売業 緑区橋本2-10-19 042-773-9795 期間中お買い上げの方10％オフ ○ 291

橋本 落合不動産株式会社 賃貸専門店 緑区橋本2-13-11 042-775-5081
https://www.ochiaifudosa
n.co.jp

○ ○ 24

橋本 株式会社原良平商店 不動産の売買及び仲介並びに管理 緑区橋本2-2-1 042-771-0127 https://harafu.jp/ グループ会社の割引券の配布 〇 342

橋本 GOHAN 飲食業 緑区橋本2-9-11 042-775-7580
https://gohan-
hashimoto.owst.jp

次回割引券の配布 ○ 190

橋本 株式会社Avalon 美容室
緑区橋本3-11-7ロアーブ
ル・ジョイ橋本１F

042-813-8379 http://www.avalon.work/ ○ 394

橋本 Re.Ra.Ku橋本店 リラクゼーションサロン
緑区橋本3-13パークスク
エア１F

042-772-1312
http://reraku.jo/studio/ha
shimoto

お着替えレンタル無料 ○ 260

橋本 エムスヘアーショップ 美容業
緑区橋本3-14-2-2
BBY1F

042-774-1365
https://www.ms-
group1983.co.jp

次回来店時使用できるスペシャルカードをご新
規限定で配布中です

○ 23

橋本 エムズネイル ネイルサービス、ネイル用品の販売
緑区橋本3-18-11石野ビル
１F

042-770-5889 msnail.com
夏ネイル定額キャンペーン☆新規限定☆
￥5980or\6980。フットネイルストーン２本込
￥6600ケア付※予約時にお伝え下さい。

○ ○ 411

橋本
はり灸マッサージ　みなぎる
美体

鍼灸院
緑区橋本3-19-17プリム
ローズハウス403

042-700-2442
https://www.minagirubitai.
jp/

(1)水orお茶ペットボトルサービス
(2)置き鍼プレゼント
(3)全身鍼灸or美容鍼　初回￥5,500→￥4,000
※(1)～(3)全てサービス

○ 7

な行

は行
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橋本
弁護士法人相模原法律事務所
橋本駅前弁護士事務所

弁護士業務
緑区橋本3-19-17プリム
ローズハウス702

042-703-6333 http://sagami-law.jp ○ 360

橋本 玄武庵 飲食業
緑区橋本3-20-17デイム橋
本101

042-703-3341 https://www.genbuan.com ○ 444

橋本
株式会社オギノパン　ミウィ
橋本店

パン製造販売業
緑区橋本3-28-1ミウィ橋
本B1F

042-780-8121
https://www.ogino-
pan.com

○ ○ 287

橋本 カットインキャブ 理容業 緑区橋本3-4-12 042-774-4733 ○ 103
橋本 スパンダスタジオ橋本店 ヨガ　スタジオ 緑区橋本3-4-23 042-703-4290 spanda-studio.com ○ 43

橋本 株式会社オペス
消臭・抗菌・抗ウイルス剤の製造販売・
卸

緑区橋本3-9-17 042-770-7005 http://www.opeth.co.jp/
消臭・抗菌・抗ウイルス剤お買上げの方にエア
コン用消臭フィルター進呈

○ 87

橋本
Hair Studio yuse ヘアースタ
ジオユーズ

理美容業 緑区橋本3-9-7-103 042-773-5615 http://www.yuse.jp ○ 18

橋本 ひかり整骨院 医業（自費診療中心）
緑区橋本5-13-5道満ビル
１階

042-772-7222
https://www.hikariseikots
u.jp/

期間限定「患者さまの声」キャンペーン。「患
者さまの声」を記入して頂いた患者さまにもれ
なく割引券をプレゼントします。

○ 275

橋本 福徳　橋本店 焼鳥居酒屋 緑区橋本6-1-15 042-773-8740 fukutoku-jp.com ○ 263
橋本 Eyelash MAHALO まつげエクステ 緑区橋本6-19-2 042-703-7756 https://bs-mahalo.com 次回来店時に使用できる割引券 ○ 126

橋本 Face＆Bodycare LuLu
リラクゼーション＆エステティックサロ
ン

緑区橋本6-19-2 042-703-5008 https://bs-mahalo.com 次回来店時に使用できる割引券 ○ 127

橋本
スタジオファンタジスタ イオ
ン橋本店

フォトスタジオ
緑区橋本6-2-1イオン橋本
5階

042-703-5561 studio-fantasista.com
マタニティ、お宮参り、ベビーフォト、お誕生
日プラン割引中。次回使える500ポイントプレ
ゼント

○ 296

橋本 コスメティックおおぬき 化粧品、エステ、衣料品
緑区橋本6-2-2B'sモール
２F

042-772-6544 cosme-ohnuki.com
化粧品のトラベルセット（洗顔フォーム、化粧
水、乳液、美容液）プレゼント！

○ 215

橋本
トータルビューティ―サロン
Lucia

サービス業(ネイル・リンパ・脱毛) 緑区橋本6-24-1　2Ｆ 042-703-7222
https://www.salon-
lucia.jp/

☆ご新規様次回来店時、最大1000円ほどお得に
施術が受けられる。☆リピーター様は次回
Handマッサージプレゼント

○ 118

橋本台 かまな庵 飲食業（和食・そば・うどん） 緑区橋本台2-9-2 042-772-2240
https://www.instagram.co
m/kamanaan3/

一品サービス ○ 83

原宿 有限会社細谷商店 ガソリンスタンド 緑区原宿5-9-46 042-782-2716 ○ ○ 424

原宿南 むらさ伎 飲食業 緑区原宿南2-33-4 042-851-2385
https://www.instagram.co
m/murasaki_maguro/?hl=j
a

次回使用可能の100円割引クーポン配布 ○ 426

原宿南 有限会社Ass Company 自動車販売・整備 緑区原宿南3-12-1 042-783-6100 http://www.ass6100.com ○ ○ 321

東橋本 スウィート　フラワー バルーン、キャンディブーケの販売
緑区東橋本1-14-17会田ビ
ル１F

042-703-3530 www.sweetflower.jp 18インチヘリウムバルーン１コ半額‼ ○ 410

東橋本 有限会社ケイ・ライフ 不動産の賃貸仲介・管理・売買 緑区東橋本1-14-21 042-774-8442 https://www.k-life.co.jp
ご成約いただいた方全員に「ミウルの防災用ラ
イト」をプレゼント‼

○ ○ 200

東橋本 Stylish Bar マロニエ 飲食業 緑区東橋本1-22-20 042-771-2353
https://bar-
marronnier.com/

次回来店時に使用できる割引券配布 ○ 269

東橋本 鳥久 飲食店 緑区東橋本2-13-1 042-771-4027
http://www.insyoku.net/to
rikyuu/

○ 31

東橋本 しおざわ肉店 精肉店 緑区東橋本2-23-12 042-772-7614 ○ 196

東橋本 美容室Bee
美容（パーマ、カラーリング、カット、
着付け）

緑区東橋本2-35-11マジェ
スティーパーク

042-770-5005 スタンプカードによる料金割引 ○ 405

東橋本
ダイヤ・ドライセンター
ビッグ東橋本店

クリーニング業
緑区東橋本3-1-1イオン
ビック東橋本店１階

042-779-0310 http://diadry.com/ ○ 356

日連 大衆割烹　山咲 飲食業 緑区日連657 042-687-3388 ○ 133
日連 カフェレストラン　Shu 飲食業 緑区日連981 042-687-2333 http://cafe-shu.com/ ○ 423

牧野 相模湖カントリークラブ ゴルフ場の運営 緑区牧野14342 042-689-2931
http://www.sagamiko-
cc.jp

○ 375

牧野 合名会社千歳屋志村商店 酒類、食品雑貨小売店 緑区牧野4200 042-689-2005 ○ 14

牧野 藤野やまなみ温泉 日帰り温泉施設 緑区牧野4225-1 042-686-8073
http://www.yamanami-
onsen.jp

○ 240

牧野 ふじのリビングアート 家具製造販売 緑区牧野4707 042-689-3755 www.bc-kobo.co.jp ○ 94

町屋 理容ヨシモト
カット（アイロンパーマ）、理容、美
容、ペット、鋏研磨（関東のベタトギ）

緑区町屋1-11-7 042-782-5910 ○ 322

三ケ木 株式会社本田設備 給排水工事 緑区三ケ木1175 042-784-5136
http://www.honda-
stb.co.jp

○ 430

三ケ木 ヘアメイク　カロハート 理美容店 緑区三ケ木259-4 042-784-1334 ○ 324

三ケ木
有限会社恵産業　くろーばー
薬局

市販薬、健康食品、化粧品の販売、調剤 緑区三ケ木316-4 042-780-8525 https://clover-ph.com ○ 414

三ケ木 岩田畳店 畳製造・販売 緑区三ケ木317 042-784-0283 tatami.life.coocan.jp オリジナルタタミ敷物プレゼント ○ 162

三ケ木
ダイヤ・ドライセンター　マ
ルエツ三ケ木店

クリーニング業 緑区三ケ木363-1 042-780-2371 http://diadry.com/ ○ 349

三ケ木 有限会社斉藤自動車整備工場 自動車修理、販売 緑区三ケ木672-1 042-784-1029
http://www.navida.ne.jp/s
navi/2850_1.html

○ ○ 20

向原 かつさと城山店 かつ丼・みそかつ 緑区向原3-1-4 042-851-2976
http://www.megafc.co.jp/s
ervice/store-list.html

キャンペーン期間中、お得なランチセットが終
日ご注文できるようになります。

○ 102

向原 かつれつ厨房Biton 飲食店 緑区向原3-20-30 042-782-4220 biton.biz 〇 339

元橋本町 読売センター　橋本中央 新聞販売 緑区元橋本町10-10 042-771-6700

”東京2020オリンピック・パラリンピック”応援
グッズ（アシックス製）プレゼントキャンペー
ン実施中！数量限定、なくなり次第終了。応援
グッズをＧＥＴして熱く観戦しよう

○ 180

元橋本町 有限会社髙尾屋本店 和菓子製造、販売 緑区元橋本町3-28 042-772-2041 お会計より5％割引 ○ 418
吉野 大信建設株式会社 土木、管工事、水道施設工事 緑区吉野287 042-687-2629 ○ 429

与瀬 タック　坂本龍也 電気製品販売・電気工事 緑区与瀬1305-2 042-685-0883
https://www.navida.ne.jp/
snavi/100245_1.html

創業祭（売り出し） ○ ○ 338

与瀬本町 丸井洋品店 洋品店 緑区与瀬本町12 042-684-2040 ○ 169

与瀬本町 有限会社橋本薬局 調剤薬局 緑区与瀬本町12 042-685-1331
www.sagamiko-
kenkou.com

バイオマスビニールブクロ　サービス ○ 213

与瀬本町 株式会社桝屋商店 小売店 緑区与瀬本町15 042-684-3112 ○ 368
与瀬本町 有限会社多賀井商店 燃料小売業 緑区与瀬本町27 042-684-2611 ○ 170
与瀬本町 合名会社山本商会 日用雑貨、金物 緑区与瀬本町8 042-685-1313 ○ 367
若柳 有限会社東屋商店 各種燃料販売 緑区若柳1118 042-685-0421 ○ 333

若柳 つばめ観光バス株式会社
一般貸切旅客自動車運送事業、国内旅行
業

緑区若柳1476-1 042-685-1307
http://www.tsubame-
kanko.co.jp

貸切バスご利用でペットボトルお茶500ml×1
ケース（24本）サービス

○ 304

若柳
相模湖リゾートプレジャー
フォレスト

遊園地 緑区若柳1634 042-685-1027
https://www.sagamiko-
resort.jp

売店にてノベルティーのプレゼント ○ ○ 122

若柳 相模湖温泉うるり 公衆浴場、料理飲食店業 緑区若柳1634 042-685-2641
https://www.sagamiko-
resort.jp/spa/index.html

ワンドリンクサービス（ソフトドリンク） ○ ○ 123
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相生 うなぎ処いわき 飲食業 中央区相生2-16-6 042-756-2823 ○ 436

相生 有限会社菅原塗装工房 塗装業 中央区相生3-13-10-1F-1 042-704-9949 http://www.spa-1999.com ○ ○ 79

相生 有限会社フレジェ 小売 中央区相生3-14-14 042-759-4087
https://pfraisier.wixsite.co
m/fraisier

○ 199

相生
ソニックエレクトロニクス株
式会社

電化製品の販売 中央区相生4-11-15 042-752-4005 http://www.e-sonic.jp ○ 293

相生 らーめん山猫亭 飲食(中華)
中央区相生4-1-17第一Ｓ
Ｋビル1-Ｃ

042-707-7110 http://yamanekotei.net 季節の限定メニューは「大盛無料」です♪ ○ 282

青葉 北相トラベル株式会社 旅行業 中央区青葉1-3-1 042-755-9590
http://www.hokusotravel.c
om

次回利用可能な「バスツアーちょっぴり割引
券」配布

○ 28

青葉 中国料理　御食事処　道 飲食業 中央区青葉2-7-12 042-776-8678 中華デザートサービス ○ 110
小山 ニューモランボン 焼肉 中央区小山3-31-6 042-772-4025 ○ 316
小山 有限会社サガミカー工業 自動車整備(車検・点検・鈑金・塗装) 中央区小山4-2-1 042-772-7674 http://sagami-car.com/ ○ 146

鹿沼台 エステクィーン エステティックサロン
中央区鹿沼台1-13-11カー
サ鹿沼台305

042-769-4696
http://b.hpr.jp/kr/sd/H000
425766/

マスクをプレゼントしております ○ 10

鹿沼台 OSHARE SALON 777 理容業 中央区鹿沼台2-10-5 042-759-1435 http://os777.main.jp/ ○ 440

上溝 タイヤセンターJEI タイヤ・ホイール小売業、貿易業 中央区上溝2252-1 042-764-3560
www.tirescenter-jei.com
japanexportimport.jp

マスク配布（プレゼント）、マスク1箱特別価
格にて販売

○ 90

上溝
FAIRLADY Z32 PRO SHOP
Zone

日産フェアレディZ32 中央区上溝2346-19 042-703-6670 www.z32-zone.com ご来店の方へマスクプレゼント ○ ○ 237

上溝 有限会社とまと電化 家電販売、修理 中央区上溝2-5-21 042-763-3144 ○ ○ 205
上溝 みそ家　豊潤 飲食 中央区上溝345-1 042-854-9610 http://www.hohjun.jp ○ 279
上溝 麹屋商事株式会社 ガソリンスタンド（給油取扱所） 中央区上溝4-9-23 042-762-1101 ○ ○ 208

上溝 sora
ヘア＆マツエクサロン・フォトサービ
ス・着付け・訪問美容

中央区上溝5-12-17ユタカ
コーポ １F

042-815-3474
https://sora-
sagamihara.com/

成人式前撮り・後撮り　5000円off、次回ご来
店500円off券

○ 62

上溝
国際空手道連盟極真会館神奈
川相模原支部上溝道場

空手教室 中央区上溝6-10-3 042-761-1377
http://www.kyokusaga.co
m/.

特別入会キャンペーン（入会金無料、道着+防
具のセット１万円引き）

○ 154

上溝 かわもと菓子店 菓子小売・サンドイッチ製造・販売 中央区上溝6-1-3 042-762-0338 ○ 219
上溝 眞田屋 造花 中央区上溝6-1-4 042-762-0247 ○ 397

上溝 株式会社ジュベール
貴金属製品販売・修理/スマートフォン
修理/美容サロン（ネイル/ホワイトニン
グ）等

中央区上溝6-1-5　3F 042-761-1500 https://jebelle.com/
腕時計の電池交換500円（税込）　※お一人様
２点まで

○ ○ 11

上溝 古賀鋸店 大工道具・一般刃物販売 中央区上溝6-20-1 042-761-4579 ○ 399
上溝 株式会社宝月堂 家電販売、電気工事 中央区上溝6-20-9 042-761-2158 ○ ○ 309
上溝 清水時計店 時計、宝飾、販売（修理、電池交換） 中央区上溝6-2-1 042-762-3625 ○ ○ 272

上溝 増田屋 乾物食品販売 中央区上溝6-2-4 042-762-0020
全品10％割引き（3000円以上お買上げで15％
割引き）

○ 385

上溝 有限会社綿屋呉服店
呉服、和装小物、衣料品、学校用品、寝
具

中央区上溝6-2-6 042-762-0012
期間中来店のお客様に手作りアクリルたわしプ
レゼント

○ 84

上溝 幸花園 生花小売 中央区上溝7-16-10 042-762-1961 ○ 395
上溝 杉山本店 和菓子店 中央区上溝7-16-11 042-762-0369 ○ 332

上溝 カットハウス　クマガイ 理容業 中央区上溝7-18-6 042-763-9293
http://r.goope.jp/barbarku
magai

10％OFFクーポン配布(使用期限有) ○ 115

上溝
株式会社旅フレンド本社営業
所

旅行業 中央区上溝7-39-11 042-762-7765 ○ 201

上溝 GARDEN KITCHEN
料理教室と野菜作りがひとつに　「から
だ」のために食材も料理も自分自身でつ
くる

中央区上溝762 042-777-6778
www.happinesslink.co.jp/g
ardenkitchen

無農薬野菜orハーブ　プレゼント ○ 178

上溝
セブンイレブン相模原上溝諏
訪店

コンビニエンスストア 中央区上溝833-9 024-778-3666 ○ 379

共和 和知電気 家電販売・電気設備工事 中央区共和2-17-9 042-711-7335 http://wachidenki.com/ ○ ○ 1

共和 ヘアーサロン　B－スクエア 理容
中央区共和4-13-1フェス
ト淵野辺1－A

042-750-0150 ○ 207

共和 和食居酒屋　縁 飲食店 中央区共和4-1-5 042-707-9669 ○ 206

小町通 相和交通有限会社 一般旅客運送事業 中央区小町通2-11-2 042-770-1115
http://www.sowa-
kotsu.co.jp/

○ 114

相模原
ダイヤ・ドライセンター　相
模原駅前店

クリーニング業
中央区相模原1-2-2OSビ
ルⅡ1-101

042-755-3240 http://diadry.com/ ○ 350

相模原
Stray Blue Jazz Club ストレ
イブルージャズクラブ

生演奏とともにウイスキーやカクテルを
ご提供

中央区相模原1-2-5好月堂
ビル202

042-705-9809
https://straybluejazzclub.a
mebaownd.com/

Stray Blue Jazz Club THE BARのYouTubeに登
録のお客様にオリジナルステッカーをプレゼン
https://www.youtube.com/channel/UCMat8_
PjD0L-diPdIQaqe1w

○ 191

相模原 さがみ美容室 美容業 中央区相模原2-10-15 042-714-3403 ○ 3

相模原
敦煌株式会社　中国名菜　敦
煌

飲食業（中華料理店） 中央区相模原2-13-1 042-756-6555 dunhuang.cn.com お食事券プレゼント ○ 301

相模原 法律事務所Ｓ 法律事務
中央区相模原2-1-5サトウ
ビル5階

042-704-6577 http://www.scs-lo.com ○ 446

相模原 法律事務所Ｓ 法律事務
中央区相模原2-1-5サトウ
ビル5階

042-704-6577 http://www.scs-lo.com ○ 447

相模原
法律事務所Ｓ（弁護士　宇田
川　隼）

法律事務
中央区相模原2-1-5サトウ
ビル５階

042-704-6577 www.scs-lo.com 456

相模原 エメラルド 婦人服販売 中央区相模原2-2-6 042-776-1611 ○ 216

相模原 相模原パークレーンズ ボウリング場 中央区相模原2-7-4 042-755-1110 parklanes.jp
無料券付きのティッシュBOXを配布いたします
（※なくなり次第終了）

○ 276

相模原
はり灸マッサージ院 with
EARTH

鍼灸マッサージ院 中央区相模原3-5-8-1F 042-754-8955 http://with-earth.info/ 自宅用のお灸10％OFF ○ 104

相模原 矢部酒場（相模原店） 居酒屋
中央区相模原3-8-5レクハ
イム相模原102号室

042-751-7820 ○ 98

相模原 寿司儀 寿司、うなぎ、ふぐ 中央区相模原4-1-21 042-752-4478 次回来店時に使用できる割引券の配布 ○ 334

相模原 てっぱん 飲食店
中央区相模原4-1-21寿司
儀ビル２F

042-866-7881
https://www.hotpepper.jp/
strJ001245731/

○ 241

相模原
株式会社キャロットシステム
ズ

防犯カメラほか、見守り介護機材
中央区相模原4-7-10エ
ス・プラザビル1F

042-750-0007 www.carrotsys.co.jp
赤ちゃん見守り用カメラ＆モニター（無線式）
を１セット10,000円で特売します（AF4300）
店頭直売のみ対応

○ 105

相模原 とことん餃子の朝日屋 餃子の製造・販売及び飲食店 中央区相模原5-10-10 042-730-6161
https://tokoton-asahi-
ya.wagle.co

ワンドリンクサービス券 ○ ○ 91

相模原 ヒーリングサロン・ズー リラクゼーションマッサージ
中央区相模原5-11-5大貫
ビル１F

042-712-1506
https://r.goope.jp/healings
alon-zu

新規のお客様20％off、リピートのお客様15％
off（回数券を除く）

○ 80

相模原
セブンイレブン相模原５丁目
店

コンビニエンスストア 中央区相模原5-7-1 042-751-3011 ○ 376

相模原 みちた整骨院 整骨院
中央区相模原5-9-1安平ビ
ル102

042-704-8557
https://sagamihara-
michitaseikotsuin.com

○ 75

相模原 食事処　ときわ 飲食の提供 中央区相模原6-20-4 042-751-3003 コロナに負けずがんばろう ○ 363

相模原 株式会社クボタスポーツ スポーツ用品販売 中央区相模原6-23-4 042-752-3107
スポーツウェア素材の「マスク」入荷中。（在
庫状況お電話にてお問い合わせください。）

○ 57

相模原 株式会社タナカインテリア インテリア販売 中央区相模原6-25-10 042-752-0457
http://www.tanakainterior.
co.jp

マスク1枚プレゼント ○ 49

相模原 レストラン　プレーザンス 軽食と喫茶 中央区相模原6-25-11 042-754-0707 お食事された方はコーヒー半額 ○ 311

相模原
リフォームショップロッキー
西門店

住宅リフォーム 中央区相模原6-25-4 042-768-7076
https://www.reform-
rockey.jp

○ 42

相模原 菊屋浦上商事株式会社 文具・事務用品販売 中央区相模原６-26-7 042-754-9211
http://www.kikuya-
net.co.jp

○ 58

区域

中央区
あ行

か行

さ行

http://www.spa-1999.com
https://pfraisier.wixsite.co
http://www.e-sonic.jp
http://yamanekotei.net
http://www.hokusotravel.c
http://sagami-car.com/
http://b.hpr.jp/kr/sd/H000
http://os777.main.jp/
http://www.hohjun.jp
https://sora-
http://www.kyokusaga.co
https://jebelle.com/
http://r.goope.jp/barbarku
http://wachidenki.com/
http://www.sowa-
http://diadry.com/
https://straybluejazzclub.a
https://www.youtube.com/channel/UCMat8_
http://www.scs-lo.com
http://www.scs-lo.com
http://with-earth.info/
https://www.hotpepper.jp/
https://tokoton-asahi-
https://r.goope.jp/healings
https://sagamihara-
http://www.tanakainterior.
https://www.reform-
http://www.kikuya-


下九沢
カービューティーパーク相模
原本店

カーアフターメンテナンス業（洗車・
コーティング・車検整備・板金塗装）

中央区下九沢1086 042-703-0240
http://www.car-beauty-
park.jp

次回来店時に使用できるクーポン券の配布 〇 392

下九沢 エンアトリエ美容室 美容業、ヘアケア商品販売 中央区下九沢57-1 042-700-3366 https://www.enatelier.com ○ ○ 192

下九沢
セブンイレブン相模原宮之上
店

コンビニエンスストア 中央区下九沢59-1 042-703-5507 ○ 377

水郷田名 株式会社豊明石材 石材 中央区水郷田名1-3-1 042-761-6647 ○ 408
水郷田名 進月 飲食業 中央区水郷田名2-14-47 042-761-4333 ○ 435

水郷田名 株式会社ニイヤ
LPガス、灯油、給湯器、浄水器、キッ
チン、トイレ、浴室、水回りの設備、お
家のリフォームなど

中央区水郷田名2-18-11 042-762-0320 www.smile-niiya.co.jp/

2020.9.30までやっぱりガスだねキャンペーン
実施中。キャンペーン期間中にガラストップコ
ンロをお買い上げいただくと、５年延長保証+
炊飯なべプレゼント！！エコジョーズ給湯器
等、対象商品をお買い上げいただくと、５年延
長保証をおつけいたします。

○ ○ ○ 151

水郷田名 江成植木 造園業 中央区水郷田名2-20-1 042-761-2108 ○ 434
水郷田名 合資会社新井畳店 畳製造販売業 中央区水郷田名2-2-27 042-762-1660 http://www.arai-tatami.jp キャンペーン期間　粗品プレゼント ○ 8
水郷田名 Ryoji 指圧灸鍼院 指圧灸鍼院（自由診療） 中央区水郷田名3-21-8 070-3517-4855 次回施術料割引券の配布 ○ 175

清新 ベンリー相模原清新店 生活支援サービス・便利屋事業 中央区清新1-6-14 0120-161-388
http://sagamiharaseishin.b
enry.com/

次回ご利用時に使用できる割引券の配布 347

清新 クリーニング　タブ クリーニング業 中央区清新2-8-8 042-753-2637 8:00～11:00　タイムサービス　５％OFF ○ ○ 391

清新 山口自動車株式会社 観光、貸切バス、自動車整備 中央区清新4-14-7 042-770-8112
http://www.yamaguchi-
motor.com

○ 442

清新 株式会社サガミ住器センター 金物、道具、工具他関連商品の販売 中央区清新5-1-2 042-773-6540 ○ 329

清新
一般社団法人さがみ大工道具
館

大工道具・打刃物の販売 中央区清新5-1-26 042-703-3320
http://www.toolmate.co.jp
/

○ 327

清新
セブンイレブン相模原南橋本
店

コンビニエンスストア 中央区清新5-26-14 042-771-0590 ○ 378

清新 ジュース　ウィッチ フレッシュ生ジュース調理販売 中央区清新7-1-1-103号室 042-733-8585 www.juicewitch2.com スタンプカード配布（10杯で1杯サービス） ○ 203

清新 有限会社大寿し 寿司、刺身、焼物等 中央区清新8-2-17 042-756-2286 優待食事券の配布、ワンドリンクサービス等 ○ 290

高根
山田朱織枕研究所　神奈川相
模原本店

オーダーメイド枕の計測販売 中央区高根1-3-7 042-776-2025 https://makura.co.jp ○ 69

高根 萩原製畳有限会社 畳、襖、障子工事 中央区高根2-1-18 042-752-4924 https://hagi-tatami.co.jp ○ 174

高根 手打蕎麦　加寿屋 飲食店（そば屋） 中央区高根2-2-16 042-757-1313
http://soba-
kazuya.sakura.ne.jp

○ 317

田名
特定非営利活動法人FCコラソ
ン

総合型地域スポーツクラブ（スポーツ指
導）

中央区田名2721-5 042-763-8844 www.fc-coracao.com
キャンペーン期間中にご入会いただいた、小・
中学生は入会金無料

○ 138

田名
写真スタジオ　ナカジマ
フォート

写真撮影業 中央区田名2801-8 042-762-1965 nakajima-ps.com
プリントした写真のうちの１枚をカードにして
プレゼント

○ 176

田名 中村書店　プラスゲオ田名店
ゲームソフト、ＣＤ、ＤＶＤの販売、レ
ンタルＤＶＤ

中央区田名4459 042-761-1200 https://nakasyo.co.jp/ ○ ○ 131

田名 中村書店　田名店 書籍・雑誌・文具販売 中央区田名4459 042-761-1200 https://nakasyo.co.jp/ ○ 132

田名
ダイヤ・ドライセンター　ア
ルズ田名店

クリーニング業 中央区田名4484 042-761-0004 http://diadry.com/ ○ 348

田名 FUSION 理容室 中央区田名4487 042-762-2814 ヘッドスパ半額チケット ○ 400
田名 居酒屋みち 居酒屋 中央区田名4577-14 042-763-2944 ○ 267

田名
ダイヤ・ドライセンター
ヨークマート田名店

クリーニング業 中央区田名4693-1 042-762-5998 http://diadry.com/ ○ 353

田名 有限会社橋本自動車整備工場 自動車修理・販売 中央区田名4818 042-762-1916 ○ ○ 303

田名 まつがみ衣料品店 衣料品販売 中央区田名4828-1 042-762-0229 ○ 221
田名 バイクショップ　カイズ オートバイ販売・修理 中央区田名4839-8 042-713-1255 kaizs.blog.jp ○ ○ 218
田名 株式会社三基書房 書店 中央区田名5246 042-761-6418 ○ 220
田名 久製畳 畳製作 中央区田名5248-5 042-712-5265 ○ ○ 401

田名塩田
モトショップ輪童ファクト
リー

オートバイ販売・修理 中央区田名塩田1-2-10 042-711-9518
https://motorcycle-shop-
rindo.business.site

次回来店時　修理工賃30％OFF ○ ○ 387

田名塩田 おしゃれ、サロン・愛 美容業 中央区田名塩田2-18-28 042-733-0058 ○ 344

田名塩田
有限会社火焔山フードサービ
ス（火焔山餃子房　塩田店）

飲食業（中華料理店） 中央区田名塩田2-8-8 042-711-9211 ラーメン100円割引のつづり券プレゼント ○ 300

中央 カフェトガシ
飲食業（カフェ、パン＆ケーキ＆焼菓子
販売）

中央区中央1-10-15 042-707-1800
http://www.cafetogashi.co
m/

お会計￥500以上の方39円引き致します ○ ○ 171

中央 有限会社中央コピー 複写全般（カラー・モノクロ） 中央区中央1-1-18 042-752-6606 http://chuou-copy.jp/
3,000円（税抜）以上のお支払いにつき、5％割
引致します。

○ 244

中央
スクール洋品ナカムラ　グッ
ディプレイス相模原店

学生服及び学校衣料品販売
中央区中央1-2-1グッディ
プレイス相模原店2F

042-751-0447
http://www.schoolnakamu
ra.com/

○ 99

中央 菜の花くらぶ カルチャースクール
中央区中央2-13-3アート
フランスビル２Ｆ

042-759-3770 http://everjoy.co.jp
口に入れても安全な除菌スプレーをプレゼント
＆次回来店時の割引サービス

○ 245

中央 株式会社細野測量 測量、登記、設計 中央区中央2-3-11 042-755-5533 http://www.hosono-s.jp
オリジナル布マスクとフェイスタオルをプレゼ
ント

○ 92

中央 株式会社ミキ 贈答品（ギフト）他販売 中央区中央2-7-13 042-757-2356 http://www.gift-miki.com/ ○ 273

中央 創作料理　旬門 ランチ、定食、居酒屋、ふぐ、宴会各種 中央区中央3-11-4 042-776-6706

1,000円以上で100円割引券　or　昼コーヒー
サービス
5,000円以上で500円割引券　or　夜ワンドリン
クサービス

○ 33

中央
相模原市産業会館パソコン＆
プログラミング教室

パソコン教室、プログラミング教室、リ
サイクルパソコン販売、PC販売、PCレ
ンタル

中央区中央3-12-1相模原
市立産業会館地下1階

042-704-9888
https://hall.ssz.or.jp/schoo
l-blog/

パソコン購入時割引券配布 ○ ○ 15

中央 ONE　TWO　DON 飲食店（ランチ＆ディナー） 中央区中央3-7-9 1F 070-5010-1112
https://www.instagram.co
m/one_two_don

ディナータイム一品サービス ○ 30

中央 パスタとワインの店　チャオ 飲食業
中央区中央3-8-1グリーン
ビュー第２相模原１F

090-1442-1550
夜の営業時間に来店のお客様にはワンドリンク
サービス（ワイン又はジュース）

○ 158

中央 にya 飲食店
中央区中央3-8-1グリーン
ビュー第二相模原１階

090-3213-1330
応援原価キャンペーン。内容はウニ、マグロ、
ステーキ、お酒等、その時により変わります。

○ 77

中央 うなぎ　三㐂 飲食業 中央区中央3-9-12 042-756-5318 ○ 252
中央 焼肉本山 焼肉店 中央区中央4-4-1 042-707-4829 ドリンクバーサービス ○ 299

中央 トライアンフ相模原 英国製二輪車　トライアンフ正規代理店 中央区中央4-5-2 042-759-0070 http://snapring.jp/ オリジナルノベルティグッズプレゼント ○ ○ 48

中央 ビューティ―サロン　ユウ 美容一般 中央区中央4-7-20 042-758-4088 www.sagamihara-you.com
アロマ香るオーガニックトリートメントプレゼ
ント(ホームケア用品)

○ 270

中央 株式会社ライト 家電販売 中央区中央5-9-10 042-755-5555
http://denkinokotonara.co
m

家電の事や、電気工事の事など、丁寧にご説
明、対応させていただきます。

○ 285

中央
写真スタジオ・フォトストー
リー

証明写真・プロフィール写真・家族写
真・ペット写真

中央区中央6-13-1-1Ｆ 042-707-1006 www.photostory-co.com
家族写真・記録写真・ペット写真撮影の方、
カードサイズ写真プレゼント！

○ 251

た行

さ行
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千代田 有限会社大谷モータース 自動車販売、整備 中央区千代田1-2-13 042-752-0406 ○ ○ 209

千代田
スクール洋品ナカムラ　千代
田店

学生服及び学校衣料品販売 中央区千代田2-10-18 042-758-5608
http://www.schoolnakamu
ra.com/

○ 113

千代田 花みずき 洋菓子製造・販売
中央区千代田2-10-
21TAIRAビル１F

042-753-3657
http://hanamizuki-
2019.com

○ 183

千代田 相模原観光株式会社
旅行業（個人、グループ、団体の旅行手
配、販売）

中央区千代田2-1-16相模
ビル

042-753-1116
http://www.sagamihara-
kanko.co.jp

パッケージ旅行成約で２％割引　　取扱料金を
無料（申込時）

○ 135

千代田 SCRAPE 美容室
中央区千代田2-2-15メイ
プル1990-2F

042-750-1357 ○ 54

千代田 さがみ野
寝具販売、布団クリーニング、布団打ち
直し、雑貨、衣類、日用品、他販売

中央区千代田4-1-7-101 0120-994-440

コロナ感染防止対策として、出入り口にアル
コール除菌剤と靴底の除菌マットを設置。ドア
を開け換気の良い状態を保っています。アス
リートに注目のマニフレックスを中心とした寝
具をお試しいただける様、２台ベッドありま
す。お布団のクリーニングや打ち直しも承って
おります。地元店主が地域密着、親切、丁寧な
接客をモットーに皆様のご来店を心よりお待ち
しております。次回来店時に使用できる割引券
の配布もあります。

○ ○ 166

千代田 株式会社文盛堂 事務用品販売 中央区千代田6-1-18 042-752-2303 http://www.bunseido.net ぶんちゃん特選グッズ差し上げます。 ○ 125

並木 小料理　よし乃 料理飲食店 中央区並木1-7-23 042-758-4857
御一人様3,000円以上のご利用で次回ワンドリ
ンクサービス券進呈

○ 250

並木 居酒屋　妙 居酒屋 中央区並木1-7-27 090-3347-3212
https://www.facebook.co
m/izakaya.tae/

・ご来店時300円割引きと、次回使用できる300
円割引券を進呈いたします
・ご来店の時にLINEアカウント登録された方に
は割引クーポン券発行します

○ 6

並木 ヘアーサロン　アキラ 理容業 中央区並木3-16-5 042-758-5922 ○ 225
並木 有限会社ワールドスポーツ スポーツ用品小売 中央区並木3-18-9 042-755-3835 https://worspo.com ○ 226

並木 ル・ポアソン　ルージュ レストラン（飲食業） 中央区並木3-19-2 042-757-3330
ご予約頂きご来店してくださると「ひと口おつ
まみ」と次回サービスさせていただく「アイス
orシャーベット券」をプレゼントします。

383

並木 アム動物病院 動物病院
中央区並木3-19-8アスカ
コート相模原1F-B

042-707-0770 https://www.amu-vh.com ○ 281

並木 POLAザビューティ並木店 エステ技術提供、化粧品販売 中央区並木3-2-12 042-757-4138
https://lhx10.linkclub.jp/p
ola-pb.com/namiki/

ドリンクサービス、スタンプカード有 〇 〇 369

東淵野辺 美容室アフィネ 美容業 中央区東淵野辺3-14-13 042-753-1705 ○ 335
東淵野辺 河本ファーム 農産物直売所 中央区東淵野辺3-3-6 070-3622-8217 ○ 445
東淵野辺 ひかりやサイクル東淵野辺店 自転車販売、修理 中央区東淵野辺5-3-1 042-752-2331 ○ ○ 412

光が丘
株式会社新中央ツーリスト相
模原

団体旅行の企画、実施。個人・団体様向
けの当社オリジナルバスツアーの実施、
宿泊手配等

中央区光が丘2-17-1 042-750-2510
https://shinchuosagamihar
a.wixsite.com/shinchuo

8月・9月のバスツアーご参加の方に次回の旅行
で使える￥1,000割引券配布

○ 27

光が丘 有限会社山上設備 水まわり工事、修理 中央区光が丘3-13-16 042-752-8150 ○ 63

氷川町 海石 和食・居酒屋 中央区氷川町13-6 042-751-7992
http://umiishi-
sagamihara.owst.jp

「キャンペーン、ＨＰを見た」でワンドリンク
サービス

○ 120

氷川町 バッカス イタリアンレストラン
中央区氷川町13-8佐藤ビ
ルＢ101

042-711-7555
https://bacchus-
sagamihara.owst.jp

○ 266

富士見 有限会社長谷川板金工業所
屋根工事、防水工事、リフォーム工事、
各種調査

中央区富士見4-5-21 042-752-1659
https://m.facebook.com/h
asevan

○ 365

富士見 下山接骨院
健康グッズ（コルセット、サポーター
等）販売

中央区富士見5-12-21 042-758-5400 消費税分off 〇 343

富士見
ダイヤ・ドライセンター
ヨークマート富士見店

クリーニング業 中央区富士見5-3-1 042-750-3570 http://diadry.com/ ○ 357

富士見 麵工房　笑門 うどん屋
中央区富士見6-13-19カー
サビアンカクワトロ１F

042-754-0138 https://warakado.jp ○ 197

富士見 かやま動物病院 犬、猫の診療（動物病院） 中央区富士見6-13-21 042-707-1522 http://www.kayama-ah.jp ○ 106
富士見 そば会席　大善 飲食業 中央区富士見6-15-8 042-752-4019 ○ 224

富士見
弁護士法人相模原法律事務所
裁判所前主事務所

弁護士業務
中央区富士見6-6-1大賀ビ
ル2階

042-756-0971 http://sagami-law.jp ○ 361

淵野辺 おかしの家 洋菓子製造販売 中央区淵野辺3-13-12 042-756-6919
https://www.okashinoie.co
m

次回来店時に使用できるクーポンを配布しま
す。

○ 16

淵野辺 フォトスタジオ　ハピネス 写真屋 中央区淵野辺3-19-10 042-756-8524
http://www.photo-
happiness.com

２Lサイズプリント無料券配布 ○ 119

淵野辺 株式会社つるや呉服店 呉服、洋品雑貨販売 中央区淵野辺3-19-13 042-752-2011 www.japankimono.co.jp
「さがみはら39キャッシュバックキャンペーン
に応募予定」と声かけして下さったお客様に店
独自に５％割引

○ 64

淵野辺
有限会社黒田洋品　おしゃれ
ショップ　クロダ

婦人衣料 中央区淵野辺3-19-13 042-752-4120 ○ 147

淵野辺 肉のハッピー 肉屋 中央区淵野辺3-19-14 042-758-4129 ○ 56

淵野辺 ぶんぼうぐや　宝月堂 文具・事務用品小売業 中央区淵野辺3-19-9 042-752-2083
https://www.houbungu.co
m/

3000円以上の筆記具ご購入で名入れサービス ○ 364

淵野辺
スクール洋品ナカムラ　淵野
辺本店

学生服及び学校衣料品販売 中央区淵野辺3-20-8 042-756-3344
http://www.schoolnakamu
ra.com/

○ 112

淵野辺 ヨシダヘアーデザイン ヘアサロン（理容室） 中央区淵野辺3-4-17 042-752-1171 http://www.yhd.cc
キャンペーンでご来店のパーマもしくはカラー
のお客様にトリートメントサービス！！

○ 297

淵野辺
おいしい和食とうまい酒　散
歩道

和食料理 中央区淵野辺3-4-20 042-712-3648 http://sanpo-michi.jp
39キャンペーン参加の方に次回使える利用金額
の10％分のクーポン券プレゼント

○ 229

淵野辺 有限会社光屋金物店 小売業 中央区淵野辺3-7-15 042-753-2282 割引券の配布 ○ 60
淵野辺 丸塚精肉店 食肉販売、総菜販売 中央区淵野辺3-8-12 042-752-8967 ○ 325
淵野辺 横田薬局 医薬品・生活雑貨販売 中央区淵野辺3-9-17-101 042-758-8281 キララカードポイント2倍 ○ 448

淵野辺 手打そば　蒼月 手打ちそば店
中央区淵野辺3-9-17ライ
オンズプラザ淵野辺109

042-752-0027 ○ 318

淵野辺 喰心房　つかさ 飲食店 中央区淵野辺4-15-4 042-753-7126 kuishinbou-tsukasa.com 次回来店に使用できる割引券 ○ 417
淵野辺 弥助寿し 飲食店　すし屋 中央区淵野辺4-29-20 042-754-8355 ○ 398

淵野辺 キプスバレエスタジオ バレエ教室
中央区淵野辺4-3-16リラ
淵野辺101号

042-743-1074 https://kipus-ballet.com 入会金半額 ○ 71

淵野辺 光屋サイクル淵野辺店 自転車販売、修理 中央区淵野辺4-7-17 042-754-6422 ○ ○ 413
星が丘 ヘアメイク　ペリート 美容室 中央区星が丘1-4-10 042-776-5244 http://www.perrito.jp/ ○ 233
星が丘 髪ぞめや 美容室 中央区星が丘2-12-13 042-711-7190 http://kamizomeya.com 次回来店時に使用できる割引券 ○ 128
星が丘 郡司畳店 畳製作（表替え、裏返し等） 中央区星が丘2-15-5 042-752-9169 http://tatami10.jp ○ 420

星が丘 有限会社平成観光サービス
マイカー旅行のメール相談、あじさいメ
イツ取扱、貸切バスの旅行企画及びプラ
ン作成

中央区星が丘3-14-12 0120-91-3452 www.heiseikanko.com
ご来店者に、１名2,000円の割引クーポンプレ
ゼント。ご希望者に裏ワザ小冊子プレゼント

○ 239

星が丘 スワベサイクル 自転車販売修理 中央区星が丘4-11-1 042-752-5141 ○ ○ 330
星が丘 橘内印舗 印鑑製作、販売 中央区星が丘4-17-10 042-754-9613 ○ ○ 346
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南橋本 PUTRI・VARRY エステティックサロン 中央区南橋本1-1-1-505 090-4547-4198
https://instagram.com/put
ri.varry2019?igshid=n186x
soa313c

『リモートワークのお疲れに』炭酸ヘッドケア
or首・肩こりケアサービス

○ 2

南橋本 二本杉 飲食店 中央区南橋本2-3-11 042-771-1053 ○ 315
南橋本 勝来軒 中華料理店 中央区南橋本2-3-12 042-773-6393 ○ 396
南橋本 博多串焼　田 飲食業 中央区南橋本2-3-6 042-855-9489 ○ 314
南橋本 CABIN 飲食店 中央区南橋本2-4-14 042-772-6022 ○ 223
南橋本 香おりビューティサロン 着付、パーマ、カット 中央区南橋本2-5-1 042-772-4766 ボールペン ○ 242

南橋本 みなはしばる　EL　SOL 飲食店
中央区南橋本2-5-10NKハ
イデンス１F

042-772-8898 ○ 222

南橋本 SAKE WINE OIKAWA 酒販店 中央区南橋本2-5-16 042-771-1054
http://sake-wine-
oikawa.com

全商品5％off ○ 236

南橋本 ルー 居酒屋 中央区南橋本2-5-21 090-4058-3377 生ビール１杯サービス ○ 217

南橋本 オアシス インディアン　レストラン 中央区南橋本2-5-21 042-703-0533
インスタグラム
indian_restaurant_oasis

ワンドリンクサービス（ソフトドリンク） ○ 421

南橋本 kaimana フォトスタジオ
写真撮影・アルバム制作販売、ボディ
ジュエリーシールの販売・数秘＆カラー
のセッション

中央区南橋本2-6-15大地
ビルパート5　101

070-5543-8309 https://www.kaimana.biz

A5サイズのパネル（￥6,800相当）をプレゼン
ト
※通常撮影プランをご利用時、他サービスとの
併用不可

○ ○ 22

南橋本
株式会社ＴＲＳコーポレー
ション

石材輸入 中央区南橋本3-5-8-405 042-733-1483 ○ 407

宮下本町 大昇産業株式会社 ビルメンテナンス業、清掃業、防除作業 中央区宮下本町2-27-28 042-756-7092
http://www.daisyousangyo
u.co.jp/

光触媒施工、エアコン洗浄2台につき10％割引
します

○ 37

弥栄 株式会社明央堂 文具小売業 中央区弥栄2-19-12 042-758-2330
次回来店時に使用できるサービスチケットの配
布

○ 202

矢部 セ・ラ・セゾン！相模原本店 洋菓子の製造販売 中央区矢部1-14-8 042-769-7355 http://cest-la-saison.com/ ○ 433

矢部 砂川畳店 畳製造販売 中央区矢部1-18-17 042-752-2280
https://www.sunagawa-
tatami.jp

○ 142

矢部
セブンイレブン相模原矢部１
丁目店

コンビニエンスストア 中央区矢部1-18-21 042-757-2272 ○ 382

矢部 佃建材興業株式会社 販売、建築材料、道具、工具 中央区矢部2-12-12 042-755-2333 ○ 328
矢部 有限会社千代田自動車工業 自動車整備・販売 中央区矢部2-26-11 042-752-8247 ○ ○ 165

矢部 ワインランド　タケウチ 酒類小売・飲料 中央区矢部2-28-3 042-752-2115
facebook.com/WineLand-
269973276433878/

美味しいワインをご提供 ○ ○ 78

矢部 鍼とお灸　りずむ 鍼灸治療院 中央区矢部3-1-23　1F 042-813-6699 spa-reism.com トライアル鍼治療10,000円→6,000円 ○ 231

矢部 Tea-chami カフェ 中央区矢部3-1-23　2F 042-814-6575 spa-reism.com タピオカ次回来店時に使用できる割引券の配布 ○ 230

矢部 Bijoux Nail ネイルサロン 中央区矢部3-17-15-2F 042-815-1320 www.bijoux-nail.com プチアート（２本）サービス ○ 74

矢部
ダイヤ・ドライセンター　矢
部駅前店

クリーニング業 中央区矢部3-18-1 042-755-7940 http://diadry.com/ ○ 354

矢部 矢部酒場（矢部店） 居酒屋 中央区矢部3-1811 042-769-5568 ○ 97

矢部 スグロ薬局
漢方薬、一般用医療品、化粧品販売、保
険調剤

中央区矢部3-18-35 042-755-2442 ○ 21

矢部 セブンイレブン相模原矢部店 コンビニエンスストア 中央区矢部3-4-6 042-711-7580 ○ 381

矢部 ＳＯＬＥＡＤＯ（ソレアド） 飲食店（スペイン料理レストラン） 中央区矢部3-5-7 042-752-3513 http://www.soleado.co.jp
パエリア全種類半額（2人前より。ランチの週
替わりパエリアは不可）

○ 280

矢部 株式会社アストロワークス イベント企画、レンタル、物産販売など 中央区矢部4-19-8 042-715-8980 コロナ対策につき工事中
WEB打ち合わせ、見積もり歓迎！コロナ対策
グッズのレンタル多数あります。（自動消毒
ディスペンサー非接触温度測定など）

○ 416

矢部
トレーニングスペースＹＡＢ
ＥＬＡＢＯ

レンタルスペースの運営
中央区矢部4-21-3角田ビ
ル1Ｆ

042-707-9307
spacemarket.com/spaces/
yabelabo

初回利用おためし利用価格の30分500円！完全
個室の為コロナ対策も安心。ご利用の際はお電
話下さい。

○ 160

矢部
コワーキングスペースＹＡＢ
ＥＬＡＢＯ

レンタルスペースの運営
中央区矢部4-21-3角田ビ
ル2Ｆ

042-707-9307
spacemarket.com/spaces/
gisnj47qophrfzdw

直接お電話での予約に限り、初回利用1時間500
円でご利用いただけます。

○ 161

陽光台 有限会社星ヶ丘メガネ 眼鏡 中央区陽光台1-3-5 042-776-7233 ○ 210

陽光台 居酒屋　山鹿喜 飲食業 中央区陽光台2-15-9 042-769-5334
１グループ４名様迄、生ビール（小）orサワー
をサービス

○ 341

陽光台 しぶや動物病院 獣医療　犬のトリミング　フード販売 中央区陽光台2-2-1 042-704-0227 shibuya-ah.com ○ ○ 265
陽光台 一友ビルドテック株式会社 塗装工事・防水工事業 中央区陽光台3-4-19 0120-754-789 https://ichi-you.jp ○ 108

陽光台 健美ハウス　オノドラ
漢方相談・健康相談・フェイシャルエス
テ・薬、化粧品販売

中央区陽光台4-8-17 042-753-6391 http://onodora.com/
健美ハウスオノドラの会員登録された方に500
ポイント（500円相当）プレゼント

○ ○ 298

横山 たけみや 化粧品販売、エステ施術 中央区横山3-1-1 042-755-8415
http://takemiya-
radiar.com/

初めてご来店の方：３日分スキンケアセットと
眉スタイリング無料
既存のお客さま：10回ご来店で1週間分のスキ
ンケアセットプレゼント（独自の39ポイント作
成）

○ ○ 26

横山 司法書士　井口学事務所 司法書士業（登記、相続、遺言、後見） 中央区横山3-17-2 042-751-4560 www.office-iguchi.jp 初回の相談は無料です。 ○ 204

横山 有限会社升屋酒店 酒小売業 中央区横山3-21-12 042-752-8090 http://www.masuyaweb.jp ○ 172

横山 気まま屋いち 居酒屋 中央区横山3-21-12 042-752-8090 http://www.masuyaweb.jp ○ 173

横山 有限会社菓子工房くろさわ 和菓子製造販売 中央区横山3-33-1 042-752-3291 ○ 184
横山 有限会社アクアシスト 住宅リフォーム 中央区横山3-33-10 042-776-1579 http://www.aquareform.jp LINE友達追加で粗品タオルプレゼント ○ 249

横山 眞田珈琲 カフェレストラン 中央区横山4-1-1-205 080-7099-5717
http://www.facebook.com/
sanadacoffee/

○ 66

横山 てるて接骨院　てるて鍼灸院
日常生活で感じる痛み、ケガ、交通事故
のケガなどの施術、骨盤調整、美容ばり

中央区横山4-24-10 042-768-7933
terutesekkotsuinshinkyuin.
hp.gogo.jp/pc/index.html

次回来院時に使用できるご優待券をプレゼント
（保険施術には使用不可）

○ 65

横山 は満寿司 寿司店 中央区横山6-8-17 042-754-9448 ○ 186
横山 中村書店　本店 書籍・雑誌・文具販売 中央区横山6-8-21 042-750-2285 https://nakasyo.co.jp/ ○ 129

横山台
ダイヤ・ドライセンター　横
山台工場店

クリーニング業 中央区横山台1-24-18 042-758-5643 http://diadry.com/ ○ 355

横山台 TRIP HAIR SALON HINATA 訪問美容・出張カット 中央区横山台1-26-31 042-719-0888
https://triphairsalonhinata.
com/

○ 141

横山台 有限会社岡本酒店 酒類、タバコ、食品他、小売業 中央区横山台2-15-13 042-756-7530 ○ 409

横山台 株式会社リプラス
外壁屋根、水廻りリフォーム、内装リ
フォーム

中央区横山台2-1-7 0120-79-0406
http://www.rePlus-
corp.com/

200万円48回払９月末まで無金利（0円金利）他
多数キャンペーンあり。HP参照

○ 238

横山台 餅の三吉野 小売業（餅と和菓子の販売）
中央区横山台2-4-3カーサ
相模原102

042-753-2532 ○ 438

横山台 鉄板焼き居酒屋なかまる 飲食業
中央区横山台2-9-8コーポ
栗山103

042-704-9657 ○ 443

由野台 小料理　恋路 飲食業 中央区由野台1-1-17 042-752-9990 生ビール１杯無料 ○ 121

由野台 ホンダカーズ相模原東
ホンダ製品　販売及び整備（車検・点
検・部品取付）

中央区由野台2-27-10 042-754-4991
https://dealer.honda.co.jp/
hondacars-
sagamiharahigashi/

車検・点検来店の場合ホンダオリジナルティッ
シュＢＯＸプレゼント

○ ○ 247

ま行

や行

https://instagram.com/put
http://sake-wine-
https://www.kaimana.biz
http://www.daisyousangyo
http://cest-la-saison.com/
https://www.sunagawa-
http://diadry.com/
http://www.soleado.co.jp
https://ichi-you.jp
http://onodora.com/
http://takemiya-
http://www.masuyaweb.jp
http://www.masuyaweb.jp
http://www.aquareform.jp
http://www.facebook.com/
https://nakasyo.co.jp/
http://diadry.com/
https://triphairsalonhinata.
http://www.rePlus-
https://dealer.honda.co.jp/


事業所名 事業内容 事業所所在地 電話番号
ホームページURL
（外部リンク）

販売促進策 小売 飲食 サービス その他 事業所番号

麻溝台 Sweeteggs
卵とスイーツ販売、カフェエリアではラ
ンチもできます

南区麻溝台5-14-39 042-705-7313
https://kokekoko.ocnk.net
/

○ ○ 393

新磯野 ヘアーサロンスズキ 理容業 南区新磯野1-17-13 046-251-1967 予約制にして消毒を徹底してます。 ○ 256
新磯野 亀寿司 寿司割烹 南区新磯野1-45-13 046-256-0715 ○ 144
新磯野 双葉寿司 寿司店 南区新磯野2-1-10 042-745-7168 ○ 234
新磯野 株式会社山口工業 塗装業 南区新磯野480-1 042-701-4050 ○ 259
磯部 ヤマグチオートサービス 自動車・車検整備・鈑金塗装・販売 南区磯部1409-1 046-251-4718 ○ ○ 227
磯部 ヘアーサロン　アライ 理容業 南区磯部917 046-251-1404 ○ 228

鵜野森 叙々苑　相模原店 焼肉店 南区鵜野森3-7-11 042-748-2989
http://www.jojoen-atsugi-
sagamihara.com

○ 55

大野台 ケイエム交通株式会社 旅客乗用自動車運送業（タクシー） 南区大野台3-25-25 042-755-2600 https://www.nk-km.co.jp
配車アプリMOV　割引クーポン付きポケット
ティッシュ配布

○ 136

上鶴間 たっきー指圧治療院 指圧・マッサージ 南区上鶴間7-14-14 080-4441-7354
http://www.tackeyshiatsu.
com

次回来店時に使用して頂ける割引券の配布
ご希望の方に施術後にドリンクのサービス

○ 12

上鶴間本町
ダイヤ・ドライセンター　町
田南口店

クリーニング業 南区上鶴間本町2-13-3 042-744-2224 http://diadry.com/ ○ 358

上鶴間本町 ホテルラポール千寿閣 ホテル飲食業 南区上鶴間本町3-11-8 042-749-1121 hotel-rs.co.jp
ホテルでご会食のお客様に施設利用券2000円分
プレゼント

○ ○ 116

上鶴間本町 町田ボウリングセンター ボウリング場 南区上鶴間本町3-11-8 042-742-3692 machibow.com １ゲーム５０円割引 ○ 157
古淵 かざみどり 0 南区古淵1-9-11 042-750-4078 371

古淵 ブーランジュリ・アイミ パン製造販売
南区古淵2-16-9リバース
トーン古淵102

042-705-6653 〇 373

古淵 ビストロココット 飲食店
南区古淵2-16-9リバース
トーン古渕203

042-786-8555 www.cocotto.co.jp 次回に使用できる1,000円分の割引券 ○ 86

古淵 有限会社小川ミート 食肉販売 南区古淵3-27-2 042-744-0332 毎月第二、第三日曜日　朝市を開催しています ○ 52

古淵 WEショップ　こぶち店
提供された衣類、雑貨等を販売し、収益
で海外支援をするチャリティショップ

南区古淵3-6-8アペックス
古淵１F

042-756-5870
http://we21japan-
sagamihara.com

1000円以上お買い上げの方に、次回来店時に使
用できる割引券（100円分）を配布

○ 305

古淵 アパホテル相模原古淵駅前 ビジネスホテル 南区古淵3-9-8 042-757-6551
https://www.apahotel.com
/hotel/shutoken/sagamiha
ra_kobuchi-ekimae/

アパホテル会員に入会（無料）するとオトクな
特典があります

○ 248

古淵
からあげ専門店すごいっ手羽
古淵店

飲食業 南区古淵4-10-21 042-704-6226
http://sugoteba-
kobuchi.com

〇 370

古淵 ヒロセ洋菓子店 製造販売、洋菓子店 南区古淵5-6-9 042-747-0267 www.hirosecake.com 〇 372

栄町 PET NATURE トリミングサロン・ペットホテル・物販 南区栄町14-16 042-747-8567 https://pet-nature.com/
秋に２５周年を迎えるペット・ナチュレ！３９
キャンペーンとのコラボ企画！Dr.Gripの筆記用
具をプレゼントします。

○ ○ 148

相模大野 すし魚菜かつまさ 飲食業 南区相模大野3-15-10 042-749-0344 katsumasa.com デザートサービス ○ 153

相模大野
セブンイレブン相模大野駅北
店

コンビニエンスストア
南区相模大野3-18-10アリ
スビル１F

042-742-8050 https://www.sej.co.jp
１個買えば次回１個無料券配布（商品は期間中
変わります）

○ 212

相模大野
さがみはらアンテナショップ
sagamix

特産品の販売
南区相模大野3-2-1ボーノ
相模大野ショッピングセ
ンター2F

042-705-8455 http://sagamix.jp ○ 93

相模大野 海鮮料理魚さだ 料理店
南区相模大野3-3-2
A226

042-742-7762 ○ 268

相模大野
ファミリーマートよろづや相
模大野北口店

コンビニエンスストア 南区相模大野3-9-1 042-744-1803 ○ 47

相模大野 麺屋鼎 ラーメン専門店 南区相模大野3-9-3 042-746-1455 ○ 246

相模大野
スタジオファンタジスタロ
ビーファイブ相模大野店

フォトスタジオ
南区相模大野4-5-17ロ
ビーファイブ２F

042-740-1661 studio-fantasista.com
マタニティ、お宮参り、ベビーフォト、お誕生
日プラン割引中。次回使える500ポイントプレ
ゼント

○ 295

相模大野 秋山クリーニング店 クリーニング 南区相模大野5-23-4 042-742-7727 ○ 403

相模大野
ちばサイクル　コンセプトス
トア

スポーツ自転車・パーツ販売、修理 南区相模大野5-25-4 042-715-2007 https://chibacycle.com
当店にて税込15,000円以上のお買上げで便利な
モバイルランニングポーチをプレゼント

○ ○ 95

相模大野 居酒屋魚炉魚炉 飲食業 南区相模大野6-13-8 042-745-5438 katsumasa.com デザートサービス ○ 152

相模大野 Pizzeria Oasi 飲食店 南区相模大野6-13-8 042-705-8551
https://www.pizzeriaoasi.c
om

○ 404

相模大野 蕎麦切り　ほしの 日本そば店 南区相模大野6-16-10 042-741-6671 ○ 441

相模大野 焼肉八起 飲食店（焼肉店） 南区相模大野6-19-25 042-748-2611 http://yakiniku-yaoki.com

次回来店時に使用できるポイントカードを差し
上げます。当店はお客様同士の間隔をあけると
ともに、入店時の消毒、検温を実施しておりま
す。

374

相模大野
弁護士法人相模原法律事務所
相模大野駅前弁護士事務所

弁護士業務
南区相模大野8-10-4　101
セントラルビル201

042-705-2877 http://sagami-law.jp ○ 359

相模大野 深癒（みーゆー） ヒーリング、整体・リフレクソロジー
南区相模大野8-2-12ト
ミーホームズ相模大野201

042-749-8776
http://meyou-
sagami.amebaownd.com

ご予約時「おまかせ」にて１万円（2000円引
き）税込にて「ホリスティックヒーリング」を
おうけします。（条件有：メール予約のみ）

○ 198

相模大野 富穂寿司 飲食店
南区相模大野8-3-1川上ビ
ル101

042-743-5666 ○ 406

相模大野
国際空手道連盟極真会館神奈
川相模原支部相模大野道場

空手教室 南区相模大野8-8-3 042-761-1377
http://www.kyokusaga.co
m/.

特別入会キャンペーン（入会金無料、道着+防
具のセット１万円引き）

○ 155

相模台 じゅん化粧品店 化粧品、小売業 南区相模台1-20-13 042-744-1658 ○ 29

相模台
有限会社スキンケアハウス横
ちゃん

化粧品販売 南区相模台1-2-1 042-744-1321
https://www.yoko-
chan.jp/

お客様のお肌に合ったALBIONのスキンケアサ
ンプルをプレゼント！

○ 39

相模台
スクール洋品ナカムラ相模台
店

学生服及び学校衣料品販売 南区相模台1-2-4 042-742-3099
http://www.schoolnakamu
ra.com/

○ 100

相模台 三共メガネ メガネ、コンタクト、補聴器 南区相模台1-9-1 042-746-9256
https://www.1000r.com/sh
op/fashion/sankyo-
megane.html

携帯用プレミアムハンドジェルサービス又は
500mlプレミアムハンドジェル(メガネコンタク
ト等１万円以上お買い上げの方)

○ 53

相模台 ふとんのあさくら 寝具小売販売 南区相模台2-1-7 042-744-1507
某有名スケーターのクリアファイル　無くなり
次第終了

○ 96

相模台 有限会社ディノ鈴木 美容業 南区相模台2-2-5 042-744-3240 http://www.dino-s.com 抗酸化トリートメントサービス ○ 51

相模台
ファミリーマートよろづや相
模台店

コンビニエンスストア 南区相模台2-2-6 042-744-1803 ○ 45

相模台 オダピザ 飲食店 南区相模台2-2-8-1Ｆ 080-3097-4282
https://www.1000r.com/sh
op/gourmet/odapizza.html

○ 117

あ行

か行

さ行

区域

南区

https://kokekoko.ocnk.net
http://www.jojoen-atsugi-
https://www.nk-km.co.jp
http://www.tackeyshiatsu.
http://diadry.com/
http://we21japan-
https://www.apahotel.com
http://sugoteba-
https://pet-nature.com/
https://www.sej.co.jp
http://sagamix.jp
https://chibacycle.com
https://www.pizzeriaoasi.c
http://yakiniku-yaoki.com
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http://meyou-
http://www.kyokusaga.co
https://www.yoko-
http://www.schoolnakamu
https://www.1000r.com/sh
http://www.dino-s.com
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下溝 セブンイレブン相模原下溝店 コンビニエンスストア 南区下溝314-1 042-778-7115 ○ 380

下溝 有限会社風林堂製菓 手焼きせんべい製造販売 南区下溝536-24 042-777-4501 https://www.furindoh.co.jp 次回のお買い物にご利用いただける割引券進呈 ○ 415

下溝 ドッグサロン　ファクト ペットホテル・ペット美容 南区下溝675-15 042-777-1175
http://fact0427771175.co
m

○ 145

下溝 井上電気商会 電気器具販売 南区下溝691-4 042-778-0361 ○ 159

下溝
ダイヤ・ドライセンター　原
当麻店

クリーニング業 南区下溝756-4 042-777-2323 http://diadry.com/ ○ 351

下溝 有限会社小嶋ライフ 住宅リフォーム 南区下溝826-10 042-777-1126 https://kojima-life.co.jp/ 15,000円以上の工事で粗品進呈致します‼ ○ 320

新戸 株式会社長谷川電機 家電小売 南区新戸2440 046-251-0505
https://establishment-poi-
36079.business.site/

○ 107

新戸 豊国屋 酒類・食品の小売販売 南区新戸3024 046-251-0048
https://www.toyokuniya.co
m/

お買い上げいただいた方でメルマガ登録してい
ただけると「津久井大豆のチョコたん」をプレ
ゼントします。

○ 449

相南 ミレー洋菓子店 洋菓子店 南区相南1-19-14 042-744-0390 ○ 389
相南 伸京屋酒店 酒類販売 南区相南1-20-19 042-743-0740 ○ 388
相南 賞美堂 印章、印刷 南区相南1-22-3 042-744-0801 ○ 390
相南 飛田輪業 自転車修理販売 南区相南2-2-19 042-742-9593 ○ ○ 41
相南 洋食居酒屋deep 飲食 南区相南4-8-1 042-765-3653 ○ 308

相武台
レディースファッション　ハ
セガワ

婦人服販売 南区相武台1-24-7 046-253-3337 ○ 235

相武台 ふじや精肉店 精肉販売 南区相武台1-25-6 046-255-6367
ふじや精肉店専用ニコニコカードあり。5,000
円お買い上げに100円割引。

○ 274

相武台
La Lavand（ラ・ラヴァン
ド）

アロマセラピートリートメントやヒーリ
ングの施術（女性専用）。

南区相武台2-16-3 046-266-5381 https://la-lavand.com/
ドリンクサービス（ハーブティー）、次回来店
時に使用できる500円割引券を差し上げます。

○ 101

相武台 行政書士事務所わかば 行政書士業 南区相武台2-17-3 046-254-0090 ご契約者の方にノベルティグッズプレゼント ○ 283

な行 西大沼 株式会社小池設備
水まわり修理、リフォーム、排水管清
掃、受水槽清掃など、水道工事、メンテ
ナンス

南区西大沼1-18-2 042-754-8181 http://koikesetsubi.com ご利用者様にノベルティプレゼント！ ○ ○ 4

東林間 株式会社日電社東林間店 家電品の販売 南区東林間3-8-10 042-742-7697 nichidensya.net ○ 255
東林間 あさのや 弁当、総菜製造販売 南区東林間4-38-9 042-701-7969 asa-noya.com ○ 195

東林間 有限会社写真の店山 写真用品・撮影・たばこ販売 南区東林間4-9-3 042-742-3016
マイナンバー用お写真お撮りします。当店通常
価格より200円割引致します

345

東林間 開知進学会 学習塾 南区東林間5-13-16 042-765-6012
https://www.ekiten.jp/sho
p_3580161

入会金無料、検定対策本1冊プレゼント ○ 67

東林間 大石畳店 畳工事 南区東林間5-3-5 042-742-1482 ○ ○ 402

東林間 株式会社電化センターさがみ
家電販売、家電修理、電気工事、リ
フォーム

南区東林間7-12-7 042-745-3045 denka-sagami.com ○ ○ 302

文京 株式会社日電社文京本店 家電品の販売 南区文京1-15-37 042-742-7697 nichidensya.net ○ 254
文京 パンの家じょんのび パン製造販売 南区文京1-15-41 042-765-3557 ○ 149
文京 梅田畳店 畳製造業 南区文京1-7-16 042-744-0543 ボールペンプレゼント（店名入り） ○ ○ 253

文京 有限会社丸十ムラタパン 製パン販売業 南区文京2-19-4 042-744-0977
お子様にお菓子１つサービス（￥500以上お買
い上げの方）

○ 179

文京 やぶ久 うどん屋 南区文京2-19-7 042-745-8433 手作り自家製漬け物のサービス ○ 124

松が枝町 東洋医学気功整体院 整体
南区松が枝町23-7SORRA
相模原2階

042-747-5600
https://s.ekiten.jp/shop_6
057947/

○ 50

南台 双葉交通株式会社
一般乗用旅客自動車運送事業（タク
シー）

南区南台2-5-17 042-742-2421
https://www.futaba-
kotsu.jp

配車アプリMOVの割引クーポン付ポケット
ティッシュ配布

○ 25

南台 カットスタジオ　カズ 理容業 南区南台4-8-11 042-742-5505 ○ 310

南台
ファミリーマートよろづやペ
アナード店

コンビニエンスストア 南区南台5-11-19-101 042-744-1803 ○ 46

南台 泉屋化粧品　井出敏子 化粧品 南区南台5-21-14 042-742-1770 ○ 134

南台 三光ホーム株式会社 建設業、不動産業 南区南台6-15-15 042-766-3535
https://www.sanko-
home.jp/

○ 326

南台 WEショップ　南台店
提供された衣類、雑貨等を販売し、収益
で海外支援をするチャリティショップ

南区南台6-15-17 042-746-5571
http://we21japan-
sagamihara.com

1000円以上お買い上げの方に、次回来店時に使
用できる割引券（100円分）を配布

○ 306

南台 まくら屋 寝具小売 南区南台6-17-18 042-765-4122 http://www.makuraya.jp/ ○ 38
南台 さんぼ 婦人カジュアルバッグ小売店 南区南台6-18-18 042-746-0038 ○ 32

南台 ワタナベ理容店 理容業 南区南台6-19-19 042-745-7117
https://beauty.hotpepper.j
p/slnH000462573/

○ 312

南台 キプスバレエスタジオ バレエ教室 南区南台6-2-17 042-743-1074 https://kipus-ballet.com 入会金半額 ○ 59

若松 合同会社HAPPYカイゴ 高齢者向け訪問レクリエーション 南区若松1-4-9 042-869-1822
https://happykaigo-
fun.com/

コロナ対策にも有効なタッチペン付ボールペン
を初回ご利用時プレゼント

○ 156

若松 アートクリーニング クリーニング 南区若松3-39-8 042-743-0128 〇 340

若松 はるかぜ鍼灸治療院 鍼灸治療 南区若松3-9-6 042-748-8338
ウォーターベッド15分間無料サービス（予約必
要）

○ 9

若松 WEショップ　若松店
提供された衣類、雑貨等を販売し、収益
で海外支援をするチャリティショップ

南区若松4-13-3 042-744-9799
http://we21japan-
sagamihara.com

1000円以上お買い上げの方に、次回来店時に使
用できる割引券（100円分）を配布

○ 307

わ行

は行

ま行

さ行

https://www.furindoh.co.jp
http://fact0427771175.co
http://diadry.com/
https://kojima-life.co.jp/
https://establishment-poi-
https://www.toyokuniya.co
https://la-lavand.com/
http://koikesetsubi.com
https://www.ekiten.jp/sho
https://s.ekiten.jp/shop_6
https://www.futaba-
https://www.sanko-
http://we21japan-
http://www.makuraya.jp/
https://beauty.hotpepper.j
https://kipus-ballet.com
https://happykaigo-
http://we21japan-

