
※サービス利用時は相模原市消防団員カードをお持ち下さい。 R3.10.1現在

業種 店舗名 サービス内容 店舗詳細 お店から

物販
時計・メガネ・宝飾の
ウエハラ

１．ウオッチ電池交換
　　通常1,080円→800円（一部対象外有り）
２．ウオッチバンド２０％ off

対象：消防団員とその家族

緑区二本松1-10-24
042-773-1974
http://matsubo.com/shop/10/10.htm
営業時間9：00～19：00　　定休日　無し

消防団を応援しております

物販 ㈱宝月堂文具店
購入金額から２０％　割引

対象：消防団員とその家族

中央区淵野辺3-19-9
042-752-2083
http://www.houbungu.com
営業時間9：00～19：30　　定休日　日曜日

文具、事務用品のことならおまかせく
ださい！お取り寄せも喜んで！

自動車
整備工場

天野モータース

車検基本料金から
　普通車   5,000円引き
　軽自動車4,000円引き

対象：消防団員とその家族

中央区淵野辺本町2-16-14
042-757-1802
営業時間9：00～20：00頃　　定休日　ほぼ年中無休

淵野辺分署のすぐ近所。日頃は常連
さん相手に営業していますが、消防
職団員OBが近親に複数いますの
で、皆様にも良心的にしっかり作業し
ます。まずはお電話でご相談くださ
い！

物販 株式会社　中村建材店
全品２０％引き

対象：消防団員とその家族

緑区二本松2-1-10
042-772-3347
http://matsubo.com/shop/41/41.htm
Mail:nakamurakenzai@gol.com
営業時間7：00～18：00　定休日　日曜、祝日

工具、外構など相談にのります！

物販 カメラのカスガ
デジタルプリント１０％引き

対象：消防団員とその家族

緑区二本松4-28-12
042-773-1845
http://matsubo.com/shop/20/20.htm
営業時間9：00～19：00
定休日　第１、２木曜日

プロ仕上げの証明写真を撮影しま
す！

理・美容 ケイエヌ美容室
商店街マツボースタンプ倍付け

対象：消防団員とその家族

緑区二本松1-20-16
042-773-3477
http://matsubo.com/shop/23/23.htm
営業時間9：00～15：00予約制
定休日　火、水曜日

アレルギー性鼻炎、目のかゆみでお
困りの方にとても喜ばれている「ばん
のう酵母くん」を扱っております

理・美容 髪ＩＮＧ７２７

１．施術　 ５００円引き
２．化粧品　１０％引き
３．平日（9：00～16：00の間）に限りフェイシャル
　　パックサービス

対象：消防団員とその家族

緑区下九沢2510
042-761-4774
http://matsubo.com/shop/89/89.htm
営業時間9：00～19：00予約制
定休日　火曜日、第２、３月曜日

より若く、より美しく、より楽しくが当店
の基本コンセプトです！

さがみはら消防団応援の店　登録店舗一覧
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業種 店舗名 サービス内容 店舗詳細 お店から

飲食 チキンフード大和田
スティック１本サービス

対象：消防団員とその家族

緑区二本松4-25-11
042-771-0047
http://matsubo.com/shop/40/40.htm
営業時間10：00～18：00　　定休日　木曜日

素材にこだわり、味自慢の手作りで
す！

物販 株式会社　宝月堂
購入金額から５%　割引（一部商品を除く）

対象：消防団員とその家族

中央区上溝6-20-9
042-761-2158
Mail:hougetsudou@jcom.home.ne.jp
営業時間9：00～18：00
定休日　日曜日

常に心掛けていることはどんな小さな
工事も引き受けるとともに販売後もお
客様の要望に耳を傾けることです。こ
れからもお客様と地域への思いやり
を大切にしながら歩んでまいります。

飲食 魚と肉の店　さつき
焼酎（さつき）１本プレゼント

対象：消防団員と同行者合わせて５名まで

緑区二本松4-26-20
042-772-3404
http://matsubo.com/shop/88/88.htm
営業時間17：00～翌1：00
定休日　火曜日

料理の数は豊富！刺身類、貝類、あげ物
類、その他いろいろあります。スッポン料
理は要予約にて承ります。 奥座敷は２名
様～３０名様でご利用出来ます。 冬はふ
ぐ料理もどうぞ！ご予算に応じてお料理を
ご用意致します。

飲食 株式会社　せき製麺

購入金額から１０％引き
※麺製品に限る、他のサービスとの併用不可

対象：消防団員とその家族

緑区青山828
042-784-8100
http://www.sekimen.co.jp/index.html
営業時間10：00～17：00
定休日　水曜日（7.8.12月を除く）

創業昭和４年「麺一筋」にこだわりを
もっています。
消防団員を応援しています！地域の
誇りです！

物販 マルエスサイクル
購入金額から１０％割引

対象：消防団員とその家族

中央区矢部3-18-7
042-754-3114
営業時間9：00～20：00
定休日　不定休

修理もよろこんで！

飲食 むらさ伎
まぐろの骨付カマの唐揚げを２個サービス

対象：消防団員と同行者全員

緑区原宿南2-33-4
042-851-2385
営業時間11：00～21：00
定休日　水曜日

新鮮なまぐろをたっぷり使った丼御膳
をお安く提供させていただきます！ぜ
ひ、お越しください！

遊園地
相模湖
プレジャーフォレスト

フリーパス割引
　・大人　　　　　　３９００円→３８００円
　・小人、シニア　３１００円→３０００円

対象：消防団員と同行者合わせて５名まで

緑区若柳1634
042-685-1111
http://www.sagamiko-resort.jp
営業時間10：00～17：00
定休日　お問合せ下さい

遊園地やBBQ、キャンプを楽しめる
体験型複合リゾート
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業種 店舗名 サービス内容 店舗詳細 お店から

温泉 さがみ湖温泉　うるり

平日　　　大人１０００円→　９５０円
　　　　　　子供　５５０円→　５００円
土休日　 大人１０８０円→１０３０円
　　　　　　子供　６００円→　５５０円

対象：消防団員と同行者合わせて５名まで

緑区若柳1634
042-685-2641
http://www.sagamiko-resort.jp/ururi/
営業時間　 お問合せ下さい
定休日　　　お問合せ下さい

相模湖の森に沸く美肌の湯。日本で
も珍しい炭酸泉が好評です。

ボウリング
相模原
パークレーンズ

法人料金より５０円引き
さらに高校生以下の方にミニジュース１本
サービス

対象：消防団員と同行者合わせて５名まで

中央区相模原2-7-4
042-755-1110
http://parklanes.jp/
営業時間　8：00～27：00
定休日　　　なし

お子様が投げてもガターにならない
「ボールウォール」全レーン設置

旅行
北相トラベル
株式会社

①　５名以上ご利用の１団体様に缶ビール
　　（３５０ｍｌ）　１ケースをプレゼント

②　旅のしおり作成無料

対象：消防団員とその家族

中央区青葉1-3-1
042-755-9590
http://www.hokusotravel.com
営業時間　9:30～17：00
定休日　　　日曜、祝日

消防団を応援しております！
素敵な旅のお手伝いをさせていただ
きます。

整骨院 ヒガシ矢部駅前整骨院

初回来院時、施術を２，０００円（税込）とさせてい
ただきます。
対象：消防団員と同行者（何名様でも！）
お手数お掛けしますが、お電話またはホームペー
ジからご予約の上、来院願います。

中央区矢部3-21-1ｺｰﾌﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ201
042-768-8812
https://higashi-s.com/
営業時間（午前）10：00～12：30　（午後）14：30～19：00
定休日　木、土（午後）、日、祝日

どこに通っても改善しない症状の原
因を、様々な報告から見つけ出しま
す。
この機会に是非ご来院ください。

飲食 かまな庵

当日のおすすめ１品サービス
（他のサービス券との併用不可）

対象：消防団員と同行者合わせて５名まで

緑区橋本台2-9-2
042-772-2240
https://www.instagram.com/kamanaan3/
営業時間 昼11：30～13：30　夜18：00～21：30
定休日　不定休

創業５５年。
ランチから京懐石コースまで楽しめる
和食処。

割烹旅館 割烹旅館　五本松

宿泊時、飲物１杯サービス
（他のサービス券との併用不可）

対象：消防団員と同行者合わせて４名まで

緑区千木良1352
042-685-1370
定休日　不定休

静かな山の中腹にたたずむ一軒宿。
疲れを癒しにおいでください。

飲食 創作料理　旬門
ソフトドリンク　１杯サービス

対象：消防団員とその家族

中央区中央3-11-4ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ108
042-776-6706
営業時間　11：00～14：00（ランチ）
　　　　　　　17：00～23：00（居酒屋）
定休日　日曜日

創作料理とお酒　笑顔で皆様のご来
店をお待ちしております。
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業種 店舗名 サービス内容 店舗詳細 お店から

専門 さがみ行政書士法人
初回相談料無料

対象：消防団員と同行者合わせて３名まで

中央区富士見１－５－２三愛ビル相模原２階Ｂ
042-768-7951
https://www.sagami-gyosei.com
営業時間　9：00～18：00
定休日　日曜日

きめ細かい対応で、お客様の目線で
対応いたします。

不動産
株式会社
ニシコウポレーション

仲介手数料の２０％割引

対象：消防団員とその家族

中央区中央3-14-12
042-707-0812
https://www.nisi-co.com
営業時間　9：30～17：00
定休日　水曜、土曜

団員と家族をサポートしたいと思います。
皆様の幸せを実現する不動産屋です。
アパート・マンションの賃貸や土地建物の
売買等のお手伝いをいたします。

https://www.sagami-gyosei.com
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