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青梅市自治会連合会
豊かな自然、快適なくらし、 ふれあいの街　青梅

青梅市自治会連合会
☎080-5431-0034

http://www.ome-rengou.jp/

協力企業、商店等をご利用の際は、必ず青梅市自治会連合会

すまいるカードをご持参ください。

カードは、現在

お持ちのものを

そのままお使い

いただけます。



☆青梅市自治会連合会すまいるカード☆

青梅市自治会連合会会員の皆様へ

令和２年６月吉日配付

青梅市自治会連合会すまいるカードのご案内の配付について

　皆様には、平素より当連合会の活動にご理解、ご協力を賜りお礼を申し上げます。

　当連合会では、地域コミュニティと地元経済の活性化のため、多くの企業・商店の協賛

をいただき、平成２６年１２月より青梅市自治会連合会すまいるカード、通称「すまいる

カード」事業を行っております。

　協賛いただく、主に市内の企業・商店等で、この「すまいるカード」を提示することに

より、各種の「優待サービス」をご利用いただくことができます。

　つきましては、令和２年度版のご案内を配付いたしますので、活用していただきますよ

うお願い申し上げます。

●カードの有効期限

すまいるカードの有効期限は、２０２２年３月３１日までです。現在お持ちのカード

をそのまま　お使いいただけます。

●優待サービスご利用の確認注意事項

①「優待サービス」のご利用については「すまいるカード」のうら面の記載事項および

パンフレットをご確認ください。

②「優待サービス」の内容等につきましてご不明な点は、協力企業・商店等に直接ご確

認をお願いいたします。

③「優待サービス」のご利用は、当連合会加入自治会会員およびその家族に限ります。

　他人に貸与することはできません。

④「優待サービス」は、協力企業・商店等の「サービス提供」事業であり、当連合会は

責任を負うものではないことをご理解いただいたうえで「すまいるカード」のご利用

をお願いいたします。

●すまいるカード破損・紛失・返還について

①「すまいるカード」を破損および紛失したときは、所属自治会長に連絡をしてください。

②自治会退会の場合は、「すまいるカード」を所属自治会長に必ず返還をお願いします。

　今後、協力企業・商店等のサービスは変更になる場合がありますので、各企業、商店等

に直接ご確認をお願いします。

青梅市自治会連合会　☎080-5431-0034
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すまいるカード優待サービス一覧 ①

業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

宴 会
青梅スイートプラム 
東青梅1-177-3 　　　　　　　　

☎23-2155

・一般宴会フリードリンク割引
　　　　　　　１，９００円→１，６００円
　　　　　　　２，６００円→２，３００円

温 泉
河辺温泉 梅の湯
河辺町10-8-1 河辺タウンビルＢ 5・6F

☎20-1026

・入浴料１１０円引き（大人２名まで）

　※その他サービスとの併用は不可 

　※夜９時以降のナイト料金ではご利用できません

宿 泊

・

宴 会

東京・青梅石神温泉清流の宿　

おくたま路
二俣尾2-371

☎78-9711

１．宿泊…通常料金より１０％引

　　（要予約、注意事項があります。お問い合わせください。）

２．昼レストラン…１１：３０～１４：００営業　５％引

３．売店商品…８：００～２０：００営業　５％引

日本郵政㈱ かんぽの宿青梅
駒木町3-668-2

☎23-1171

１．ご宿泊料金の５００円引き（１利用につき最大４名まで）

※ご利用の際は注意事項があります

２．日帰りの方、お１人様３，０００円以上の宴会（飲み物別）

を１５名様以上でご利用の場合タオルを進呈

飲 食

㈱澤乃井ままごと屋 
沢井2-748　　　　　　　　　　

☎78-9523

・お食事をしてカードをご提示のお客様に、お土産品としても

めん豆腐一丁サービス

小料理おきな
本町161

☎24-1636

・お会計の１０％サービスいたします

　※青梅大祭、花火大会の日は除かせていただきます

寿司勝
東青梅3-8-31　　　　　　　　　

☎22-4494

・飲食２，０００円より、８％のサービス、しょうゆ飴プレゼ

ント

なかま亭
今寺4-6-25　　　　　　　　　

☎32-8825

・ランチ定食（７００円・９００円）より５％引

居酒屋 絆
大柳町1373-1　　　　　　　　　

☎24-3888

・団体１０名以上、総額の１０％割引きします

井戸じり
大柳町1385　　　　　　　　　

☎22-1617

・１０名以上、１．８L「白梅」１本提供

スナック夢
藤橋2-529-1　　　　　　　　　

☎31-9648

 ・おつまみ一品サービス

　（鳥の唐揚、ポテトフライ、枝豆等々）

藤よし
藤橋2-539-1　　　　　　　　　

☎31-8134

・ソフトドリンク１杯、コーヒーサービス

居酒屋 卯助
今井1-355　　　　　　　　　

☎31-1113

・お通しサービス

○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。
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すまいるカード優待サービス一覧 ②

業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

飲 食

居酒屋 乾杯
新町2-13-10　　　　　　　　　

☎31-1507

・生ビール、サワー各種　最初の一杯１００円引き

　※宴会は除かせて頂きます

もくれん亭
新町7-29-8　　　　　　　　　

☎32-6036

・焼とり２本サービス

割烹 うらしま
成木8-30　　　　　　　　　

☎74-5055

・１０名以上の宴会　焼酎ボトル１本サービス

温石亭 いちゑ
新町7-47-13　　　　　　　　　

☎32-4590

・お食事お一人様２，０００円以上の方に８％割引致します。

　（大人３名様まで）御宴会メニューの割引は不可

海鮮寿司 花水木
羽村市小作台1-27-2　　　　　　　　　

☎042-578-3137

・５名様以下のお客様にグラスワイン（赤・白）に限り１杯無料

諸彩料理 和らぎ
羽村市小作台1-27-2　　　　　　　　　

☎042-578-3137

・５名様以下のお客様にグラスワイン（赤・白）に限り１杯無料

居酒屋 じん八
羽村市小作台1-27-2　　　　　　　　　

☎042-578-3137

・５名様以下のお客様にグラスワイン（赤・白）に限り１杯無料

中国料理 金華園
新町4-18-9　　　　　　　　　

☎32-5706

・飲食２，０００円以上の場合、デザートサービスまたは、

　１７時～１９時の間ソフトドリンク全品半額

やきとりふうちゃん
師岡町4-7-1

☎25-3121

１．ステーキランチタイム　11：00～13：30　

　　日・月・火・木・金（ランチは水・土休み）

　　１ランチ５％引き

２．居酒屋タイム　17：00～23：00　

　　２，０００円以上のお会計から５％引き

　　（第1・第３水曜定休）

甘味とごはん処 やお九
御岳本町266　　　　　　　　　

☎78-8411

・すまいるカードご提示のお客様にウーロン茶一杯サービス

　（１，０００円以上の食事につき）

スナック サザン
今井1-100　　　　　　　　　

☎090-6950-6033

・ソフトドリンク一杯サービス

みんみん家
中町306-7　　　　　　　　　

☎27-2055

・サワー各種、最初の一杯100円引き。

　※宴会、青梅大祭、花火大会。だるま市は除く。

○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。
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業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

製 菓

パティスリーミシェル 
新町8-10-2 　　　　　　　　　　

☎84-2980

・お誕生日ケーキ１０％OFF（ホールケーキ）

小山製菓 
大門1-570-3　　　　　　　　　　

☎31-2700

・１，０００円以上お買上げで、お万頭１個プレゼント

パティスリーマシェリーアンジュ 
河辺町9-7-77 　　　　　　　　　　

☎78-3478

・イラストプレート１０％ＯＦＦ

菓子工房パルティール 
新町3-21-14　　　　　　　　　　

☎32-5562

・１，５００円以上お買上げで、５％ＯＦＦ

ラトリエサクラ
福生市東町14-3

☎042-552-1112

・すまいるカードのご提示で、焼菓子をプレゼント

青梅大学いも学部
大柳町1373-1 サンハイツ大柳103号

☎25-0106

・１，０００円以上お買上げで、１００円引き

食料品

マルフジ 千ヶ瀬店
千ヶ瀬町3-400

☎24-1502

・毎週木曜日（開店～１８：００まで）すまいるカードお持ち

のお客さまポイント２倍にいたします。（当日お買いものの

み有効、すまいるカードとレシートを持ってサービスカウン

ターまでお越しください）

※各種ポイントサービスとの併用はできません

※無料送迎バス運行中。コース毎の時刻表あります。

　くわしくはマルフジサービスカウンターまで

伊東麹店
上町361

☎22-2973

・お買い上げ金額より５％引き

㈱金子商店
東青梅4-13-11

☎22-2792

・当社の「お楽しみカード」と併用して、お買い上げ金額

　１，０００円毎に１つスタンプを押印させていただきます。

かわなべ鶏卵農場
小曾木2-271

☎74-5492

・鶏卵購入時に、サービス卵（キズ卵等）をサービス

べんとう工房ひらまつ
新町7-1-16

☎31-1518

・お弁当１個お買上げいただいたお客様へ

　２５０ｍのお茶１本をサービス

お茶の杉田園
今井2-913

☎31-3770

・５，０００円以上お買上げで粗品プレゼント

　（他割引との併用不可）

㈱とうふ工房ゆう
裏宿町570-7

☎84-2470

・５００円以上お買い上げの方に生おから１つサービス

㈲八百一
本町152

☎22-2056

・５％ＯＦＦ

すまいるカード優待サービス一覧 ③
○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。

5



業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

金 融
・
経 済

西東京農業協同組合
野上町2-21-5

☎22-2176

１．青梅市自治会ふれあい定期貯金　スーパー定期貯金１年（単

利型）の店頭表示金利の２倍（会員本人のみ）

２．葬祭事業利用者へのサービス　葬祭施行を申し込まれた葬

家に対し生花（枕花）を一基サービス

新 聞
西の風新聞社
長淵7-318

☎78-4761

・新規購読者に１か月分のサービス（ただし半年以上の契約に

限る）

タオル
ホットマン㈱
長淵5-251

☎24-6500

・ホットマン青梅店で税込３，２４０円以上お買上げの方に、

タオルハンカチを１枚贈呈します

ギフト

㈱マルケイ
畑中1-128-5

☎22-1734

・ギフト商品５～１０％割引 　　

　　※割引対象外の商品が一部ございます。

　　※催事、イベントは対象外とさせて頂きます。

㈱おおさかや
裏宿町669

☎0120-44-66-45

１．ギフト商品５～１０％割引

２．フランスベッド工場セールご優待券進呈（昭島市2500㎡の

大会場工場併設ショルーム）

３．フランスベッド工場セール、限定品、アウトレットコーナー

30％off

洋 品
エレガンスK2（ブティック）
野上町3-7-30

☎21-3456

・５，０００円以上のご購入で現金でのお支払いの場合５％引き

雑 貨

ザッカマート
住江町74

☎090-4922-1587

・店内すべての商品の１割引き優待サービス

パッケージプラザ 青梅店
大門3-3-3

☎33-9133

・すまいるカードご提示で、お会計金額より３％割引いたします

　(割引対象外商品除く)

ギャラリーミロ
河辺町9-7-86

☎24-7036

・３，０００円以上お買上げ１０％ＯＦＦ

理 容

・

美 容

Hair&Make J-シュール 
師岡町4-13-1

☎23-4466

１．技術料金５％引　※他の割引との併用はできません

２．店販商品オリジナルシャンプー、トリートメント、ハピネ

ス商品１０％引　※他の割引との併用はできません

３．その他店販商品５％引　※他の割引との併用はできません

BAR BER SHOP ROUTE Kujirai
新町9-4-30

☎78-2819

１．すまいるカード提示でポイント２倍

２．店販商品１００円引き

理容 小泉
今寺4-16-5

☎31-0746

・７０才以上の方は５％ｏｆｆ

カットサロン きむら
大門1-501-1

☎31-6658

・理髪していただいた方に、缶コーヒーまたは、お茶を差し上

げます

すまいるカード優待サービス一覧 ④
○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。
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業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

健康

 管理

医療法人社団

新町クリニック健康管理センター
新町3-53-5

☎31-5312

・人間ドック特別優待 　

　通常４４，０００円（税込）→　３８，５００円（税込）

※胃部検査で胃内視鏡を選択された場合は、

　別途￥４，４００（税込）  

河辺リーフ整骨院
河辺町6-12-1

☎27-0558

１．耳つぼジュエリーダイエット　初回無料　次回から２００円

２．アンチエイジング整体３回目まで

　　　５，０００円（税別）→３，０００円（税別）

デイ・

サービス

トータル・ライフ・ヘア・サポート華暖
今寺4-23-5

☎33-6670

・月会員申込者に限り１０％割引

　（他の割引との併用はできません）

結 婚

相談所

婚活 with you 東京
新町1-12-13-204

☎26-8037

１．結婚相談所の入会金10,000円ＯＦＦ

２．「婚活ウェディングブック」プレゼント

※お問い合せ：https://www.withyou-tokyo.com

メガネ

井川眼鏡店 
東青梅2-11-19 NTビル1F

☎0120-653-123

１．メガネレンズ１組お買い上げの方、現金でのお支払いの場合
　５００円引
２．メガネ１式お買い上げの方、現金でお支払いの場合
　１，０００円引
３．メガネ１式お買い上げの方へボックスティッシュをプレゼント

㈲並木時計メガネ店
勝沼3-109

☎22-3632

・当店取扱いの時計、メガネ、補聴器、宝飾品の正価より５％

の割引をします

※知事認証「時計修理技能士の店」として特に想い出、愛着あ

る各種時計の修理、復元、再生サービスを承っております

ファミリーメガネ
新町9-4-2

☎33-1192

１．メガネ・補聴器の購入１０％ＯＦＦ

２．カードご持参でメガネ→シリコンパット無料交換

　　　　　　　　　補聴器→電池２パック５００円

宝 石
大山宝石
長淵5-589-5 

☎23-4445

１．値札より現金２０％引、カード１５％引 

２．パールネックレスの糸替え、通常の長さ一連５００円

金 物
野﨑かじや金物店
勝沼3-108

☎22-4313

・包丁の購入１０％割引

印 鑑
竹田印店
勝沼3-111

☎22-4461

・すまいるカードご持参の方、１０％お値引き致します。

　（実印・銀行印・認印）

自転車

青柳自転車店
本町152 

☎22-2610

１．パンク他修理時に全体点検・調整・油付けサービス 

２．出張修理時の出張代金１０％ＯＦＦ 

３．車イスパンク他修理時に点検サービス

自転車コーキ屋
河辺町10-11-4-101

☎78-3658

・現金決済時、電動自転車当店販売価格より５％ＯＦＦ

　それ以外の自転車当店販売価格より８％ＯＦＦ

　※他サービス等との併用は出来ません。

　※割引対象外商品を除きます。

バイク
長谷川オートサイクル
勝沼3-92-5

☎22-4498

１．自転車のパンク修理８００円で修理します

２．不用スクーター、バイク無料処分します

すまいるカード優待サービス一覧 ⑤
○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。
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業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

防 災
㈱東新商会
千ヶ瀬町4-371-6

☎24-8721

１．消火器通常価格の１０％ＯＦＦ　

２．来店購入いただいたお客様に防災用品プレゼント

携帯

 電話

モバワン 青梅友田店
友田町2-759-1

☎25-0166

１．ご利用中の携帯会社からドコモ・ａｕ・SoftBankにお乗

り換えで事務手数料負担　※対象機種あり

２．新規・機種変更の方に充電器かケースかシートプレゼント

　※対象機種あり

車販売

ONIX 羽村中央店
羽村市栄町2-21-8

☎042-554-3900

１．車両購入特典…ガソリン満タン納車　　

２．車検予約特典…予約時オイル交換無料券贈呈

３．車両買い取り成約特典…どんな車でも査定額からプラス

　３万円（軽自動車１万円）※不動車除く

ダイハツ 福生田園
福生市北田園2-5-1

☎042-553-5522

１．車両購入特典…納車時車室内除菌クレベリン施工サービス

２．車検予約特典…予約時オイル交換無料券贈呈　

３．車両買い取り成約特典…どんな車でも査定額からプラス　

３万円(軽自動車1万円)※不動車除く

自動車

整 備

ONIX スーパーテクノショップ
新町9-2203-4

☎0120-979-034

１．タイヤエアー充填サービス　

２．ウオッシャー液補充サービス

３．フロントガラス清掃及び撥水コート施工サービス

KIMIZU MOTORS
駒木町1-15-5

☎24-4349

１．車検時、オイル交換無料サービス

２．車両購入時、ガソリン満タンサービス

３．新車購入の場合、１回目のオイル交換無料サービス

Auto Link
友田町4-306-301

☎25-8550

１．修理・車検入庫時の引取、納車無料

２．修理・車検入庫時の代車無料

３．不用車の無料引取（リサイクル券有る場合に限る）

ミスタータイヤマン 青梅店
千ヶ瀬町4-293

☎24-2660

１．タイヤ無料点検サービス

２．お買上げの際、オザムポイント１０ポイントサービス

３．車検１ヶ月前予約２，０００円ＯＦＦ

吉﨑モータース
黒沢3-1434-2

☎74-4344

１．車検時、清浄系燃料添加剤を１本プレゼント

２．車検、修理入庫時、代車無料。

レンタ

カー

㈱トヨタレンタリース多摩 河辺駅前店
河辺町10-12-17

☎23-0100

・レンタカー基本料金より10％割引

　　※一部割引対象外のクラスがあります。

運転

 代行

西東京運転代行社
長淵4-215-12

☎0120-17-2410

・運転代行料金の１０％引きとします。

ガス

 設備

青梅ガスグループ ㈱オージーサービス
新町8-8-13

☎31-8416

・ガスコンロ（テーブルコンロ・ビルトインコンロ）お買い上

げの方へガスコンロお手入れセットをプレゼント

ガ ス

・

石油

 機器

㈲野口商店
成木2-259 

☎74-5245

・ガス・石油機器（器具）お求めに通常値引きの他、更に５％

の値引きをいたします。（工事費用は対象外）

清水燃料㈱ 
東青梅4-19-7 

☎22-5205

・ガス機器・石油機器お買い上げの方、通常値引きより５％割引

　※工事費は対象外とさせて頂きます

　※その他サービスの併用は不可

すまいるカード優待サービス一覧 ⑥
○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。
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業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

クリー

ニング

内田クリーニング店
野上町1-39-3

☎23-1807

１．クリーニング代金　１0,000円（税込）以上のご利用で

20％割引き、5,000円（税込）以上のご利用で１０％割引き、

3,000円（税込）以上のご利用で5％割引いたします。

２．市内集配サービスします

伊藤クリーニング店 きものお手入工房
藤橋2-75

☎31-5807・32-1515

・２，０００円以上のご利用の場合は５％値引を致します。

畳

橋本畳店
千ヶ瀬町5-598

☎22-6028

・二部屋以上（ご近所の方とあわせてもＯＫ）、小学生以下の

お子様のいらっしゃるご家庭、６５歳以上のご家族のいらっ

しゃるご家庭のいずれかの工事をさせていただく場合、５％

割引。　※お見積もり時にお申し出ください

㈲原島製畳
和田町2-581-1

☎76-0508

１．合計金額より５％引き

２．コースター、ウスベリサービス

インテ

リア

㈲インテリア中村
藤橋2-86-2

☎31-2877

・２０，０００円以上の工事の場合に３％引させていただきます。

害虫

 駆除

太陽消毒㈱
羽村市羽中2-1-3

☎042-555-0558

１．白アリ、ゴキブリなど害虫防除全般について、代金１０万

円以上の場合５％引きとします。

２．ハウスクリーニング工事について、割引きします。

　（割引き率は相談時に決定します。）

リフォーム
㈱寿住設リフォーム
東青梅3-5-12

☎78-4754

・契約金より、１０％引きとします。

　御見積り、御相談無料

　おうちを直すなら、地元の業者に御依頼下さい。

防水

 工事

㈲新青梅防水工業
大門2-184-19

☎78-0956

・お見積り相談無料

・通常価格の５％ＯＦＦ

スポーツ

・

娯楽

セントラルフィットネスクラブ西東京
新町9-1-1

☎31-2411

１．入会金無料

２．登録手数料無料（通常税込２，２００円）

東青梅セントラルスポーツクラブ
勝沼1-40

☎24-5552

１．入会金無料

２．登録手数料無料（通常税込２，２００円）

青梅フレンドシップゴルフ
今井5-2437

☎32-5619

・入場料１００円引き

西東京レーン
新町9-1-1

☎31-2300

・毎週金曜日、すまいるカードご提示で１ゲーム３５０円

　（６名様まで）

　　※コンペやご予約のお客様は対象外となります。

カラオケ本舗まねきねこ 青梅千ヶ瀬店
千ヶ瀬町4-326-1

☎20-0504

・カード提示で全会計１０％割引または、カード１枚につき

　ポテトフライ１皿サービス

カラオケ本舗まねきねこ 青梅新町店
新町5-4-12

☎78-0525

・カード提示で、ポテトフライ１皿サービス

すまいるカード優待サービス一覧 ⑦
○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。

9



業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

そろばん
・
習字

ことがわら学園 
河辺町10-14-12 

☎24-1161

・入学の方に教材の購入に使用できる５００円チケットをプレ

ゼント

ガラス

工芸

るりいろ工房 
二俣尾2-738-5 

☎78-9672

・ガラス体験された方に１００円割引き、ガラスのミニプレゼ

ントもサービス

教習所
㈱拝島自動車教習所
福生市熊川1495

☎042-551-2851

１．教本セットプレゼント

２．各種書類証明写真サービス

印 刷

㈱タマプリント
長淵8-198-6 

☎22-2911

・名刺、ハガキ、あいさつ状、文集など印刷物全般１０％割引

いたします

㈱成和印刷
東青梅2-14-20

☎23-0125

１．名刺、ハガキ１０％ｏｆｆ

２．その他の印刷物粗品進呈

観 光
御岳登山鉄道株式会社
御岳2-483

☎78-8123

・日帰り駐車場利用者に対し、駐車料金１００円引き

　（入庫後、すまいるカード提示により割引券発行。）

　　※他の割引き（宿泊割引等）との併用は不可

旅 行
㈱セラン
港区元赤坂2-2-23 明治記念館内

☎03-6715-7755

・大手パッケージツアー商品、国内海外基本旅行代金より一律

３％の割引

看 板

㈲アートハウス看板屋
長淵8-69

☎22-0324

・５０，０００円以上の代金５％引きとします。

創造社株式会社
新町5-16-20

☎32-6342

・「命を守る」防災、準備の警戒レベルのタイムラインを無料

進呈

石材・

ガーデ
ニング

昭石加工㈱
新町9-1-4

☎85-6001

１．各種工事ご成約者様に粗品進呈いたします

２．墓地工事１００万円以上ご成約のお客様には、初年度１回

の清掃をサービスいたします

林 業
ユニバーサル林業株式会社
今寺2-503

☎78-2724

１．草刈、伐採など作業代金の１０％を割り引きます。

２．作業について無料で相談・見積をさせていただきます。

解 体
有限会社 青光興業
成木3-44-1

☎74-9130

１．解体など作業代金のご相談させていただきます。

２．解体ほか当社事業について無料で相談させていただきます。

すまいるカード優待サービス一覧 ⑧
○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。
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業種 企業名・所在地・電話番号 優待サービス内容

葬 儀

㈱セレモア
福生市熊川1311

 
☎0120-57-1121

１．白木祭壇３０％割引、御寝棺３０％割引、生花祭壇１０％

割引、生花・花輪１０％割引　

２．和調仏壇・神棚３０％割引、現代デザイン仏壇２０％割引、

現代仏壇（仏具含む）１０％割引、仏具・神具５～２０％割引 

３．患者移送（民間救急サービス）介助料金３０％割引

そうしんホール青梅
末広町1-2-1

☎32-4444

１．当社式場使用料無料　相談・見積り無料

２．当社各葬儀コースを会員価格にてご提供

３．仏具、仏壇、位牌等定価の２０～４０％割引

４．吊看板、式次第看板等の作成を優待価格にてご提供

５．テント、幕類、パイプ椅子等の優待価格による貸出

千の風

青梅斎場しんまち　新町8-25-5

青梅斎場ちがせ　　千ヶ瀬町5-604-13

☎0120-997-541

１．祭壇価格２０％割引（当社一般価格より）

２．寝台車基本料金サービス

３．供花１対サービス（税抜￥１５，０００×２基）

セレモニーホール小作駅前 紫苑庵
羽村市小作台1-20-5

☎042-542-3500

１．祭壇プラン料金　一般価格より５万円引き

２．寝棺を高級布張りタイプへグレードアップ無料

３．当社個室型安置室使用料１日分無料

４．遺族控室使用料無料、コーヒー・お茶飲み放題

５．寝台車１回分（２０kmまで）無料

㈱日本の心
東青梅4-14-13

☎22-8111

１．お線香、ローソクの１０％割引（他の特典カードとの併用

不可）

２．カードのご提示でお線香サンプルセットプレゼント

３．当社会員システムプラチナ会員カードの入会金無料（通常

３，０００円）

<ご葬儀特典>

４．生花祭壇３万円割引（火葬プラン除く）

５．ご供花、返礼品１０％割引

６．アレンジ花サービス

７．納棺師によるラストメイクサービス

８．喪中ハガキ１００枚サービス

すまいるカード優待サービス一覧 ⑨
○優待サービスは、内容が変更される場合がありますので、ご利用の際ご確認をお願いします。
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青梅市自治会連合会
☎080-5431-0034
http://ｗww.ome-rengou.jp/

２０２０年６月発行

青梅市自治会連合会より皆様へ

青梅市自治会連合会ホームページのご案内

　青梅市自治会連合会は、青梅市内１１の支会の単位自治会が加盟組織する任意団

体です。各自治会が地域の皆様のために効率よく活動できるように、青梅市や青梅

警察署・青梅消防署など関係諸団体との連絡調整を行い、最新情報が自治会会員皆

様に行きわたるように、そして自治会活動充実のために支援に努めております。

　　各支会では、各自治会のご協力によって、防犯、防災、健康づくり等の各活動

を実施して安心、安全なまちづくりの推進向上を図っております。

　つきましては、さらに地域力向上のために地域活動への参加、連携、共助の推進

強化にさらなるご協力をお願い申し上げます。

　青梅市自治会連合会では、ホームページを開設し、連合会の事業や各支会、自治

会、市民センターの情報発信をしております。

　自治会の特色ある活動を紹介した自治会活動事例集や、各自治会で発行している

新聞等も掲載していますので、ぜひご覧ください。


