
NO 町 別 事業所名 代表者名 住   所 電　話 業    種 対象者 サービス内容

1 笹一酒造（株） 天野行典 吉久保２６ 25-2111 酒類製造・小売 団員・家族 酒類５％割引（限定品を除く）

2 やまびこ 天野秀国 黒野田４６２ 25-2553 飲食業 団員・家族 その時々で対応します。

3 奈良電器商会 奈良　薫 黒野田１３０１ 25-2028 家電・小売 団員・家族 家電製品に付き、通常販売価格より３％割引

4 （株）みどりや 天野喜宗 黒野田１３３２ 25-2121 菓子製造小売 団員・家族 １０００円以上お買い上げで１００円引き

5 れんが亭 小林　隆 黒野田２６８ 25-2468 飲食業 団員・家族 １０００円以上ご利用で１００円引き

6 天野工務店 天野和彦 白野１６０ 25-2050 建築業 団員・家族 見積工事費より２％値引き（工事内容により相談）

7 若水 小林孝昭 中初狩２１７－１２ 25-6036 飲食業 団員・家族 お料理（おつまみ）か飲み物のどちらか一品サービス

8 奈良電工 奈良　正 下初狩３３９５－５ 25-6280 電気工事 団員・家族 照明器具５％引き、電気工事１０％引き

9 （有）天野オートサービス 天野　博 下初狩４８９－１ 25-6257 自動車整備販売 団員・家族
車検時工賃１０％割引・オイル交換無料、　　板金塗装時工賃１０％割引、
新車購入時ボディーコーティング５０％割引

10 居酒屋　大勝 富田大勝 下初狩３８１ 56-8168 飲食業 団員・家族 １０名様以上でご利用の場合、焼酎ボトル１本サービス

11 ラーメン新源 渡辺義勝 下初狩８７０－１
080-5535

-6771
飲食業 団員・家族

食事の方にコーヒー・コーラ・オレンジジュースのいずれか１つサービス
（数量限定有り）

12 小林自動車整備工場 小林幸次 下初狩１７７７ 25-6935 自動車整備販売 団員・家族 エンジンオイル交換２０％割引

13 カーコンビニ倶楽部 清水　桂 下初狩９２２－１ 25-6768 自動車整備販売 団員・家族 車検１０％引き、オイル交換１０％引き

14 モデルガーデン　ひまわり 山中　保 下初狩９１７ 25-2800 造園緑化 団員・家族 植木代２０％割引

15 小林石材加工店 小林　稔 下初狩８８０-５ 25-6100 石材加工業 団員・家族 新規墓地工事２％割引

16 いなだや 幡野　茂 真木２８２３ 22-0187 飲食業 団員・家族
カード提示された方におまかせ一品サービス
１０名様以上で利用された場合、焼酎１本又はウーロン茶ボトルサービス

17 たつみや米店・精米所 和田好光 真木３８４６－１ 22-0298 小売業 団員・家族 粗品進呈

18 金の森山荘 金森　勇 真木６１８８ 23-1021 宿泊業 団員・家族 １０名以上でご利用の場合、おまかせ料理一品サービス

19 焼鳥あきちゃん 藤本昭夫 真木９８８ 23-1740 飲食業 団員 消防団員の方、５名以上飲食した場合５％割引

20 遊点心 石戸谷健 花咲１６７７－１４ 23-0009 飲食業 団員・家族 来店時の状況に応じてサービスします

21 お墓のリフォーム一心 小俣文生 花咲１６８９-１ 25-2376
生活関連サー

ビス
団員・家族 粗品進呈（お線香火付け用ターボライター）

22 （株）　七　海 奥秋　明 真木２１２３ 22-1744 魚介販売業 団員・家族 販売金額の５％割引

23 トヨタカローラ山梨（株）大月店 野澤孝征 花咲３９８-１ 22-2345 自動車整備販売 団員・家族 ①車検時オイル交換無料、②オイルキープ２０ℓ　12,000円→9,000円

24 御食事　ひろさと 井上春代 花咲１６６０－７ 22-0859 飲食業 団員・家族 小鉢１品サービス
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25 文字工房みのた博石堂 箕田雅友 大月１－６－６ 22-0397 小売業 団員・家族 実印・銀行印・会社印１０％ＯＦＦ

26 濱野屋・いろり亭 天野太文 大月１－３－３ 22-1372 飲食業 団員・家族
お食事のお客様ソフトドリンク１杯サービス
（１０名様以上で宴会のお客様相談に応じます。）

27 カメラのいとう（伊藤写真商会） 伊藤　康 大月１－１９－３ 22-0332 写真 団員・家族 ８パーセント割引

28 広明堂薬局 小俣　孝 大月１－１１－２３ 22-0487 薬局 団員・家族 Мカードポイント２倍

29 （株）巴屋　北川商店 北川達夫 大月１－７－８ 22-0026 小売業 団員・家族 Мカードポイント２倍

30 きもの＆ブティック　しおざわ 塩澤　透 大月１－１２－１ 22-0043 小売業 団員・家族 Мカードポイント２倍

31 （有）　ショップシオザワ 藤本三好 大月１－１２－１ 23-0833 小売業 団員・家族 Мカードポイント２倍

32 庄や大月店 山内絵美子 大月１－３－３ 22-4081 飲食業 団員・家族
８名様以上のご利用で、焼酎ボトル１本プレゼント
少人数（３～７名）ご家族連れのご利用でお料理プレゼント（１０００円相当）

33 靴・バック　いしかわ 石川謙吉 大月１－１２－１９ 22-0785 小売業 団員・家族 Мカードポイント２倍

34 （株）　シマダ 嶋田勇樹 大月１－１３－２９ 22-0145 小売業 団員・家族 Мカードポイント２倍

35 古民家麺処　かつら 落合昭夫 大月１－２－７ 22-1080 飲食業 団員・家族 お食事代金の５％分の商品券を差し上げます。

36 寝具・インテリア　おおつき堂 石井正雄 大月１－１２－２０ 22-0593 小売業 団員・家族
５０００円（税抜き）以上お買い上げのお客様に当店商品券５００円をプレゼン
ト。（特価品は除きます）

37 中国料理　南京 大戸康世 大月２－１３－２７ 22-0818 飲食業 団員・家族 ５名様以上でご利用された場合、焼酎ボトル１本サービス

38 プレゾーン　小宮 小宮昭夫 大月２－５－１ 23-0587 小売業 団員・家族 カード提示で商品代金の１０％割引（特価品は除く）

39 （株）山梨スポーツ 山本光夫 御太刀１－１５－９ 22-1818 小売業 団員・家族 お買い物商品の１０％割引（一部特価品、学販品を除く）

40 立正堂印刷（有） 川村　保 御太刀１－８－１４ 22-0118 印刷業 団員・家族 名刺印刷代１０％OFF

41 斉藤理容室 斉藤正巳 御太刀１－２－３ 22-1903 理容業 団員・家族 ヘッドマッサージ３分サービス

42 山梨旅行センター 小俣　亘 御太刀１－９－１３ 23-2455 旅行業 団員・家族 旅行時の車内飲み物・おつまみサービス

43 味処　かあちゃん 小俣安雄 御太刀１－１－３ 22-4122 飲食業 団員・家族 １０名様以上でご利用された場合、１．８リットルボトル１本サービス

44 駒橋１ (有)大月自動車 志村照男 駒橋１－８－２ 23-1112 自動車整備販売 団員・家族
車検時　：　整備工賃１０％割引・エンジンオイル無料、
一般入庫時　：　エンジンオイル３０％割引

45 駒橋２ （有）コタカ電化 小高一也 駒橋２－２－８ 22-3031 家電販売 団員・家族 ２００００円以上お買い上げの方にデンチセット各種詰め合わせプレゼント

46 駒橋３ 韓陽苑 安藤　茂 駒橋３－３－２０ 23-3662 飲食業 団員・家族 来店時の状況に応じてお肉をサービスします

47 賑岡 （株）大月自動車学校 小林正人 畑倉１９５５ 22-3136 自動車教習所 団員・家族 自動二輪（大型・普通）の教習料金５０００円割引（他の割引と併用も可能）

48 うどん屋くらざき 鈴木久弥 葛野８９４－１
090-2328

-7975
飲食業 団員・家族 肉めし、カレーごはん（小盛り）１００円引き

49 太陽防災（有） 中西正敏 葛野２３５ 22-6399 防災・小売 団員・家族 各種消火器販売価格より５００円引き

50 奈良子釣りセンター 棚本郁員 奈良子１０ 24-7636 釣り・サービス 団員・家族 エサ釣りの貸し竿若しくは塩焼きサービス
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51 山栄防災設備 山口　仁 葛野１６９９ 22-3660 防災・小売 団員・家族 各種消火器通常価格より５００円引き

52 クリーニングベル公正屋東店 鈴木章郎 葛野２１０ 23-1002 クリーニング業 団員 ５％割引

53 和（なごみ） 鳥海和代 殿上３０３
080-6773

-7966
飲食業 団員・家族 4名様以上、5000円以上のご利用で300円の割引券プレゼント

54 酒の大布屋 清水明愛 猿橋１８４-７ 22-0507 酒類・小売 団員・家族 お買い上げ金額の５％引き（除く：ギフト券、掛売、カード、配達）

55 クリーニングベル猿橋店 鈴木章郎 猿橋１９９－２ 21-5111 クリーニング業 団員 ５％割引

56 村田時計店 村田文夫 猿橋２ 22-0850 小売業 団員・家族 全商品５％値引き

57 深澤畳店 深澤　郁 猿橋１５８ 56-7374 畳製造業 団員・家族 畳小物プレゼントor防カビ加工サービス

58 理容フジタ 藤田邦芳 猿橋１１３－１ 22-1291 理容業 団員・家族 ヘッドマッサージ３分サービス

59 日之出屋本店 三木敬治郎 猿橋１２１ 23-0003 小売業 団員・家族 １０００円以上お買い上げの方に粗品サービス

60 長谷部酒店 長谷部賢 猿橋２００ 22-0548 小売業 団員・家族 ワインに限り５％OFFします。（一部を除く）

61 猿橋農産物直売所　はねぎ 米山克美 猿橋４６－３ 56-8710 農産物直売 団員・家族 １０００円以上お買い上げに付き、ペットボトル飲料１本等の粗品を進呈

62 大黒屋 服部雅仁 猿橋５５ 22-1626 飲食業 団員・家族 お食事された方、果林ジュース一杯サービス

63 喜楽食堂 小俣光治 鳥沢２０１５－５ 26-5033 飲食業 団員 団員１０名様以上でご利用の場合、チャーシュー・飲み物サービス

64 スナック　プランキー 坂本洋子 鳥沢３０２５－１ 26-2965 飲食業 団員 団員１０名様以上でご利用の場合、カラオケ代サービス

65 御菓子処　いろはや 岡部善幸 鳥沢１９５３－２ 26-5026 菓子製造小売 団員・家族 １５００円以上お買い上げのお客様にお菓子１ケプレゼント

66 （株）大月カントリークラブ 渕岡　彰 鳥沢７０８４ 26-5559 ゴルフ場 団員・家族 ドリンク券サービス

67 出光セルフとりさわ（正栄産業） 正木将人 鳥沢９８６－１ 26-5156 ガソリンスタンド 団員・家族
まいどプラスカードで６円/ℓ引き（当店発券）さらに
社員価格優遇で（ガソリン２円/ℓ引）　　※事前登録必要

68 おおつきエコビレッジ 山田正文 鳥沢６１９３ 26-5160 農産物生産販売 団員・家族
会員と同じ優遇が受けられます。①管理棟施設の利用②農産物販売価格の１
０％引き③貸農園利用料割引

69 浜田屋食堂 小林　肇 鳥沢１９５９ 26-5358 飲食業 団員・家族 ６名様以上で利用された場合、焼酎ボトル１本サービス

70 水越自動車 水越武志 鳥沢３２７５ 26-3021 自動車整備販売 団員・家族 車検時オイル交換無料、タイヤ購入でシーズン履き替え無料

71 梁川 つけトロロそば　たてる家 甘利国男 綱の上８３８ 26-5130 飲食業 団員・家族 ５人以上来店の場合、中皿オードブル適量サービス
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