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市民会館 1 昭島市民会館文化事業協会 昭島市つつじが丘3-7-7
☎︎546-1711

昭島市民会館文化事業協会主催事業→入場料10％割引(上限500円、1世帯2枚ま
で)発売日翌日から事業前日まで、市民会館・公民館窓口販売分に限る。

検　診
2 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

http://www.nho-dmc.jp/
立川市緑町3256

☎︎直通042-526-5511
☎︎内線1093　健診部

<1週間前までに災害医療センター健診部に連絡(平日9:00～15:00)>・人間ドッ
ク(一般)・人間ドック+脳ドックA.B.S・肺がん検診・骨粗鬆症ドックA.B・胃が
ん健診・大腸がん検査

3 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/

昭島市松原町3-1-1
☎︎500-4433

無料の健康講座を実施。健康管理からがんの治療まで幅広い内容に対応します。
人間ドックは5％割引・健康管理センター宛てにご連絡ください。

ホテル

4 フォレスト・イン昭和館　　　
https://www.showakan.co.jp/

昭島市拝島町4017-3
☎︎542-1234

〇婚礼:お料理･お飲物(正規料金)より5％OFF 〇レストラン:ご飲食代10％OFF 
　(対象店舗:レストラン セントロ･中国料理 花林･ラウンジ ダコタ)
　※他の特典、割引、優待との併用不可

5 ホテルエミシア東京立川
https://www.hotel-emisia.com/tokyotachikawa/

立川市曙町2-14-16
☎︎042-525-1121(代表)

〇宿泊：室料金(正規料金)10％、婚礼：料理・飲料10％割引 
〇レストラン10％割引

6 パレスホテル立川
https://www.palace-t.co.jp/

立川市曙町2-40-15
☎︎042-527-1111

〇宿泊：室料(正規料金)20％割引、○婚礼法事：料理飲料5％割引 
〇レストラン・バー：飲料10％割引
　（特別プラン及びその他の割引特典との併用は不可）

百貨店 7 立川タカシマヤ
https://www.takashimaya.co.jp/tachikawa/

立川市曙町2-39-3
☎︎042-525-2111

〇まず3階ギフトサロン窓口で「ごきんじょカード」提示し｢優待券｣を受取る。
○ 中元・歳末期特設ギフトセンター会場内取扱商品5％割引、除外品有・ギフト

センター開設期間で、3,000円以上＋現金払いの場合のみの特典

結婚相談 8 結婚相談所ハーモニー東京                   
https://www.harmonytokyo.com

昭島市田中町2-1-32
☎︎519-1184

○基本月会費5％割引
○ 夜間､土日祝日も無料相談を実施　秘密厳守　全国約50,000人の会員さんから

選べます。　低料金システム　初婚･再婚･中高年の方もお気軽に。

挙式
9 セレス立川

https://www.celes-tachikawa.com
立川市曙町1-22-20
☎︎042-527-1122 婚礼衣装：10％割引　婚礼料理：5％割引　婚礼飲物：5％割引

10 アニヴェルセル立川
https://www.anniversaire.co.jp/

立川市幸町1-18-1
☎︎042-538-2888

『ブーケ・ブートニア2万円相当』プレゼント 
※ご結婚式のお申込み時に「ごきんじょカード」をご提示いただけた場合のみ適用

遊園地

11 サンリオピューロランド
https://www.puroland.jp/

多摩市落合1-31
☎︎042-339-1111

休日パスポート割引券+「ごきんじょカード」をチケット販売窓口に提示→200
円割引 割引券1枚で5名まで

12 国営昭和記念公園/レインボープール
http://www.showakinen-koen.jp/

立川市緑町3173
☎︎042-528-1751

公園入口券売所で「ごきんじょカード」提示→会員家族分が特別割引価格！
15歳以上2,200円(△400円)、小中学生1,200円(△300円)、
4歳以上500円(△100円)
※営業内容、サービス内容は変更の可能性があります。

“1～89”は、会員の皆様へのサービスです



業種 NO 協力店名・施設名/ホームページ 住所　/　連絡先 サービス内容(変更になる場合があります。利用時確認ください。)

バーベキュー 13 バーベキュー場　谷合 西多摩郡檜原村395
☎︎042-598-0017

管理費　大人500円⇒400円、子ども250円⇒200円
真夏でも涼しい川原でバーベキュー、屋根付き展望バーベキュー場100名超も大
丈夫！

観光案内 14 昭島観光案内所
http://www.akishima-kanko.org/

昭島市田中町562-5
☎︎519-2331

㈱岩泉ファームの①岩泉ヨーグルトPREMIUM(900ｇ)と②岩泉のむヨーグルト
(750ml)を50円割引

旅　行 15 ㈱新中央トラベル
昭島市つつじが丘

3-5-6-103
☎︎542-4080

旅行のことなら何でもご相談ください。サービス有 
東日本(岩手県・宮城県・北茨城市等)の旅の方への3,000円宿泊助成の手続

ボウリング 16 ビームボウル昭島
http://beambowl-akishima.com/

昭島市武蔵野2-9-3
☎︎543-5213

ゲーム代金を支払う時に「ごきんじょカード」を提示すれば
会員及びご家族一人50円割引(団体予約等には、使えません)

レンタカー 17 トヨタレンタカー昭島駅前店
https://rent.toyota.co.jp/

昭島市田中町610-3
☎︎546-0100 10%割引(一部対象外のお車もあります)

レンタルテント 18 ㈲アドバンス
http://www.advance24.co.jp/

青梅市友田町2-275-4
☎︎0428-84-2680

熱中症対策用かんたんテント(3ｍｘ3ｍ)レンタル　1泊2日2,900円
・スポーツ観戦・バーベキュー・アウトドアetc

学習塾
19 吉田塾　昭島教室

https://yoshida.school/
昭島市上川原町2-10-15-102

☎︎042-840-9550 ○入学金　無料　　　○１か月授業料無料

20 拝島アカデミー          
https://www.haijimaac.jp

昭島市松原町4-14-11 2F
☎︎551-8731

○ 無料体験レッスン及び学習方法の説明会を行います。他の習いごとにも役に立
つでしょう。

パソコン 
教　室 21 パソコン教室わかるとできる昭島校

［イトーヨーカドー昭島店3階］
昭島市田中町562-1

☎︎519-5939
入会時、会員証「ごきんじょカード」提示の方にはプレゼント贈呈！
https://www.wakarutodekiru.com/school_map/school/akishima/

スポーツ教室 22 ステップゴルフ拝島店 
https://www.stepgolf.co.jp/haijima_top/

昭島市松原町4-14-11
☎︎519-4042 ○月会費　最大2か月無料

教習所

23 拝島自動車教習所
https://www.haijima-ds.co.jp/

福生市大字熊川1495
☎︎042-551-2851

入所者(審査除く)「教本セット・証明写真」サービス 
高齢者講習受講者「高齢者マーク」を50％割引

24 トヨタドライビングスクール東京
https://www.toyota-dst.co.jp/

立川市羽衣町1-3-4
☎︎042-526-3551

入校時に「ごきんじょカード」提示で
3,000円クオカードプレゼント！(審査除く)

25 飛鳥ドライビングカレッジ日野
https://www.aska-dnet.com/hino/

日野市旭が丘1-1-2
☎︎042-581-2721

定額安心コース・スケジュールプラン等 
→オプション50％割引

司法書士 26 燦リーガル司法書士行政書士事務所
https://sanlegal-souzokunavi.com/

昭島市田中町1-24-16
☎︎0120-387-783 家族信託・贈与・不動産登記・成年後見申立：正規報酬の5％割引

探偵社 27 総合探偵社ガルエージェンシー東京西部 
https://www.galu-tokyo.com

昭島市田中町2-1-32
☎︎542-6205

○夜間、土日祝日も無料相談を実施、秘密厳守
○素行調査から行方調査、裁判資料、各種トラブル、その他特殊調査等幅広く対応
○盗聴器発見調査、基本料金5％割引

自動車修理 28 昭島自動車株式会社 昭島市田中町2-9-5
☎︎541-0301 技術料(工賃)5％割引

自転車 29 光　輪　館 昭島市緑町5-1-23
☎︎542-6630 自転車購入の際は8％サービス
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音楽教室

30 マツダ・ミュージック・アカデミー上川原教室
https://matsudamusic.jp/

昭島市上川原町3-1-7
☎︎543-9917

音楽グッズプレゼント31 マツダ・ミュージック・アカデミー昭島駅前校
https://matsudamusic.jp/

昭島市昭和町2-3-12
☎︎543-9917

32 マツダ・ミュージック・アカデミー中神校
https://matsudamusic.jp/

昭島市朝日町2-3-17
☎︎543-9917

レストラン
33 イタリア料理　ラ・ファーロ 昭島市武蔵野3-2-51

☎︎546-1222
5,000円以上のお食事で500円割引させていただきます。 
(ディナータイム時、他の割引との併用不可)

34 LUCAL（ルカル） 昭島市朝日町1-11-8
☎︎800-1388

○ランチタイム：100円引き
○ディナータイム：ドリンク1杯サービス

青果店 35 神林商店（野菜・果物・一般食品） 昭島市緑町4-18-13-101
☎︎546-0211

税込324円で、1ポイント→30ポイントで300円割引！ 
毎週水曜日は、ポイント2倍です。

製パン 36 手作りパンの店　ベーカリー　ピッコロ 昭島市拝島町2-15-8
☎︎545-1158

お一人様1,000円以上お買い上げの場合→お店より一品サービス 
☆昭島ブランド・フードグランプリ<スイーツ部門>金賞連続受賞

飲　食

37 酒選料理　弥生亭 昭島市朝日町1-11-5
☎︎543-1455 お試し日本一こだわり卵プレゼントｏｒ最初の一杯200円OFF

38 居酒屋　でん太 昭島市中神町1160-60
☎︎544-7700 昭島フードグランプリ<料理部門>銀賞　☆特典サービス有

39 天ぷら・うなぎ　良銀
http://yoshigin.com/

立川市柴崎町2-5-3
☎︎042-522-6702 お祝い事・ご法事でのご利用の際に10％割引いたします。

40 和食・魚鷹 昭島市郷地町3-5-28
☎︎543-3161 ○お魚料理が食べたい方是非一度ご来店ください、(お通し)一点サービスします。

41 ㈱チカルフーズ　デリカショップ　コック長 昭島市松原町4-13-20
☎︎546-3351

〇ポイントサービス
〇弁当、料理予約に限りお楽しみプチサービス

42 よっし～の家
https://www.ekiten.jp/shop_3745969

昭島市緑町4-15-16
☎︎519-6567

〇営業時間(19:00～24:00　不定休)
〇飲食2,000円以上、10％引き

43 はなの舞　昭島南口店 昭島市昭和町2-5-12
☎︎500-5868

料理・飲食の8％割引(宴会及びコース料理、内税商品除く)44 はなの舞　河辺店 青梅市河辺町10-1-2 2F
☎︎042-820-2602

45 はなの舞　小作店 羽村市小作台5-35-1
☎︎042-570-1819

焼　鳥

46 焼鳥　おおしば拝島本店
http://www.yakitori-ohshiba.com/

昭島市松原町4-12-5
☎︎545-6922 「ごきんじょカード」持参の方、5％OFF　　

47 焼鳥　おおしば東中神店
http://www.yakitori-ohshiba.com/

昭島市福島町1014-11
☎︎545-9200

48 やきとり　マル義 昭島市緑町4-19-20
☎︎543-4677

〇飲食代15,000円以上→店の焼酎1本サービスします。
〇ご家族でも「ごきんじょカード」を見せていただければ独自サービスします。 
〇2階宴会場は多くのお客様の声に応え“椅子席”に改善しました。

市　場 49 三多摩総合食品卸売市場
http://www.santama.jp/

昭島市武蔵野3-5-1
☎︎543-4105 毎月第2、第4土曜日に抽選会場にてお楽しみ商品1点プレゼント

物品販売 50 産直ひろば 
http://www.hanaike.co.jp/

昭島市緑町2-30-2
☎︎519-2631

○お米 5kgお買上の時50円引
○お米10kgお買上の時100円引
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物産展 51 旺達　中国物産店 昭島市つつじが丘3-5-6-104
☎︎545-0885 〇「ごきんじょカード」提示　5,000円以上　5％割引

珈　琲 52 自家焙煎珈琲　カフェ・ポンテ
http://ponte111.blog.fc2.com/

昭島市玉川町1-11-11
☎︎511-3995

「ごきんじょカード」提示の方、お一人様1,000円以上のお会計で、手作りクッ
キープレゼント(喫茶・飲食に限ります)

そば屋
53 手打ち蕎麦塾　和(kazu)

http://jyukukazu.blog.fc2.com/
昭島市玉川町1-11-11

☎︎545-0554
「ごきんじょカード」提示の方、お一人様1,000円以上の
お会計で、手作りクッキープレゼント(飲食のみ)

54 石臼挽二八そば　あづま家
http://www.azumaya.info/

昭島市松原町5-18-5
☎︎541-1073

飲食代1,000円以上で5％割引
(ランチメニュー月～金11時～14時を除く)

餃　子 55 ケンちゃん餃子㈱
http://kenchan.tamaliver.jp/e405094.htm

昭島市武蔵野3-10-20
☎︎0120-757-229

会社前の餃子直売所で購入の際、「ごきんじょカード」提示でポイント“2倍”
です・20ポイントで餃子1箱プレゼント！
販売時間：月～土9～17時
（毎月第2土曜日「餃子の日」のスタンプ2倍等の時は対象外です)

ヨガ・
ボルダリング 56 PLAY クライミングジム＆ヨガスタジオ

https://www.play-tokyo.com/
昭島市田中町610-4

☎︎541-3223
ヨガ・ボルダリングプログラム1日フリーパス 
入会前の体験2,750円→1,375円

クリーニング 57 北島クリーニング店 昭島市松原町5-5-5
☎︎544-7950 3,000円以上ご利用のお客様に5％割引させていただきます(特殊品は除きます)。

洋　品 58 洋品のおざわ(婦人衣料) 昭島市松原町4-14-7
☎︎541-3266

3,000円以上お買い上げで5％割引(サービス品を除く) 
拝島駅南口ファミリーマート隣/定休日は日曜日

洋　品 59 祭用品・総合衣料　アオキ
http://www.blue-wood.jp/

昭島市拝島町5-10-26
☎︎541-1115 2,000円以上お買い上の方に粗品サービス(但し学校関連商品は除く)

寝具店 60 大井屋寝具店 昭島市朝日町1-10-4
☎︎541-2337 ○全品5％割引

メガネ 61 メガネの宮川
http://www11.plala.or.jp/miyagawa-megane/

昭島市松原町4-10-1
☎︎546-3811

〇現金でのメガネ一式(フレーム＋レンズ)8％割引 
〇MASUNAGAパートナー店　Kazuo Kawasaki プロショップ第一号店

運　送 62 西多摩運送㈱
https://www.nishitama-unsou.co.jp/

昭島市昭和町1-3-28
☎︎546-6111

各種お引越し、リフォーム中の家具のお預かり、トランクルームの 
お貸しもいたします。→会員特典サービスいたします。

不動産

63 中神不動建設㈱
http://www.nfknet.com/

昭島市中神町1177
☎︎541-2124 ○仲介手数料10％OFF

64 ㈱イエスタジオ
http://www.iestudio.co.jp/

昭島市玉川町4-9-27
☎︎0800-100-1755

「ごきんじょカード」提示の方は、不動産のご売却もご購入も仲介 
手数料を半額でお手伝いいたします。

65 ㈲阿部不動産
http://www.abefudousan.com/

昭島市松原町4-12-3
☎︎500-6607 ○仲介手数料5％OFF

66 センチュリー21㈱CISレジデンス
https://www.hachioji-h.jp/tachikawa/

立川市柴崎町3-3-3 櫻岡ビル3階
☎︎042-525-5515

昭島市内の物件も得意です！仲介手数料20％OFF
※一部対象外

67 株式会社　野島不動産
http://www.nojima-re.co.jp

昭島市松原町4-5-15
☎︎545-2030 ○仲介手数料10％OFF

理　容
68 タキ理容室 昭島市松原町5-8-6

☎︎544-0339 業務用シャンプー原価販売

69 BARBER SUN 昭島市中神町1171-24-105
☎︎546-5060

初回来店のお客様は2,800円→1,500円にてご利用いただけます。2回目以降は
「ごきんじょカード」をお持ちのお客様は通常料金2,800円から300円引きにて
ご利用いただけます(シャンプー、シェービング込み)。

各種お引越し、リフォーム中の家具のお預かり、トランクルームの
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鍵 70 昭島ロックセンター 昭島市松原町5-16-24
☎︎544-2562

1万円以上の錠前交換工事は5％引き。
合鍵作成・錠前修理、交換・扉周りの金物修理など何でもご相談ください。

文房具 71 いさみや拝島店
http://www.hancoha.jp/ism.html

拝島駅前通り
☎︎551-1645

文房具のみ10％値引き　拝島駅南口西側 
(たばこ、はんこ、ゴミ袋は除く)　　　：福生市熊川1708-1

花　屋 72 花屋　team
https://www.eflora.co.jp/shop/h-team/

昭島市松原町4-12-7MKビル1Ｆ　
☎︎543-5607

3,000円(税抜)以上の現金でのお買い上げで5％割引サービス
いたします(ただしサービス品、配送商品は除きます。)。

印　刷 73 河辺印刷㈱ 昭島市玉川町1-17-4
☎︎541-3850

年賀はがき、喪中はがき、名刺等の注文は、消費税相当額サービス(個人の場合
のみ)※ご来店の場合に限ります。

葬　儀

74
㈱セレモア　ガーデン会館昭島
<ご安置室完備> 昭島市玉川町2-4-12

☎︎0120-470-470

○白木祭壇(当社一般葬儀基本価格)30％割引
○生花祭壇(当社一般葬儀基本価格)10％割引※パック葬儀は対象外
○生花(一基5,000円以上/消費税別)定価の10％割引（サービスエリア外は5%割引）
○入会金のみの個人会員制度
　｢ファミリーライフクラブ｣入会金50,000円→45,000円

75 ㈱あさひセレモニー
http://www.asahi-ceremony.co.jp/

昭島市玉川町4-1-10
☎︎0120-844-644

〇白木祭壇：一般価格より30％割引、〇生花祭壇：15％割引〇密葬儀： 
フラワーアレンジ価格表(桐仕様(標準)木棺より布張上等棺 サービス)

76 そうしんホール昭島
http://www.sohshin.co.jp/akishima

昭島市武蔵野3-5-1
☎︎0120-0-45464

○当社式場使用無料　○葬儀事前相談/お見積り無料
○当社各葬儀コース10％割引(適用外有り)　○仏具仏壇位牌等定価の20～40％
割引　○霊安室(お参り/ご対面可)でご安置可能。他社でお葬式の場合でも特別
価格でご利用いただけます。

葬　儀

77 セレモニーホール昭島With
http://www.ceremony-hall.com/

昭島市昭和町1-2-17
☎︎0120-4995-89

○生花 白木祭壇プラン一般価格より５万円引き
○直営式場使用料10％割引(珈琲･お茶飲み放題･遺族控室使用料無料)
○ 仏壇(定価の10～15％割引)個室型の霊安室完備で大切な方とのお別れをゆっ

くりとお過ごしいただけます(面会24時間可)。

78 ㈱クオーレ昭島営業所 昭島市中神町1-10-40
☎︎546-7000

〇火葬式149,000円(税別)より　〇ご遺体安置料無料 
〇一日葬、家族葬等サービス有　〇仏壇仏具40％割引

79 ㈱フォーギブネス
http://www.forgiveness.jp/

昭島市玉川町1-3-1-111
☎︎0120-779-279

〇地域最安値の火葬式パックプラン&家族葬パックプランを更にお値引き
○火葬式パックプラン（シンプル直葬プラン）
　通常価格13万円→10.5万円(税別)家族葬向けパックプラン
　(くじらプラン)通常価格34万円→30万円(税別)

80 くじら葬祭
https://www.kujirasousai.jp/

昭島市福島町3-23-28
☎︎0120-79-9778

〇面会可霊安室ドライアイス処置何日でも無料 
○家族葬(火葬式)11.6万円(税別)～ 　○仏壇本位牌10％～20％OFF
○事前相談無料　○来店でエンディングノートプレゼント

81 立川メモリアルホール
https://www.dreamy.co.jp/hall/memorial.html

立川市富士見町6-36-27
☎︎0120-29-7511

〇直営式場使用料20％割引　〇ご遺体保管料20％割引 
〇ドリーミー　白木祭壇プラン10％割引　花祭壇プラン5％割引

82 源想園　昭島店（一栄ビル101） 昭島市福島町908-22
☎︎519-8035

○直葬・一日葬・家族葬・一般葬 各パックより 5,000円割引
○事前相談無料　○直葬パック 130,000円
○源想園ライフサポートクラブ会員入会金 10,000円→無料

仏壇・仏具 
お位牌 83 お仏壇のセレモア 立川市柏町1-26-4

☎︎042-538-1111(代表)

〇和調仏壇 通常価格の20%割引
〇神棚･神徒壇･仏具は通常価格の10%割引
〇現代デザイン仏壇(当社オリジナル)は通常価格の10%割引
〇現代仏壇(仏具を含む)は定価の5%割引 ※但し特価品は除く

検索セレモア

検索くじら葬祭

検索セレモア仏壇
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建　設 84
扶桑建設グループ 昭島市昭和町１-13-10

☎︎544-5565 昭島市自治会連合会活動への協力

エネルギー 85
昭島ガス株式会社 昭島市もくせいの杜１-1-1

☎︎546-1111 昭島市自治会連合会活動への協力

通　信 86
J：COM 立川市栄町6-1-1

☎︎042-538-1095 昭島市自治会連合会活動への協力

食　品 87
有限会社クローバー 神奈川県相模原市緑区

下九沢1549－1
☎︎042-763-3827

昭島市自治会連合会活動への協力

印　刷 88
河辺印刷㈱ 昭島市玉川町1-17-4

☎︎541-3850 昭島市自治会連合会活動への協力

金　融 89
西武信用金庫　昭島支店 昭島市昭和町1-14-10

☎︎042-541-3421 昭島市自治会連合会活動への協力

凡例：枠色  は第６版以降の新規店。

検索芙桑建設グループ

検索昭島ガス

検索J:COM

検索河辺印刷

検索有限会社クローバー

検索西武信用金庫 昭島支店
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レンタカー 90 トヨタレンタカー昭島駅前店
https://rent.toyota.co.jp/

昭島市田中町 610-3
☎︎ 546-0100 自治会専用カード 1 枚用意 / 自治会使用時 20％割引（対象外有）

防災用品 91 ミドリ安全㈱立川支店
http://suv.midori-sh.jp/

昭島市緑町 2-1-21
☎︎ 543-1411

防災備蓄品の特価販売＜ミドリ安全のカタログ参照＞ 
※特別プラン及びその他割引特典との併用はいたしかねます。

テント
92 （有）アドバンス

http://www.advance24.co.jp/
青梅市友田町 2-275-4

☎︎ 0428-84-2680 ワンタッチテント専門　楽々設営収納数分で！名入れ・価格対応

93 ( 有 ) 作本テント商会 昭島市松原町 5-16-24
☎︎ 541-1058 各種テント・横断幕は、5％引きで対応させていただきます。

オードブル 
弁当届け 94 ㈱チカルフーズ

デリカショップ　コック長
昭島市松原町 4-13-20

☎︎ 546-3351
〇希望価格・内容のオードブルやお弁当をお受けします。 
〇自治会館や指定の場所にお届けいたします

アイス 95 ( 有 ) 小林冷菓 昭島市拝島町 2-2-9
☎︎ 541-3931

拝島町にあるアイスクリームの卸の店舗です。 
自治会のイベント等の際、御相談ください。

印　刷 96 河辺印刷㈱ 昭島市玉川町 1-17-4
☎︎ 541-3850 自治会等の総会の議案書、各種広報等、割引対応させていただきます。

葬　儀 97 そうしんホール昭島
http://www.sohshin.co.jp/akishima

昭島市武蔵野 3-5-1
☎︎ 0120-0-45464

各種テント、横断幕、パイプ椅子等の貸出し
吊看板、式次看板などを特別価格で提供 
自治会行事等の際、生花、花束、鉢植花、アレンジ花などを特別価格にて提供

“90～97”は自治会に対してのサービスです
《注意》90～97のサービスは、個人では受けられません。

会 員

☆協力店は随時、増えています！

特 典 協 力 店
検索昭島市自治連最新情報の検索

第 6 版の 11 サマーランド、19･95 日本レンタカー、18 MOVIX 昭島、25 パソコン教室拝島校、34 ㈱ムサシ、36 整体二宮、45 とうふ屋 豆音、50 にこにこ食堂、
56･57 はなの舞、79 ㈱日下部塗装店、94 ㈲昭島堂、102 FV ジャパン㈱羽村事業所のサービス特典はなくなりました。


