
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

厚木法人会の会員サービス優待券 

【会員サービス優待券のご利用方法及びご注意】 

・当会会員（家族・従業員等）の方でしたら、どなたでもご利用いただけます。 

・優待券を切り取り、直接提携企業へご持参ください。（コピー可） 

・各優待券のサービス内容が異なりますので、記載内容をよくご覧になりご利用ください。 

・原則として他のサービス券との併用はできません。 

・サービス内容の詳細等につきましては、直接提携企業にお問い合わせください。 

・本サービスのご利用に際して、利用者と提携企業との間にトラブルが生じた場合、当会は一切責任を負いませんの

で、予めご了承願います。利用者は自己の責任において本サービスの利用をするものとします。 

・営業時間等変更になる場合がありますので、ご了承願います。 

公益社団法人 厚木法人会 厚生委員会 

当会では、会員のサービス事業ならびに会員交流事業の一環として、 

提携企業のご協力により、とってもお得な優待券を発行いたしました。ぜひご活用ください。 

株式会社 松本カンパニー 

天然ミネラル約 30種類含有 
【 ヘルシーバナウォーター 】 

 

ミネラルは、体を整える働きをします。 

ミネラル不足を解消して元気になりましょう！ 
 

全商品１０％引き・厚木市内宅配料無料 
 

厚木市毛利台 3-28-16 
電話／046-290-5467  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

東丹沢グリーンパーク 

グリーンパークで、でっかい自然と、 

思いっきり遊ぼうよっ！ 

通常料金より 

入園料１名 150 円引（５名様まで） 

厚木市飯山 5560 

（本厚木駅より神奈中バス上飯山行 25 分 飯山観音前下車徒歩 5分） 

営業時間／9:00～17:00 火曜日定休 

電話／046-241-1427  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

トレーナー個人指導（各種スポーツ） 

腰痛・四十肩リハビリ等 
リラクゼーションマッサージ 

4,546 円/１時間⇒2,000 円 

自宅へ会社へ出張いたします 
出張料金１,000 円/１回⇒500 円 

厚木市妻田東 1-6-60-1102 

予約電話／080-4885-3300 野上まで 

【法人会／有効期限 2021.3.31】 

法人向け 夜間自動照明 
電気代０円！太陽光パネルで蓄電して使用します 

 

 通常 658,000 円（工事費 60,000 円含む） 

⇒特別キャンペーン 200 組限定 198,000 円 
 

お問い合わせは 090-2440-1139 まで 
 

厚木市妻田東 1-6-60-1102 

電話／046-222-1001  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

リラクゼーションマッサージ技師協会 

厚木アーバンホテル 

レストラン プティ・ティール 
創作料理、コース料理等を気軽にお楽しみいただけます。 

 

ランチ５％割引 
                                                   (他の割引との併用不可) 

ランチ／月～金 11:30～14:30（14:00 L.O） 

 

厚木市中町 3-14-14 本厚木駅北口より徒歩 5分 

定休日／土・日曜日 

電話／046-223-2442  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

株式会社 ノーマ 

新潟県佐渡島から贈り物として、 

農産物・海産物等を提供します。 
 

詳細は、当社 HP にて… 
検索:㈱ノーマ⇒ 佐渡の農産物・海産物⇒ メニュー選択⇒ FAX 等注文 

商品の５％引き 

厚木市中町 4-10-4 本厚木駅北口より徒歩 5分 

営業時間／9:00～17:00 土・日曜日定休 

電話／046-297-7166 

ＦＡＸ／046-224-3317 【法人会／有効期限 2021.3.31】 

ユニコン工業 株式会社 



 

 

  

  

  

  

  

三蔵商事 株式会社（東名厚木健康センター） 

遠くの温泉より、手ぶらで行ける近くの温泉 

よし！湯治に行こう!! 漢方効仙薬湯 
 

特別価格 大人 1,200 円（館内着・タオルセット付） 
小学生 500 円（平日無料） 幼児（3 才以上）無料 

 

厚木市岡田 3-17-10 本厚木駅南口より送迎バス有 

営業時間／10:00～9:00 

電話／046-227-4126  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

有限会社 一四一 

小さな看板 特大看板 何なりと 

ご相談ください 
 

施工費 ２０％ＯＦＦ 
 

厚木市酒井 2391 

営業時間／8:00～17:00 

電話／046-230-0141  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

株式会社 セキトウェーブ 

赤外線サーモグラフィカメラによる 

雨漏り診断ができるリフォーム会社です。 
 

赤外線サーモグラフィカメラ診断 

住宅 55,000 円 

ビル 65,000 円 
 

厚木市下荻野 950-6 

営業時間／8:00～17:30 日曜日定休 

電話／046-242-9331  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

 

厚木市愛甲 1-7-30（愛甲石田駅より徒歩 4分） 

電話／046-280-5565  【法人会／有効期限 2020.12.31】 

厚木法人会の会員サービス優待券 

合築型福祉施設 ベースキャンプ愛甲 

を無料にします 

西 安 刀 削 麺 酒 楼 

目の前で削るパフォーマンス 

１人でも大勢でもお酒と本格中華を楽しめる店 
 

コースのご予約で １０％OFF 
（他割引との併用不可） 

 

厚木市中町 2-1-23 イレブンビル２階 

営業時間／昼 11:30～14:30（L.O） 夜 17:30～22:30（L.O） 

電話／046-296-3366  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

㈲びわば創健（ワカマツスポーツ創研） 

アクセル・ブレーキ踏み間違い事故の予防策 

予防整体費用 9,000 円 ⇒ ３０％OFF 
新型コロナウイルスの３密感染を考慮した完全屋外での整体技術です 

 
 

厚木市愛甲西 2-5-3（愛甲石田駅より徒歩 10 分） 

受付時間／10:00～18:00  

     ※5 名様から無料出張サービス 

電話／046-247-1985  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

写真をケーキやクッキーに！ 
 

記 念 日 を も っ と 特 別 に で き る 

甘 い 香 り の 手 作 り 洋 菓 子 店 
 

お会計時 １０％ ＯＦＦ 
      （一部サービス商品を除く） 

 

厚木市旭町 1-24-17 本厚木駅南口より徒歩 2分 

営業時間／9:30～20:00 年中無休（不定休） 

電話／046-229-7080  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

  

しあわせのお菓子 Tree Oven（ツリーオーブン） 



 

 

  

 

 

  

  

  

横浜中華街から本場中国料理 
大・小宴会場完備 

季節料理等メニュー200 種類以上 
 

飲食代 ５％引き 
（特別コース・サービスランチ・定食は対象外。 

他の割引券・特典との併用は出来ません。） 
 

厚木市泉町 4-17 本厚木駅南口・東口より徒歩各 2分 

営業時間／11:00～15:00 16:30～23:00 不定休 

電話／046-229-0551  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

歓送迎会・ゴルフ会など、ごゆるりとご希望通りの宴会をさせていただきます。 
 

指定場所への無料送迎承ります 
 

例 ) 朝、本厚木駅や会社・ご自宅へお出迎え⇒ゴルフ場⇒ 
  プレー後ゴルフ場へお出迎え⇒観泉荘こまや⇒指定場所へ送迎 
 
愛川町半原 914  電話／046-281-0100 

営業時間／昼・夜お客様の指定時間にていつでもＯＫ 

火曜日定休 【法人会／有効期限 2021.3.31】 

厚木法人会の会員サービス優待券 

電池交換いたします（腕時計） 
 

時計・バンド・電池交換など 

店内全商品１０％OFF 
 

（一部サービス品との併用はできません） 

 

厚木市中町 1-5-10 イオン厚木店３階 

営業時間／10:00～19:00 

URL／www.tokeinomaruyama.com 

電話／046-225-1732  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

割 烹 旅 館  大 進 館 

中津川のせせらぎのもと ゆっくりと和食を 

お楽しみ下さい。御法事・御宴会・お泊りに 
 

 
 

５名以上のお申し込みで 

人数×５００円 ＯＦＦ 
（飲み放題プランは除く・他割引との併用不可） 

 
 

愛川町中津 6890-1 本厚木駅より桜台バス停下車 10 分 

営業時間／昼 11:30～14:00 夜 17:30～19:30 要予約 

電話／046-286-3322  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

【 当社提携ホテル･旅館 ５％割引 】 
伊豆箱根方面をはじめ全国各地、個人旅行でご利用頂けます。 

 

【 社員旅行･貸切バス手配 5～10％割引 】 
お見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。 

 

ＪＡＬパック（国内・海外）／日本旅行（国内・海外） 

のご予約も承ります。 

神奈川県知事登録旅行業第2-985 号 全国旅行業協会正会員 

厚木市厚木町 1-17-305 

営業時間／平日 9:00～18:00 土曜日 9:00～15:00 日祝休 

電話／046-222-2025  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

株式会社 ノースフィールド 

観 泉 荘  こ ま や 

ヘリ付・ヘリ無・カラー・洗える畳 
スマホなどで撮ったデータでオンリーワン 

襖  障子  クロス  
工事費 １０ ％ＯＦＦ 

 

 

厚木市寿町 3-12-17（厚木小学校隣り） 

営業時間／8:30～18:00 日曜日定休 

URL／https://marukojuso.co.jp 

電話／046-221-1022  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

有 限 会 社 マ ル コ 住 総 

慶 福 楼（本 厚 木 店） 天然温泉 湯花楽（厚木店） 
 

屋上露天風呂・男女共用５０℃のサウナ 
お食事・リラクゼーションで１日ゆったりお楽しみ下さい。 
 

 

１日ゆったり入館料（大人一般） １５０円割引  
他の割引券との併用は出来ません。 

 
 

厚木市林 5-8-12 （本厚木駅北口・南口より送迎バス有） 

営業時間／10:00～翌 1:00（最終受付 24:00） 

年数日のメンテナンス休館あり 

電話／046-296-4126  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

時 計 の マ ル ヤ マ 



 

 

 

  

  

株式会社 ごむの木 

花のある豊かな生活を応援！ 

品質にこだわった新鮮なお花をご提供しております。 
 

                   はなたく 

お花の定期宅配便「花宅」を 
１か月に限り半額でお試し（初めてのお客様） 

 

厚木市松枝 1-1-18 本厚木駅徒歩 12 分 

営業時間／10:00～19:00 日曜日・祝日定休 

電話／046-222-8700  【法人会／有効期限 2021.3.31】 

厚木法人会では会員サービス事業の一

環として、会員の皆さんが飲食や買い物等

をされるときに、割引（優待）等をしてい

ただける事業所や店舗を募集しています。 

協力店にご加入されると当会発行の会

員サービス優待券チラシに無料で掲載い

たします。この機会に協力店へのご加入を

お願い申し上げます。 

なお、掲載条件として厚木法人会会員に

限ります。また、本サービスへの掲載は、

掲載企業の責任において行うものとし、利

用者と掲載企業との間にトラブル・損失・

損害が生じた場合、当会は一切責任を負い

ませんので、予めご了承願います。 

全国初[葉山石井牛直送店] 
 

ソムリエオーナーのワインと 

葉山牛をお楽しみ下さいませ。 
 

会計金額より １０％ＯＦＦ 
（ディナータイムのみ） 

 

厚木市中町 2-7-5 

営業時間／11:00～15:00 17:00～00:00 定休日火曜日 

電話／046-204-6366 【法人会／有効期限 2021.3.31】 

  

  お申込み・お問い合わせ － 

公益社団法人 厚木法人会 

会員サービス

優待協力店 

募 集 中 

厚木法人会の会員サービス優待券 

 
焼肉 わがんせ 

〒243-0017 厚木市栄町１－１６－１５ 

ＴＥＬ ０４６ｰ２２１ｰ１０５５ ＦＡＸ ０４６ｰ２２２ｰ３８０８ 

E-mail info@a-net.or.jp 


