アンサンブル倶楽部 加盟店 一覧
さまざまなシーンで活用して頂ける
「アンサンブル倶楽部カード」を毎日の暮らしの中で
お役立て下さい。

暮 ら し

グ ル メ

暮

ら

し

加盟店詳細

ワッペン製作・刺繍

食

品

美容・健康

■特典

生活雑貨

●アピールポイント

特典＆アピールポイント
■3万円以上のご注文で5%引き

青木刺繍
江戸川区一之江3-3-16 ＴＥＬ 03-3652-2339

●お客様のご希望を細かくお聞きし、丁寧に仕上げます。

営業時間 9：00〜18：00 休み 土曜日・日曜日・祝祭日

寺院（浄土宗西方山報土院）

■納骨堂永代使用料10万円引き

安養寺

●四季折々の花と緑に囲まれた静かなお寺。

江戸川区東瑞江2-50-2 ＴＥＬ 03-3670-6010

平成17年に納骨堂・合祀墓・会館が完成。
エレベーターも完備しており、1・2階は多目的に使用できます。
納骨堂永代供養使用料の中には、管理費・六字戒名料、
位牌料が含まれます。

動物霊園・ペット火葬場

■火葬料金20％引き

廣済寺 付設 城東動物霊園

●動物達と飼い主の新たな旅立ちを親切・丁寧に

江戸川区春江町4-23 ＴＥＬ 0120-59-4343
営業時間 9：00〜17：00
ホームページ http://www.kousaiji.net

お手伝いをさせて頂きます。

呉服屋

■1万円以上の品10％引き

いせや 呉服店
江戸川区松江3-20-7 TEL 03-3653-6331
営業時間 10：00〜19：00 休み 火曜日
ホームページ www.g-iseya.jp

写真スタジオ

いせや 写真スタジオ
江戸川区松江3-20-7 TEL 03-3653-6331
営業時間 10：00〜19：00 休み 火曜日
ホームページ www.iseya-photo.co.jp

■1万円以上 Ｌ判サービス

写真スタジオ
（七五三や成人式などの記念写真・証明写真）

■記念写真 6切サイズの写真を注文のかたには額縁付写真
（キャビネサイズ）をプレゼント

マキノ 写真スタジオ

証明写真同一サイズの写真を1枚サービス

江戸川区東葛西5-1-1 吉田ビル2Ｆ TEL 03-3680-7530

営業時間 8：00〜20：00 休み 水曜日
ホームページ http://www.makino-photo.com

英会話教室

●お宮参り・七五三・入園・入学・成人式・卒業・夫婦・家族などの
記念写真や、就職・受験・エアライン客室乗務員応募用などの
証明写真を撮影しております。着物やドレスなど衣装を豊富に
ご用意。経験豊かなプロの腕で残して下さい。
葛西駅前店と新館の2店舗、新館は駐車場5台完備しております。

■入会金3,000円無料

いせや 英会話教室
江戸川区松江3-20-7 TEL 0120-529-851
営業時間 平日11：00〜21：00 土日10：00〜19：00
ホームページ http://iseya.nes-schools.com/

英会話教室

■入会料 一部ＯＦＦ

ネス外国語会話
新宿区西新宿7-2-6 ＫＩビル4Ｆ TEL 03-6228-5360
営業時間 平日11：00〜21：00 土日10：00〜19：00
ホームページ www.nes-schools.com

茶道教室

■初日体験レッスン半額

いせや 茶道教室
江戸川区松江3-20-7 TEL 0120-529-851
営業時間 第1・3金曜日 14：00〜16：00
第2・4木曜日 10：00〜12：00 にレッスン

ホームページ http://www.g-iseya.jp/school/sado/

建物・プラント等の解体工事

■請求額より3％引き

フジムラ
江戸川区江戸川5-20-77 TEL 03-3688-5848
営業時間 9：00〜17：00 休み 日曜日・祝祭日
ホームページ http://www.kaitai-fujimura.co.jp/

空調・エアコン取り付け

●昭和48年に創業して以来今日まで、ビル・工場等あらゆる建造物の
解体工事を全国的に展開しております。
施工に当たっては、創業以来のモットーであります
‶妻や子が一つの願い父の無事〟を社員一人ひとりが引き継ぎ、
日々安全作業を心掛けております。
また、ＩＳＯ14001、ＯＨＳＡＳ18001を取得し、環境に十分配慮した
施工を実施しております。

■エアコンクリーニング 10,500円

サクマテクノ
江戸川区上篠崎2-15-17 TEL 03-6638-7070

ペット エステトリミングサロン

■おやつプレゼント

KING'S DREAM
江戸川区一之江2-5-16 コットンパン1Ｆ

TEL 03-3656-1128
営業時間 9：00〜19：00
休み 日曜日

●会員制（入会金、年会費無料）のペット トリミングサロン（予約制）
●トリミングのほかに、泥エステも行っています。
●ペット相談も行っております。

音楽葬・仏式ご葬儀生演奏・音楽教室
出張リトミック・老人施設音楽療法

■音楽教室の入会金が半額

サウンドビュー

●ご依頼頂いた音楽を必要として下さる現場で、生の演奏をさせて頂い

千葉県市川市八幡2-1-7 TEL 047-333-4181
営業時間 9：00〜20：30
ホームページ www.sound-v.com

ています。 音楽の持つすばらしい力を信じて、心を込め大切に演奏いた
します。 また、世界共通語である五線の音が読める子供たちを増やす
事を目標とした教室運営にも力をいれております。

便利屋

■作業代金10％引き

ベンリー船堀新大橋通り店
江戸川区船堀5-6-11 ＴＥＬ 03-5676-7077
営業時間 9：00〜18：00 休み なし
ホームページ http://funabori.benry.com

不動産業

● お暮しのお困り事を解決します！業務内容は幅広く、電球の交換
からリフォ-ムまで実施しています。
ちなみに‶とんかつ 田〟は私たちのグループ店です。

■仲介手数料50％引き

森田商事
江戸川区東葛西5-1-1 吉田ビル1Ｆ TEL 03-3687-4131
営業時間 月〜金9：00〜18：00 土・日10：00〜18：00

休み 水曜日、祝祭日
ホームページ http://www.moritashouzi.co.jp/

自動車修理・レンタカー・損害保険取扱い

■レンタカーご利用代金5％引き

車検時Ｔポイント付与

バンプロショップ
江戸川区江戸川6-8-6 TEL 03-5658-5151
営業時間 10：00〜20：00 ただし日曜日は18：00
休み 水曜日
ホームページ www.vanproshop.jp

ビジネスホテル・ レストラン

●当店では、商用車の販売、修理、買取りをメインに営業いたしておりま
すが、今回地域の皆様にもご利用頂けるよう、レンタカー事業を開始いた
しました。週末のご利用やセカンドカーとして、また、法人様には当店なら
ではの格安マンスリープラン等もご用意しております。
詳しくはお気軽にお電話下さい。

■通常料金より割引

パールホテル 葛西
江戸川区東葛西6-1-7 TEL 03-3804-8080
営業時間 年中無休
ホームページ http://www.pearlhotels.jp/

ビジネスホテル

●東西線葛西駅より、徒歩３分のビジネスホテルです。レストランでは
ランチからディナーまで、リーズナブルに本格的なコースを
お召し上がりいただけます。

■一之江セレモニーホールの割引適応

ホテル ルミエール 西葛西
江戸川区西葛西6-20-3 ＴＥＬ 03-5676-2711
営業時間 年中無休
ホームページ www.hotel-lumiere.jp

ビジネスホテル

■一之江セレモニーホールの割引適応

ホテル ルミエール 葛西
江戸川区中葛西5-41-20 ＴＥＬ 03-6663-2711
営業時間 年中無休
ホームページ www.hotel-lumiere.jp

ビジネスホテル

瑞江第一ホテル
江戸川区瑞江2-6-16 ＴＥＬ 03-5243-8000
営業時間 年中無休
ホームページ http://www.mizue-dh.co.jp/

■一之江セレモニーホールの割引適応

畳の表替え裏返し新畳・琉球畳製造

■畳の表替え６畳で５％引き

永井畳店
江戸川区松江7-27-9 ＴＥＬ 03-3651-4561
営業時間 7：30〜18：00

畳の表替え裏返し新畳製造

■畳の表替え６畳で５%引き

安田畳店
江戸川区一之江3-24-1 ＴＥＬ 03-3651-0742
営業時間 8：00〜17：00 休み 土曜日・日曜日

事務用印刷全般
チラシ・ポスター・パンフレット等の企画・制作

■初回お取引時に版下作成代金を半額サービス

フォース

●事務用印刷全般（名刺・封筒・伝票 等）他、チラシ・ポスター・

江戸川区松江6-1-9 ＴＥＬ 03-3688-6328
営業時間 9：00〜18：00
休み 土曜日・日曜日・祝祭日

パンフレット等の企画、作成を行っております。
小ロットの物も喜んで対応し、小回りがきく印刷会社です。
ご用命、よろしくお願い致します。

ペット
生体販売・トリミング・ペットホテル・輸入

ドッグハウス

ボブテイルシュウ東京店

江戸川区一之江3-14-3 ファミール阿部1Ｆ
ＴＥＬ 03-6231-4523
営業時間 11：00〜19：00
定休日 不定休
ホームページ http://www.bobtailshu.co.jp/

介護（福祉）タクシー

■フードサンプルプレゼント

●ＴＶにも出演した、世界で一番背の高い超大型犬
アイリッシュ ウルフ ハウンド、
トラ模様の猫 トイガー、
ミニサイズのハスキー犬 アラスカン クリーカイなど
希少な犬、猫たちがお客様をお出迎え致します。
生体販売（自家繁殖を主に）、犬・猫輸入、トリミング、ホテル（予約制）
お客様とワンちゃんにとっての《ベスト》をご提案させて頂きます。

■迎車料金無料（750円）

株式会社 アルファ・ケア・サービス
江戸川区上一色 ＴＥＬ 090-3529-3049
営業時間 365日24時間 年中無休
ホームページ http://fukusitaxi.web.fc2.com/
お気軽にお問合せ下さい。

ピアノ・リトミック・ソルフェージュ教室

須賀 恵 ピアノ教室
江戸川区江戸川6-48-12 ＴＥＬ 03-3689-8372
営業時間 15：00〜20：00
定休日 日曜日
ホームページ http://pianomegu.com/

●通常のタクシーと同じくメーターを使った料金システムです。
走行距離、時間併用で90円づつ加算されます。
●車両は2台保有し 中型（車イス1台＋4名）大型（車イス2台＋7名）
ご乗車できます。
●弊社タクシーは予約制となっています。予定が判明した時点で
ご連絡ください。また、当日でも車が空いていれば対応致します。
●タクシーメーター料金の他（機材貸出料金 等）別途かかる費用の
ある場合もあります。詳しくはご予約時にお問合せ下さい。
●福祉用具のレンタル、販売もしています。

■入会金半額（3,000円→1,500円）
●生徒さんの希望や様子で教材やレッスン法を工夫しています。
初歩から丁寧に指導致します。
保育士資格希望の方のレッスンも行っています。
体験レッスン（1回500円）も行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

グ

ル

メ

加盟店詳細

屋形船

特典＆アピールポイント
■江戸川区内無料送迎

あみ幸
江戸川区江戸川5-31-6 TEL 03-3680-5755
営業時間 11：00〜22：00
ホームページ www.amikou.co.jp

屋形船

●ディズニーランドの夜景、お台場、スカイツリーのコースあります。
屋形船でのご宴会 飲み放題付き

■江戸川区内無料送迎バス40名乗り・生ビール飲み放題

あみ貞（てい）
江戸川区江戸川4-4 TEL 03-3679-3576
営業時間 9：30〜20：30
休み 不定休
ホームページ http://www.amitei.jp

●料理で勝負しています （刺身・天ぷらは絶品）
船頭の対応（接客）

屋形船・つり船・投網船・汐干狩り船

■江戸川区内無料送迎有り

消費税サービス（20名様以上）

網さだ
江戸川区江戸川4-4 TEL 03-3679-3859
営業時間 9：00〜22：00
休み 不定休
ホームページ http://www.amisada.com/

法事会食・各種宴会

●季節の移り変わりを肌で感じながら美味しいお料理をご堪能いただけ
ます。
特に揚げたての天ぷらは絶品！マグロづくしの船盛りもお薦めです。
日常から解放されたほっとするひと時を素敵な仲間とお過ごしください。
そんな皆様を真心こめたおもてなしでスタッフ一同お迎えいたします。

■現金払いのお客様5％引き

割烹いこい
江戸川区松島1-43-26 TEL 03-3654-0151
営業時間 11：00〜22：00
休み 月曜日

各会合・宴会・法事等・お土産・贈答品の販売

●・心のこもった和食をお客様へ。と心がけております。
・和室でありながら椅子のお席でございます。（2名様より100名様まで）
・駐車場があります。

■10名以上でビール２本サービス

かに猿
江戸川区中葛西2-17-9 TEL 03-3869-8777
営業時間 平日11：30〜14：00 17：00〜22：30
土日祝11：30〜22：30
休み 月曜日
（月曜が祝日の場合は翌日代休み）
ホームページ http://www.kanizaru.jp/

割烹料理

●味、素材にこだわった、昔ながらの本格日本料理がお手頃価格で
楽しめるお店です。
宴会場も最大60名様のお席がご用意出来ます。

■ワンドリンクサービス（夜のコースのみ）

銀座割烹 里仙
中央区銀座8-8-7 TEL 03-3569-1521
営業時間 平日17：00〜22：00
休み 日曜日・祝祭日
ホームページ http://risen.jp/

●旬の素材を生かした至高の料理を愉しむ。
洗練された盛り付けや吟味された器を愉しむ。
素敵なひとときを。

各種宴会・仕出し料理

功徳林
千葉県市川市新井3-17-17 TEL 047-357-4147
営業時間 9：00〜20：00
休み 1/1〜1/3
ホームページ http://www.koutokurin.com

季節料理

■宴会時・カラオケサービスもしくは水菓子サービス・お届け料理時、
お刺身類+αサービス
●「功徳のこころ」を信条に、和食を中心としたお料理をお客様へ
お届けいたします。よりよい品質、よいサービスを追求し、お客様
のニーズに合った商品を提供させていただきます。
今後とも何卒一層のご愛顧を賜ります様、よろしくお願い申し上げ
ます。

■5名以上来店でビール1本サービス

五徳家
江戸川区東葛西1-45-16 TEL 03-3877-6851
営業時間 18：00〜24：00
休み なし

居酒屋

●アットホームなお店です。
季節のお料理をご用意してお客様をお待ちしております。

■午後6時まで入店と雨の日

鳥いち

飲物アルコール類 1名様350円×人数分

江戸川区一之江7-33-16 TEL 03-3651-7931
営業時間 17：00〜23：00
休み 日曜日、又は日曜月曜の連休の時

飲物ジュース類 1名様200円×人数分

お酒とそれに合う料理を提供

●美味しい焼鳥 ・その他のおつまみ ・安心価格
・気軽に利用出来る店
■初回来店時1品サービス・お誕生日に大ビン1本サービス

池の屋
江戸川区西瑞江5-2-1 TEL 03-5679-4118
営業時間 18：00〜24：00
休み 水曜日 他 ブログにてお知らせ
ホームページ アメブロ
（看板のない居酒屋 池の屋日記）

和食居酒屋

■お一人様歓迎のお店です。
日替わりのおつまみ季節のお酒をご用意
池の屋のハイボールは極上の味
オリジナルしろくまビール
オリジナルカクテルビバリッキー
毎週火曜は本格焼酎半額デー1杯 350円よりご用意
日本酒20種類以上
ビール 焼酎 カクテル ウイスキー ワイン ハイボール

■グラスビール又はソフトドリンクをお一人様一杯サービス

旬彩工房 和ノ香
墨田区錦糸4-6-10 ヴッドヴィレッジ1Ｆ
TEL 03-3621-0425
営業時間 17：30〜23：30
休み 日曜日
ホームページ http://r.gnavi.co.jp/g800700/

ちゃんこ鍋と和食

●旬の食材を使用した和風居酒屋です。
築地市場で仕入れる新鮮な魚や野菜など素材を厳選しております。
お酒も日本酒20種類、焼酎30種など揃えております。
料理も定番メニューのほかに、旬のオススメ料理を20種類以上
用意し豊富なメニューで喜ばれております。

■力士味噌一品サービス

相撲茶屋 最上（サイジョウ）
江戸川区東葛西6-9-12 第二グランドコーワ1階
TEL 03-3675-2200
営業時間 17：00〜23：00
休み 日曜日・月曜日の祭日・年末年始
ホームページ http://saijyou.iii.jp/

●和食とちゃんこ鍋の店です。
天然物の魚介類、熊本直送の馬刺、宮城直送の黒毛和牛の
ヒレステーキ等ご好評を頂いております。
ちゃんこ鍋は味噌味と塩味を中心にご用意しております。
他 ご予約制ですっぽん鍋（一匹使用）鮟鱇鍋も承っております。

ランチは定食各種、持帰り弁当（予約）
夜はカラオケ付き小料理店

■（ランチタイム）アイスコーヒーサービス
（夜）初回お飲物（グラス）サービス

小料理 ゆたか
江戸川区一之江7-30-5 TEL 03-3656-2473
営業時間 ランチ11：30〜14：30
夜17：30〜00：30 日曜16：00〜21：00
休み ランチ（土曜日・日曜日・月曜日） 夜（月曜日）

大衆割烹

●（ランチタイム）特製日替弁当（限定）800円
特製タレの生姜焼き定食700円焼魚定食600円等々・・・
全品 小鉢・みそ汁・カットフルーツ付！ライスおかわり無料
その他 ワンコイン（500円）も不定期ご用意しています。
夜（ディナータイム）水曜、日曜 カラオケ無料！
地元で50年営業、アットホームで美味しい手作り料理で
一杯飲んで唄って、女性の方も気軽に飲めるお店です。

■コースでの利用・・・1名半額

大漁日本海庄や 行徳駅前店

フリーでの利用・・・お刺身5点盛プレゼント

千葉県市川市行徳駅前1-26-15 遠藤ビルⅡ２Ｆ３Ｆ
TEL 047-397-2381
営業時間 月曜日〜土曜日
11：30〜14：30 17：00〜翌4：00
日曜日・祝日 11：30〜翌2：00まで
休み なし
ホームページ http://www.daisyo.co.jp

●当店は、毎日入荷の鮮魚を中心としたお料理と全国各地の地酒を
はじめ、色々なお飲物をご提供させていただいている大衆割烹です。
このたび、アンサンブル倶楽部様向けの特別お食事コース
「百合（ゆり）」コース4,500円をご用意致しました。
お好みで飲み放題をお付けする事も可能です。
また、その他、ご予算、お好みのお料理等ございましたらお気軽に
お申し付け下さいませ。少しでも皆様のお集まりのお手伝いをさせて
頂きたいと思っております。よろしくお願い致します。

寿司店

■一品サービス（品物は、その日によってかわります）

すし初
江戸川区江戸川4-25-7 TEL 03-3652-2704
営業時間 17：00〜22：00
休み 月曜日
寿司・創作料理

●穴子がおいしい。

■会計より10％引き

TAIZUSHI / タイズシ
江戸川区西葛西6-20-3 ホテルルミエール西葛西1Ｆ
ＴＥＬ 03-3688-2255
営業時間 17：00〜25：00
日曜・祝・祭日 17：00〜23：00
休み 月曜日
ホームページ http://r.gnavi.co.jp/p802500/
中華料理

●各種宴会宴会コースは3,000円（税込3,150円）〜でプラス2,000円
で飲み放題2時間付られます。
・人気の個室は18名まで入れます。
・仕切りで2名様から個室風にできます。・料金も明朗会計で安心！

■餃子 50円引き

丸金
江戸川区江戸川6-3-8 ＴＥＬ 03-3689-7425
営業時間 11：00〜14：00
17：00〜20：00
休み 火曜日
ホームページ
http://tabelog.com/chinese/tokyo/C13123/C36989/
中國料理風味

中國菜館 吉祥苑
江戸川区東葛西6-17-9 1F ＴＥＬ 03-3804-5858
営業時間 11:30〜14：00
（日曜日、祝祭日は14：30まで）
17：00〜23：00
休み 第二・第四水曜日

●地元密着の中華屋さん。安くて、ボリュームがあってなおかつ旨い。
ご家族で、カップルで、一人でも楽しくおいしくいただけます。

■杏仁豆腐サービス

中国料理

■①1組4,000円以上のご利用で500円引き

中国酒家 長江 一之江店

②宴会ご予約8名様以上で幹事様1名無料・17名様以上で2名様無料

江戸川区一之江7-34-16 ＴＥＬ03-5678-5588
営業時間 平日11：30〜15：00 17：00〜24：00
土日祝11：30〜24：00
休み なし
ホームページ http://www.rzpfoods.com/

③昼12：00〜18：00までにスタートの全宴会コースが10％引き
④10万円以上で、1万円引き（上限）

ラーメン店

●①熟練した職人が作り出す中国料理は伝統と新しさを伝えた逸品。
②ランチ、宴会、記念日、同窓会、冠婚葬祭 など食事会に最適です。

■煮玉子サービス

大島
江戸川区船堀6-7-13 ＴＥＬ03-3680-2601
営業時間 火曜〜土曜11：00〜15：00 17：00〜20：30
日曜11：00〜16：00 17：00〜19：30
休み 月曜日
ラーメン店

●札幌の名店「すみれ」で12年間修業した店主が独立開業した注目
のラーメン店！ 王道の味噌をはじめ、塩、醤油、昔風（限定）、
こく辛味噌（夜限定）とメニューも豊富、江戸川区船堀発、
札幌王道の本格ラーメンをぜひご賞味ください。

■PM8：00までに来店された方に大盛りサービス！

太楼ラーメン
墨田区押上1-16-7 ＴＥＬ 03-3622-7547
営業時間 18：00〜24：00
休み 日曜日
カラオケ・スナック

●・日替わりおつまみ多数あり。
・家族で営業しているアットホームなお店です。
・奥にお座敷あり20名ほど入れるので宴会できます。

■カラオケ1曲ｻｰﾋﾞｽ

カラオケ 京
墨田区押上1-13-3 ＴＥＬ 03-3623-5076
営業時間 19：00〜24：00
休み 火曜日

カラオケ

●お店の場所は、スカイツリーの真下にあります。
ライトアップされたツリーを観ながらカラオケが楽しめるお店です。
優しく、時には厳しい元気なママが笑顔で迎えてくれる楽しく飲んで
歌うお店です。

■おつまみ（皮き物）サービス（夜6時以降に限る）

酒＆カラオケ ルイ
江戸川区一之江8-17-4 ＴＥＬ 03-3653-9981
営業時間 ランチ11：30〜13：30
カラオケ 13：30〜16：00
夜 18：00〜24：00
休み 火曜日
ステーキ・ハンバーグレストラン

●お店の場所は、スカイツリーの真下にあります。
ライトアップされたツリーを観ながらカラオケが楽しめるお店です。
優しく、時には厳しい元気なママが笑顔で迎えてくれる楽しく飲んで
歌うお店です。

■デザート（アイスクリーム）サービス

ステーキステーション 喜
江戸川区一之江7-55-5 ＴＥＬ 03-3653-6620
営業時間 11:30〜14：30
17：00〜22：00 ラストｵｰﾀﾞｰ21：00
休み 不定休

ステーキ・ハンバーグレストラン

●ハンバーグ作り40年の腕を持つシェフが作るジューシーハンバーグ
や和牛ステーキがリーズナブルに食べられます。
人気の一口ステーキは手作りカニコロッケやプリプリエビフライと一緒
のコンボでボリューム満点！ソースはすべて手作りです。
夜はたくさんのアラカルトメニューで、アルコールを召し上がるお客様
に大好評です。
もちろんステーキやハンバーグの一品料理も用意しています。

■ハンバーグ・ステーキセットを10％引き

ステーキ・ハンバーグの店
マーブル
江戸川区一之江8-18-9 ＴＥＬ 03-5662-5575
営業時間 17：30〜24：00
休み 水曜日、第三木曜日

●肉をガッチリたべたい方、ぜひ、マーブルでステーキを！
200gからのボリュームある肉をぜひ召し上がってください。
ハンバーグは250ｇ 500ｇ 800ｇのｂｉｇサイズ、特製デミグラスソース
でお召し上がり下さい。
ビールに合うチョリソー・チリコンカン・タコスなどもあります。

焼肉店

■1組1杯ドリンクサービス（アルコールＯＫ）

七輪や 金剛苑
江戸川区西瑞江5-8-11 ＴＥＬ 03-5605-9129
営業時間 17：00〜23：00
休み なし
ホームページ http://g.pia.co.jp/shop/90954
カレーライス、ハヤシライスのランチを
中心とした喫茶店

●ブランドやグレードにこだわらず、良い食材をリーズナブルに
ご提供できるように心掛けています。
良い肉を安く美味しくお腹いっぱいに・・・これが、七輪や金剛苑の
想いです。

■ランチセット（カレーｏｒハヤシｏｒミックス）サラダ・ドリンク
アイスクリーム付き７８０円→700円（約10％引き）

プレジール
江戸川区東葛西5-12-1 頼長レジデンス101
ＴＥＬ 03-3878-5435
営業時間 10：30〜15：30
休み 土曜日・日曜日・月曜日・祝祭日
・火曜日不定休営業
喫茶店

●当店は福祉関係のお店です。なので営業日の時間が少ないです。
しかし、とても落ち着いた店内、ホッと一息できる場所です。
そして、皆で手をかけたカレーやハヤシはリピーターにも好評です。
ご来店を一同お待ちしております。

■全メニュー50円引き

ポピュレール
江戸川区一之江5-2-10 ＴＥＬ 03-3656-5721
営業時間 12：00〜19：30
休み 水曜日

●挽きたての豆をサイフォンで一杯一杯ていねいに入れるコーヒー
が自慢です。

食

品

加盟店詳細
和菓子製造販売

特典＆アピールポイント
■5％引き

伊勢屋
江戸川区中葛西8-3-2 TEL 03-3675-2191
営業時間 8：00〜19：00 休み 火曜日
和菓子製造販売

●とてもおいしいと評判です。

■店内でお食事の方にサービス券2倍進呈

梅むら
江戸川区西瑞江4-11-27 TEL 03-3653-1488
営業時間 販売7：00〜18：00 店内10：00〜18：00
休み 月曜日

米菓製造小売（せんべい、だんご、もち菓子）

●和菓子のだんご・おはぎはもちろんの事お赤飯、おにぎり、
おいなりさんなど、毎日手造り販売。
店内では うどん、そば、お餅が美味しい。
お祝い用お赤飯も承ります。

■ポイントカード2倍サービス

あんず庵
江戸川区東葛西2-22-3 TEL 03-3687-7472
営業時間 9：00〜19：00 休み 月曜日
ホームページ http://www.anzuan.jp
洋菓子製造販売

●材料のこだわり。 できるだけ、できたてをご提供したいので
作り置き少なく前もってご注文頂くように取り組んでおります。

■2,000円以上お買い上げの方にプチ焼き菓子ギフトプレゼント

パローレ 洋菓子店
江戸川区西葛西4-2-31 TEL 03-3680-0864
営業時間 9：30〜20：00 休み 水曜日
ホームページ http://www.parole1974.com

洋菓子製造販売

●当店は1974年に開店して以来素材の良さにこだわり、地元の方に
愛されるお菓子作りを心掛けてまいりました。
フルーツをたっぷり使ったパロールや濃厚なチョコレートの風味を
楽しんで頂けるモーツアルトなど人気定番商品も多数ございます。
こだわりの焼き菓子も含めすべて店内で手作りしております。
デコレーションケーキも人気のキャラデコや写真ケーキも取り扱っており、
各種お祝いに合わせた特別なケーキをご用意します。
急なパーティーなどのも対応させて頂きますのでなんでもご相談下さい。

■お買い上げの方に1ポイントサービス

ラ、フィーユ
江戸川区一之江7-38-8 TEL 03-5661-8030
営業時間 10：30〜20：00 休み なし
ホームページ http://cake-cake.net/
洋菓子製造販売

●季節に合ったスイーツを鮮度を大切に心を込めて作っています、
焼菓子もかわいいラッピングでおすすめです。

■3,000円以上お買い上げの方にクッキー1個サービス

パティスリー キャラント
江戸川区西瑞江2-21-116 TEL 03-5666-8555
営業時間 11：00〜20：00 休み 水曜日
洋菓子製造販売

●季節に合ったケーキを心を込めて手作りで行っています。

■5％引き

ポム・ドゥ・テール
江戸川区中葛西4-20-20 エヌエスビル1F TEL 03-3877-053 ●葛西の手作りケーキ屋 厳選した素材を使い
季節のスイーツを揃えております。
営業時間 10：00〜20：00 休み なし

洋菓子製造販売

パティスリー
アンフォンド ソレイユ
江戸川区西葛西6-28-12 モンヴィラージュ静和1F
TEL 03-3804-0765
営業時間 10:00〜20：00 休み 不定休
洋菓子製造販売

■おえかきプレートをご注文の方に限り、お引き取りの際、
カード提示して頂くとソレイユ（クッキー）1枚プレゼント

●焼き菓子が豊富にございますのでギフトにどうぞ

■ポイント1コサービス

メゾン ド パティスリー
江戸川区一之江町2987-1 1F TEL 03-6808-0352

営業時間 11：00〜20：00 休み なし

米粉パン・スイーツ製造販売

●少しでも地元のお客さまに愛されるよう価格低めに設定
人気NO1は特製シュークリーム 午前中はフランスパン、クロワッサン等
手造り焼きたてパン販売
焼き菓子詰め合わせをたくさん取り揃えています。

■1,000円以上お買い上げのお客様には5％引き

和良 葛西工房
江戸川区東葛西1-29-6 TEL 03-3877-0824
営業時間 7：00〜19：00 休み 月曜日
パン製造・販売

●国産の米粉で作ったパンは、しっとりもっちもち、栄養たっぷり
安心安全

■1,000円以上で5％引き

ゴンノベーカリー
江戸川区中葛西4-20-4 TEL 03-6312-4179
営業時間 7：00〜18：00 休み 日曜日・祝祭日
自家農園の野菜販売

■500円以上お買い上げの方にサラダミックス（100円）をプレゼント

Green Garden「わが家の畑」
江戸川区一之江5-26-18 TEL 03-6313-2826
営業時間 毎週水曜日 9：30〜12：00 のみ営業

青果販売

●とれたての野菜を週に1度自宅にて販売、
ジュニア野菜ソムリエの資格を活かして美味しい野菜の食べ方を
解りやすく教えます。

■1,0000円以上の贈答品をお買い上げの方に1品サービス

茶畑青果店
江戸川区一之江7-29-6 TEL 03-3651-0650
営業時間 9：00〜20：00 休み 日曜日
青果販売

●新鮮な野菜や果物を毎日取り揃えています。

■500円以上お買い上げで1品サービス

及川青果店
江戸川区一之江5-5-11 TEL 03-3652-0288
営業時間 10：00〜19：00 休み 日曜日
青果販売

八百仙
江戸川区江戸川5-33-7 TEL 03-3689-9595
営業時間 10：00〜19：00 休み 日曜日・祝祭日

■1,000円以上のお買い上げで50円サービス券を
1枚差し上げます。（次回使用）
●新鮮野菜をお手頃価格で販売しております。
お気軽にお立ち寄りください。

酒・小売業

■粗品進呈

あぶらや
江戸川区一之江6-16-15 TEL 03-3651-0374
営業時間 10：00〜20：00 休み 水曜日
ホームページ http://www.aburaya.info/

酒類・米穀販売

●健康と品質にこだわる店あぶらやでは、美味しくてカラダに優しい
健康飲料、原料にこだわったみかんジュース、
美容に良い保湿クリームなど取り揃えております。
また、直輸入の完熟したブドウで作ったカラダに優しいワインを
多数取り揃えております。 そして、こだわりぬいた人達が作っている
商品をお客様に提供しています。

■価格応相談

西野商店
江戸川区東葛西3-13-20 TEL 03-3680-5222
営業時間 9：00〜19：00 休み 日曜日
米穀・搗精販売

■店頭購入時に粗品進呈

須賀米穀店
江戸川区東瑞江2-63-3 TEL 03-3679-0467
営業時間 9：00〜18：00 休み 日曜日・祝祭日
お弁当製造販売

●日本の主食は大昔から ‶米〟 その加工から販売・配達までを
一括して行います。

■全商品10円引き

おけいち
江戸川区一之江6-11-41 TEL 03-5661-3031
営業時間 10：00〜14：00 休み なし

海苔・お茶の卸価格販売・海産物・農産物・珍味等

新村海苔店
江戸川区中葛西3-14-10 TEL 03-3877-5724
営業時間 9：00〜19：00 休み 日曜・祭日

●長岡産こしひかりを使用しています。マイナスイオン水で洗い、厚釜で
おいしくふっくらと炊き上げました。おけいちのお弁当は保存料、着色料、
防腐剤を一切使用しない体にやさしいお弁当です。
店内で食べるところもありますので、是非ご利用下さい。
もつ煮とおはぎがおすすめです。イベントや職場にも配達・注文承ります。

■店内の商品1,000円以上お買い上げの方に味付け海苔1袋
（12切×5枚×6袋）を進呈
●「海苔」有明産専門で初摘みの草のやわらかい味・香りの良い
品物をこだわり自信を持ってお進めしています。
送ったお客様より再注文が来る良い品物を年間販売しており、
今は全国から注文頂いております。
テレビ（ズームインスーパー）ラジオ 日本放送（商売繁盛大合戦）
江戸川区商店会（うまいもの展） 等に参加しています。
「お茶」 静岡県産、生産量全国一の産地で有り他の産地と違い
1年間同品種の製品で味、香りの変わらないグレード品を販売しており
他店から買った品物と全然違うと言われ喜ばれます。
お中元、お歳暮時期は得に利用者が多くなります。

美 容 ・ 健 康
加盟店詳細
美容業全般

特典＆アピールポイント
■新規の方に限り20％引き

J.J will
江戸川区西一之江3-39-30 2F ＴＥＬ 03-3652-2279 ●髪をキレイにするサロンです。
一人一人の悩みに合わせてしっかりカウンセリングします。
営業時間 9：00〜18：00
クリニックメニューで美髪を取り戻せます。
休み 火曜日
美容業（カット・カラー・パーマ・ネイル・着付け）

■全メニュー10％引き

hair-japan
江戸川区西小岩1-21-20 2Ｆ ＴＥＬ 03-3672-7356
営業時間 10：00〜19：00
休み 火曜日
ホームページ www.hair-japan.net

●広々とした店内 スタッフもキャリア10年以上ばかり、男女問わず
子供からお年寄りまで幅広い客層です。
ご要望で朝早くからでも夜遅くでも対応可能です。

美容室（カット・パーマ・着付け）ステティックサロン（美顔ｅｔｃ） ■ヘッドスパサービス（シャンプー、スカルプマッサージ、トリートメント）

美容室＆エステサロン
ＡＮＮＥＸ ＮＡＭＩＫＩ
江戸川区江戸川6-43-28 ＴＥＬ 03-3686-9963
営業時間 9：00〜18：00
休み 火曜日 第３日曜

理容店

●成人式、七五三、その他 アップ着付け、メイク等、
エステ（90分コースお試し2,700円）要予約。
定休日、早朝営業承っております御相談下さい。
開業35周年記念謝恩キャンペーンとして、お友達ご紹介割引、
カラーキャンペーン等実施中‼

■新規で初来店時にパックマスク サービス

HAIR ZOOM M-RISE
（ヘアーズーム エムライズ）
江戸川区東葛西6-14-14 ＴＥＬ 03-3877-1189
営業時間 10：00〜20：00 土日祝9：00〜19：00
休み 月曜日・火曜日
ホームページ http://www.m-rise.net
エステサロン

●25年度４月より予約制に移行しましたので土・日などお待たせする
事が少なくなりましたので、ご来店お待ちしております。

■フェイシャルマッサージ（美顔コース）20％引き

サロン・プルメリア

（アンチエイジングコース）20％引き

江戸川区一之江8-17-4 ＴＥＬ 03-3654-2830
営業時間 10：30〜18：00（完全予約制）
休み 日曜日・月曜日

●゛アットホームな雰囲気の癒し処〟
ビジター様 大歓迎 気楽にいらしていただけたら嬉しいです。

ネイルサロン

■ストーン10個プレゼント

ネイルサロン ｆｅｌｉz
江戸川区一之江8-1-13 ガーラレジデンス一之江
ＴＥＬ 03-3656-6007
営業時間 11：00〜18：00
休み 火曜日・日曜日・祝祭日
ホームページ http://salonfeliz.com/

●ｆｅｌｉZとは、スペイン語で「幸せ、絆、繋がり」などの意味があります。
当店では、お客様との関係を、その様に結び付けていきたい思いが
あります。日常の楽しみとして気軽にネイルを提供出来る様努力を
積み重ねていきます

フィットネスサロン

■入会時に粗品進呈

ぱれった
江戸川区瑞江2-3-7 TEL 03-5666-9800
営業時間 平日9：30〜23：00 土10：00〜21：00
日祝10：00〜19：00
休み 月曜日・年末年始
ホームページ http://www.palleta.jp/
米糠100％の酵素の風呂

●瑞江駅前 徒歩30秒にある会員制フィットネスサロンです。
ぱれったの一押し５つのポイント ①ぱれったの湯②ロッカールーム
③リラクゼーションルーム④無料カウンセリング
⑤きれいなお水で水分補給

■初回の入浴料10％引き

酸素風呂一之江
江戸川区一之江4-3-13 一之江プリンスビル102
TEL 03-3674-2012
営業時間 10：00〜19：00
（木曜・金曜 11：00〜20：00）
休み 水曜日
ホームページ http://www.kousoburo-ichinoe.com/
女性と子供のスポーツジム

●米ぬか100％の酵素風呂は体内の酵素活動を活発にするので、
冷え症や風邪の予防、ダイエット・美容・便秘・肥満・肩こり・腰痛
などに効果が期待できます。

■初回お試し300円

ボクシング広場 環七一之江
江戸川区一之江8-3-1 ＴＳビル1Ｆ
TEL 03-3651-5990
営業時間 月曜日・水曜日11：00〜22：00
火曜日・木曜日・金曜日15：00〜19：00
土曜日・日曜日13：00〜19：00
ホームページ http://www.boxing-hiroba.com/
リラクゼーションマッサージ

●子供の運動能力を高めることを主目的としたスポーツジムです。
なわとび、ドッチボール、ボクシングなど様々な運動・遊びを楽しめます。

■ヘッドマッサージ10分 無料

（もみほぐし.タイ古式マッサージ・バリ式オイルリンパマッサージ） 当店で施術を受けて頂いた際に無料にて10分間のヘッドマッサージを

asian relaxation villa 江戸川店

サービスさせて頂きます。

江戸川区一之江8-3-1 TSビル1F
TEL 03-5879-2331
営業時間 11：00〜21：00
休み 木曜日
ホームページ http://www.asian-relaxation-villa.com/

ご予約時にアンサンブル倶楽部会員様とお伝え下さい。
●全室個室にて男女ご利用可能なリラクゼーションマッサージサロンです。
日常の忙しさを忘れられるよう、バリテイストの内装で落ち着ける空間と
なっております。
上質な技術と豊富なメニュー！リーズナブルな価格でお客様のニーズに
お答えします。
女性セラピストによる、もみほぐし、タイ古式マッサージ、
バリ式オイルリンパマッサージやセットメニューの施術を
ご提供しております。
疲れが気になりだしたら、ぜひ当店をご利用ください。

生活雑貨
加盟店詳細
タバコ・手づくり商品及び雑貨販売

特典＆アピールポイント
■500円以上お買い上げで粗品進呈

岩楯商店
江戸川区一之江7-29-11 ＴＥＬ 03-3653-5655
営業時間 10：00〜18：00 休み 土曜日・日曜日

ファンシー・文具

■スタンプカードへのスタンプを１つ追加サービス

江戸川 ひまわり
江戸川区中葛西2-9-20 ＴＥＬ 03-3689-2970
営業時間 11：00〜19：00 休み 不定休
ホームページ http://www.himawari-himawari.com
仏壇・仏具・墓石販売・仏事アフターサービス

●江戸川区にあるファンシー雑貨のひまわりです。小さいお店ですが、
子供から大人まで楽しめる商品がたくさん揃っております。
随時SALE商品が出ますので要チェックです。

■仏壇・仏具・墓石の割引

お仏壇のはせがわ一之江店
江戸川区西一之江1-7-10 ＴＥＬ 0120-654-761
営業時間 10：00〜18：30 休み 不定休

仏壇・仏具・墓石販売・仏事アフターサービス

●仏壇・仏具・墓石に限らず、仏事全般においてトータルサポート致し
ます。
また、仏壇仏具の修理、墓石の建て替え等もお受けいたします。
仏事のご相談は是非、はせがわ へお越しください。

■仏壇・仏具・墓石の割引

お仏壇のはせがわ西葛西店
江戸川区西葛西1-14-14 ＴＥＬ 0120-284-194
営業時間 10：00〜18：30 休み 不定休

仏壇・仏具販売

●仏壇・仏具・墓石に限らず、仏事全般においてトータルサポート致し
ます。
また、仏壇仏具の修理、墓石の建て替え等もお受けいたします。
仏事のご相談は是非、はせがわ へお越しください。

■仏壇・仏具10％引き

線香・ローソク 5％引き

お仏壇の かわなべ
江戸川区東瑞江1-29-8 TEL 03-3678-1006
営業時間 9：00〜18：00 休み 水曜
ホームページ
www.kawanabesekizai.co.jp/butsudan/mizue.html

寝装品全般の販売・貸し布団

●・仏壇・仏具の種類が豊富 ・瑞江駅 徒歩２分
・お仏壇は当店販売スタッフがお届け設置まで行います。
・お仏壇をお客様のご希望の日まで専用庫でしっかり保管します。
・昭和五十四年創業 信頼と安心をお約束致します。

■10,000円以上お買い上げの方10％引き

リビングボックス 髙野
江戸川区西一之江4-16-17 TEL 03-3651-1933
営業時間 9：30〜19：00
ホームページ http://lbtakano.jp
寝具販売

■粗品進呈

いちのえ寝装
江戸川区一之江4-6-19 TEL 03-3651-3787
営業時間 10：00〜19：00 休み 日曜日
9月〜12月まで無休

●布団のリサイクル・綿布団のリフォーム・羽毛掛け布団のリフォーム

家事代行

■通常10,500円→8,400円

定期サービス8,400円→7,560円

ダスキン 一之江支店
江戸川区一之江4-15-5 TEL 03-5662-3121
営業時間 9：00〜17：30
休み 土曜日・日曜日・祝祭日
ホームページ http://www.5wa.jp/

オートバイ販売・修理

●掃除機掛け、床拭き、浴室掃除等、日常的な家事をお手伝い致し
ます。お客様のご指示で、スタッフ1人が2時間作業します。
お掃除の道具 洗剤はお客様よりお借り致します。
他、エアコンやレンジフード（換気扇）徹底的にお掃除したい方、
色々なメニューがございます。ご相談下さい。

■修理工賃10％引き

オートサイクル どんきー
江戸川区東葛西5-20-9 TEL 03-3689-9068
営業時間 10：00〜19：00 休み 水曜日・第3日曜日
ホームページ http://miseya.jp/donky/
自動車リサイクル部品販売

●当店は陸運局認定工場です。
代車が4台（軽二輪１台・原付３台）あります。

■自動車修理・パーツ交換 応相談

赤平自動車商会
江戸川区東葛西1-8-7 TEL 03-3689-5738
営業時間 8：00〜18：00 休み 日曜日・祝祭日
自転車販売及び修理

●自動車（乗用車・軽自動車・トラック）のリサイクル部品の販売を
しております。全国発送・地方より買付け承ります。

■パンク修理 100円引き 修理等の工賃 5％引き

りんりん自転車館 一之江店
江戸川区西瑞江5-13-22 TEL 03-3877-1881
営業時間 11：00〜20：00 休み 水曜日
ホームページ http://www.rinrin.shop-site.jp/

はんこ作成・販売・名刺・はがき印刷

■名刺作成代 200円引き

はんこ家はん造 葛西店
江戸川区中葛西3-29-1 スワロービル1-A
TEL 03-3869-0707

●認め印、珍名さん 1本10分ほどでおつくりいたします。

営業時間 平日10：00〜18：30
休み 日曜日

既製認め印 20,000種 他、各種印鑑、各種ゴム印、
名刺、封筒、ハガキ印刷 他

土祝10：00〜17：00

書籍・雑誌・学用品・事務用品販売

■江戸川区共通ポイント2倍サービス

ことぶき書房
江戸川区西瑞江3-8 TEL 03-3679-5550
営業時間 10：00〜20：50

メガネ小売

●江戸川区共通ポイントカード、江戸川区共通商品券 図書カード
ご利用いただけます。・江戸川区バリアフリーマップ掲載店、車イスの
お客様もご利用いただけます。
小さなお子様からシルバーのお客様まで安心してお買い物ができるよう
心掛けております。お気軽にお声をかけて下さい。

■店内レンズ・フレーム30%引き

イチノエメガネ
江戸川区一之江4-2-25 TEL 03-3651-8723
営業時間 9：30〜19：30 休み 水曜日

メガネ小売

●「より良いメガネをより安く」をモットーに親切、丁寧にお客様の
「視生活」をサポートさせて頂きます。 確かな知識・技術を持った「認定
眼鏡士」が対応させて頂きますので、安心して御来店下さいませ。

■店内レンズ・フレーム30%引き

イチノエメガネ 葛西店
江戸川区東葛西5-32-9 TEL 03-3687-1534
営業時間 9：30〜19：30 休み 水曜日

●「より良いメガネをより安く」をモットーに親切、丁寧にお客様の
「視生活」をサポートさせて頂きます。 確かな知識・技術を持った「認定
眼鏡士」が対応させて頂きますので、安心して御来店下さいませ。

メガネ・コンタクトレンズ販売

■メガネ一式購入でワンランク上の薄型レンズにグレードアップ

アイアンドアイ 一之江店
江戸川区一之江7-35-22 TEL 5661-5311
営業時間 10：30〜19：30
ホームページ http://www.eyeandeye.co.jp

宝飾貴金属のリフォーム
オーダー・修理・販売・買取

●店舗自体は大きくないですが、お客様との距離が近い分、
アットホームな雰囲気で営業しています。
地域の皆様から愛されるよう、若いスタッフでがんばっていますので
是非遊びにいらして下さい！お待ち致しております！

■ジュエリークリーニングを特別価格（1点につき100円）
指輪のサイズ直しなどの修理を半額、何点でも承ります。

ジュエリーハナジマ
江戸川区西葛西6-18-8 ユニオンビル1Ｆ

TEL 0120-17-8740
営業時間 10：30〜20：00 休み 火曜日
ホームページ www.8740.jp

宝飾貴金属のリフォーム
オーダー・修理・販売・買取

宝石・時計・メガネ

●ジュエリーには肌にふれていたぬくもりとおつけいただいていた方の
沢山の素敵な思い出が詰まっています。
生前に、思い出と共にジュエリーを大切な家族に贈りたい方、
故人のぬくもりや思い出がいっぱいのジュエリーをいつまでも大切に
したいと思っていらっしゃる方に、お求めになられた時の輝きを蘇らせる
クリーニングを何点でもご奉仕価格で承ります。
何故なら宝石の輝き、美しさは贈られる方やお使いになられていた方の
心の輝きだからです。

■ジュエリークリーニングを特別価格（1点につき100円）
指輪のサイズ直しなどの修理を半額、何点でも承ります。

ハナジマ

江戸川区松江7-11-3 TEL 03-3652-8740
営業時間 10：00〜20：00 休み 火曜日
ホームページ www.hanajima.com

生花販売

●ジュエリーには肌にふれていたぬくもりとおつけいただいていた方の
沢山の素敵な思い出が詰まっています。
生前に、思い出と共にジュエリーを大切な家族に贈りたい方、
故人のぬくもりや思い出がいっぱいのジュエリーをいつまでも大切に
したいと思っていらっしゃる方に、お求めになられた時の輝きを蘇らせる
クリーニングを何点でもご奉仕価格で承ります。
何故なら宝石の輝き、美しさは贈られる方やお使いになられていた方の
心の輝きだからです。

■1,000円以上お買い上げの方にミニプランツ1個プレゼント

フローリスト ヤマイチ ガーデン
江戸川区一之江5-25-15 TEL 03-5661-8783
営業時間 9：00〜19：00
休み 無休（正月１日〜4日およびお盆15日〜16日

●江戸川区内に3店舗を構えるフローリスト。
少しでも良いものを提供したいと考え国産のお花のみ扱っています。
本店及び一之江ステーション店も同じ特典対応。

ホームページ
http://www.super-yamaichi.com/page010.html

生花販売

フローリスト 花銀 三角本店
江戸川区江戸川6-21 TEL 03-3680-4187
営業時間 9：00〜19：00 （日曜日・祝祭日17：00迄）
休み 1/1〜1/4
ホームページ http://www.hanagin.co.jp

■5％割引（宅配・ギフト券は除く）・1周忌などの法事用の生花を
無料配送（江戸川区内のお寺、自宅に限ります。）
●三角葛西図書館前の本店と
タワーホール船堀1階のタワーホール船堀点の2店舗がございます。
誕生日・記念日・発表会・開店祝い等、法人・個人を問わず、
ご注文・ご来店を頂いております。
また、花キューピット加盟店のため、日本全国にお花を宅配する
サービスもございます。ホームページからもご注文が可能です。

生花販売

フローリスト 花銀
船堀タワーホール店
江戸川区船堀4-1-1 TEL 03-5675-4187
営業時間 10:00〜20：00（日祝19：00まで）
休み 1/1〜1/4 ・2月8月のタワーホール休館日
ホームページ http://www.hanagin.co.jp

生花販売

ユー花園
世田谷区桜新町2-12-22 TEL 03-3706-8701
営業時間 10：00〜20：00
休み なし
ホームページ http://www.youkaen.com

生花販売

■5％割引（宅配・ギフト券は除く）・1周忌などの法事用の生花を
無料配送（江戸川区内のお寺、自宅に限ります。）
●三角葛西図書館前の本店と
タワーホール船堀1階のタワーホール船堀点の2店舗がございます。
誕生日・記念日・発表会・開店祝い等、法人・個人を問わず、
ご注文・ご来店を頂いております。
また、花キューピット加盟店のため、日本全国にお花を宅配する
サービスもございます。ホームページからもご注文が可能です。

■ユー花園 下北沢本店ご来店のお客様に店頭販売価格から
10%引き
●お客様に自信をもって商品を提供する為、お祝いのスタンド花や
アレンジメント、花束など世界的に有名なフラワーデザイナーの
レッスンを定期技術的に受け、日々技術の向上に努めています。
また、フラワーレッスンの開講や、季節ごとのセールスイベントなど
常にお客様が楽しんで頂ける情報の発信を心掛けています。

■御来店のお客様に限り5％引き

花結び
江戸川区中葛西5-19-17 TEL 03-3804-5661
営業時間 10：00〜19：00 休み 木曜日
ホームページ
http://www.rakuten.ne.jp/gold/hanamusubi/
生花販売

● 花束、アレンジメント 得意です。

■5,000円以上お買い上げで5％引き

フローリスト 永楽園
江戸川区江戸川5-25-20 TEL 03-3689-9210
営業時間 10：00〜19：00 休み なし
生花販売

ＨＡＮＡＳＩＮ （有限会社 花信）
江戸川区瑞江2-4-3-13 TEL 03-3679-8701
営業時間 10：00〜19：30 休み 水曜日
高級婦人服店

●新しく新鮮なお花を販売しております。お祝いのお花、お悔やみの
お花も常時承っております。アレンジのお花も作成いたします。

■税抜5,000円以上お買い上げで5％サービス致します。
（店頭商品に限る）
● 日本全国 お花の配送可能です。
● お祝い、仏事、ギフト商品多数あります。

■お直しサービス

女性専科 ナガノ
江戸川区東葛西5-13-1 マインコーポ葛西1F
TEL 03-3686-8886
営業時間 11：00〜19：00 休み 年中無休

雑貨・パワーストーン・小物（ネコグッズ）

●あなただけの一着
高品位の洋服をゆっくりとお茶を飲みながら好みの服を選べます。
貴方に合ったアドバイスをいたします。
（メーカー出身の夫婦）

■お買い上げ5,000円以上で水晶（サザン水晶）をサービス

キュア スペース
江戸川区西葛西6-24-8 マジョーネ1F
TEL 03-3680-9899
営業時間 11：30〜20：00 休み 水曜日
金物・日用品・合鍵

■金物・日用品の価格応相談

坂松商店
江戸川区江戸川3-40-58 TEL 03-3670-3884
営業時間 9：00〜18：00 休み 火曜日

●地元のお客様に愛され続け40年の老舗です。
合鍵の作製もしております。

アンティーク時計販売・修理

■電池交換30％引き

Le Teｍps（ル・トン）
江戸川区中葛西3-11-22 TEL 03-3688-8853
営業時間 12：00〜20：00
休み 火曜日 第二、第四 日曜日

●国産、海外の1970年代までのアンティークの時計
中心は腕時計、懐中時計の販売と修理を中心にやっております。

ホームページ http://www.le-temps.com
インテリア小売業

■会員カード提示していただければ5％引き

BAN-BI （バンビ）
江戸川区西瑞江3-7-11 TEL 03-6659-5388
営業時間 10：30〜19：30 休み 日曜日
雑貨小売販売・絵本販売

●ギフト商品や生活必需品、衣料品等ユニークな商品をセレクト
販売しています。

■初回ご来店の際に、当店ポイントカードのポイント50pt進呈

雑貨 タルト
江戸川区西一之江4-9-31 フレホームズ松江
ＴＥＬ 03-3651-3670
営業時間 11：00〜18：00（土曜のみ13：00〜18：00）
休み 木曜・日曜・祝日
ホームページ http://dotchworks.jp
衣料品販売 婦人服 紳士服

●かわいい雑貨や絵本を販売しております。
ちょっとした贈り物に使える商品がございます。
おもちゃで遊ぶだけでも楽しめるお店です。

■5％割引（ただし、合計金額３，０００円以上のお客様が対象

ヤスダ洋品店
江戸川区西一之江4-1-30 TEL 03-3653-5505
営業時間 10：00〜18：30

定休日 なし

●普段よく使う、肌着、ソックス、ホームウェア、カジュアルウェアを中心に
（婦人・紳士）お値段も気軽に買える、値頃品を中心に品揃えしている
衣料品、バック、雑貨等の小売店です。
見るだけでもけっこうですので、お気軽にご来店下さい。

