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ご成約時に不動産仲介手数料を10％割引させ
ていただきます。

優待内容 不動産仲介手数料 10%OFF

江戸北カードをご提示ください。

利用方法

9：00～18：00営業時間

日・祝定 休 日

江戸川区小松川4-65
TEL 03-3685-4594
FAX 03-3685-4589

山元建設㈱　建築業・
不動産業

https://www.yamamoto-con.co.jp

工事代金100万円以上の住宅・アパート、店
舗等の屋根・壁を塗替え工事の場合、工事代
金の10％を割引させていただきます。

優待内容 屋根・壁の塗替え工事10%OFF

ご依頼時に、江戸北カードをご提示ください。ま
たは弊社メールアドレスまでカードの画像をお送
りください。

利用方法

土・日・祝定 休 日

江戸川区南篠崎町1-22-4
TEL 03-3678-6178
FAX 03-3678-9498

大谷工業㈱建築塗装・
リホーム工事全般

http://www.ohtani-ind.co.jp
mail:info@ohtani-ind.co.jp

担当：大谷

▲施行前

▲施行後

Audi新車全モデルを特別優待価格にてご購入
頂けます。更にAudi A6、A7、A8のフラッグシッ
プモデル　Audi史上初の電気自動車 e-tronに
つきましては、特典をご用意しております。

優待内容 特別優待価格にてご提供

ご来店時に江戸北カードを店員にご提示ください。

利用方法

10：00～18：00営業時間

火・水曜日定 休 日

江戸川区西一之江1-9-8
TEL 03-3652-9922
FAX 03-3652-9926

Audi 江戸川輸入車
販売

https://www.audi-sales.co.jp
mail:audi_edogawa@audi-sales.co.jp

担当：松島

※他の割引併用不可
優待内容 車検　15,000円割引！

※予約時に江戸北カード会員とお伝えください。
　入庫時、カードをご提示ください。

利用方法

9：00～17：00営業時間

祝日定 休 日

江戸川区大杉3-9-2
TEL 03-3651-0111京葉オートライフ㈱自動車

販売・整備
https://www.keiyoauto.co.jp

蔵前橋通り 第１斎場、家族葬ホール フルール、
平井駅前 第２斎場　どの式場も利用料無料
店頭販売の生花、線香、仏具が10％OFF

LINE登録でクーポン配布中！

優待内容 当社式場利用料無料

ご相談時、お会計時に江戸北カードをご提示ください。

利用方法

年中無休定 休 日

江戸川区平井6-2-22
TEL 0120-67-0042
FAX 03-3617-0042

㈱鹿倉商店葬祭業
生花販売

https://www.shikakura-s.jp
mail:info@shikakura-s.jp

最新情報や
LINE登録は
こちらから

江戸北カードをご提示された方は、美容鍼施
術費を8,800円→6,600円に割引いたします。

優待内容 美容鍼　カウンセリング料割引

お電話で予約する際に「江戸北カードを持ってい
る」とお伝え下さい。

利用方法

月・火・水・金／8:30～12:00、15:00～19:30
　　　　　木／8:30～12:00、17:00～19:30
　　　　　土／8:30～14:00、午後休診

営業時間

日・祝日定 休 日

江戸川区鹿骨1-59-9
TEL 03-3677-1110バリアフリー鍼灸院・整骨院鍼灸

整骨院
https://sensualherb.jp

•一般建築・リフォーム見積り無料
•水害・浸水対策のBoxwall（ボックスウォール）
　設置方法相談無料

優待内容 各種見積・相談無料

江戸北カードをご提示、または弊社メールアドレ
スまでカードの画像をお送りください。

利用方法

8：30～17：30営業時間

土・日・祝日定 休 日

江戸川区瑞江4-45-8
TEL 03-6231-8501㈱大由建設建設業

https://www.daiyu-k.jp
mail:info@daiyu-k.jp

お会計料金より500円割引いたします。
※ランチタイムは除く

優待内容 500円サービス

ご注文時に江戸北カードをご提示ください。

利用方法

AM 11:30～PM 22:00（LO PM 9:30)
※休み無しの通し営業

営業時間

年中無休定 休 日

江戸川区南小岩7-26-13
東海苑ビル1F

TEL 03-5693-1129
炭火焼肉 東海苑飲食店
http://www.toukaien.com

電子帳簿保存法・個人情報保護法・テレワーク・
BCP災害対策の為のデジタル化を推進するに
あたり必要なデジタル化ロードマップを勉強会
形式で作成します！（全３回）
通常価格：30万円→５万円（税別）

優待内容 デジタル化ロードマップ作成
ワークショップ

申込の時に江戸北カードの画像を弊社メールアドレスまでお送り下さい。利用方法

9：00～18：00営業時間

土・日・祝日定 休 日

江戸川区南篠崎町3-27-5
TEL 03-3678-5931
FAX 03-3678-1211

国際事務機㈱販売業
https://www.kokusaijimuki.co.jp
mail:info@kokusaijimuki.co.jp

担当：山田

忘年会・新年会・謝恩会・誕生会・敬老会・イベン
ト・祭などのアトラクション・マジックショーのご
提案をさせて頂きます。学校・劇場・結婚式場・
船。テーブルマジックから大がかりなイリュー
ジョンまでお気軽にご相談下さい。

優待内容 通常料金から10%割引

ご相談時に江戸北カードをご提示、または弊社メー
ルアドレスまでカードの画像をお送りください。

利用方法

10：00～18：00営業時間

江戸川区西一之江3-10-20
TEL 03-5607-0680
FAX 03-5607-0681

㈲ウィッチステーションイベント
企画派遣

http://witch-magic.com/
mail:witch1@jcom.home.ne.jp

担当：岡村
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優待内容 光触媒抗菌コーティングサービス
10%OFF

ご予約時に、江戸北カード会員とお伝えください。

利用方法

9：00～20：00営業時間

不定休定 休 日

千葉県千葉市緑区あすみが丘2-1-11
ハイツオリンピアⅡ-105

TEL 043-294-0035
FAX 043-205-0826

おそうじ本舗 あすみが丘店清掃業

担当：大山

会員様価格で鋼材見積り致します。
優待内容 お見積り特価

お見積り時に江戸北カードをご提示、または弊社
メールアドレスまでカードの画像をお送りくださ
い。

利用方法

8：00～17：00営業時間

土・日・祝日定 休 日

江戸川区松江4-25-17
TEL 03-3653-9321
FAX 03-3656-1116

石道鋼板㈱鋼板加工
mail:ishihara@sekidou.co.jp

担当：石原佑太

優待内容 お見積り無料

ご来社時に江戸北カードをご提示、または弊社
メールアドレスまでカードの画像をお送りくださ
い。

利用方法

8：00～17：00営業時間

日・祝日定 休 日

江戸川区鹿骨4-6-1
TEL 090-5313-5489
FAX 03-5879-8760

㈱ESSA Interior内装業
http://essa-interior.com
mail:mieno.essainterior@ymail.ne.jp

担当：三重野

将軍小松菜うどん６束（贈答品用化粧箱入り）
通常価格2,120円（税込）を2,000円（税込）に
割引させていただきます。

優待内容 将軍小松菜うどん割引販売

お会計時に江戸北カードを店員にご提示ください。

利用方法

9：00～18：00営業時間

日・祝日定 休 日

江戸川区西小松川町22-4
TEL 03-5879-3891
FAX 03-5879-3896

までいマーケット食品販売
https://www.madei.shop

担当：佐藤

当店のメニューを全品50円割引させていただ
きます。

優待内容 全品50円引き

ご注文時に、江戸北カードを店員に提示、または
弊社メールアドレスまでカードの画像をお送りく
ださい。

利用方法

10：00～17：00営業時間

日曜日定 休 日

江戸川区平井3-23-10
TEL 03-3681-0087
FAX 03-3685-7058

喫茶室サリー飲食店
mail:muratapapa@aol.com

担当：村田良子★現在午後５時からのカラオケは休止となります。

★当日のママのテンションにより他にも特典
あり！

優待内容 オツマミ１品サービス！

ご来店時に江戸北カードを店員にご提示ください。

利用方法

19：00～25：00（場合により延長OK、
ご相談頂けたら早い時間でも）

営業時間

日曜日
※ご相談頂ければオープンします。

定 休 日

墨田区江東橋4-16-4
TEL 03-5669-0703Bar Lounge ベッキーハウス飲食店

担当：飛鳥ママ★セット料金5,000円のみ　時間制限なし！

※車輌及びクレーン整備見積り無料
※車・トラック・クレーンご購入の際特別御値引き（ディーラーと比較して下さい）
※対新型コロナウイルス医学的エビデンス有りオゾン製品消費税分サービス
※“ヘルスケア”と“病気”の治療には水素ガス「ムサシ・二刀流」
　純度（％）99.99～99.9995（最高値）定価より20％サービス

優待内容 特典多数あります

江戸北カードを店員に提示、またはメールにてカードの画像をお送りください。利用方法

平日 8：30～17：30営業時間

土・日定 休 日

江戸川区篠崎町6-13-26
TEL 03-3670-4161
FAX 03-3670-4170

坂本自動車工業株式会社車輌全般
販売修理

https://www.sakamotozikou.com
mail:skmtjd5963@tune.ocn.ne.jp

担当：坂本

その他のサービス提供加盟店は、
ＨＰでご確認頂けます。

江戸川北法人会
HPはこちらから→

新規加盟店募集中!!
加盟頂くとこちらの広告が
無料で掲載できます。
(約5,000社以上に送付されます）
※詳しくは加盟店募集チラシをご覧下さい。
※江戸川北法人会HPより、
　申込書をダウンロード頂けます。 申込書はこちらから↑

ご加入
お待ちして
おります！


