海鮮茶屋 せんざん

商品券利用可

京懐石 りほう

商品券利用可

〒252-0303
相模原市南区相模大野3-13-13 第2タカビルB1

★カード提示でコース料理
通常メニュー10％割引｡
サービス料､室料、バス代無料｡
但し､飲み物代は割引対象外｡

葬祭綜合センター

株式
会社

伊藤典範

042-745-4111

★カード提示で会計時10％割引(コース料理･通常メニュー)
但し､他サービスとの併用不可｡

食 事

相模原店

〒252-0235
相模原市中央区相生1-1

042-776-8588

eat

町田店

〒194-0036
町田市木曽東3-9-48

042-721-9010

港南台本店

〒234-0054
横浜市港南区港南台3-17-4

045-831-2855

港北ニュータウン店

銀泉亭

商品券利用可

〒252-0344
相模原市南区古淵6-4-23

〒224-0037
横浜市都筑区茅ヶ崎南2-11-15

045-942-3335

山手台店

042-749-3330

〒245-0003
横浜市泉区岡津町9-1

★カード提示で銀泉亭サービス料無料
人数分の食前酒サービス

045-814-1212

欧州料理 シェ･イチスギ

商品券利用可

手打蕎麦

すし魚菜 かつまさ

青葉台店

商品券利用可

〒227-0045
横浜市青葉区若草台17-60

〒252-0303
相模原市南区相模大野3-15-10

本牧店

★①｢カード提示で会計時5％割引｣但し､割引上限は¥3,000まで｡他サービスとの
併用不可｡②お昼のランチはデザートのみのサービスとなります｡

045-963-1003

〒231-0821 横浜市中区
本牧原17-2本牧エスタ1F

045-628-6388

大船店

〒247-0056
鎌倉市大船1-11-17一蝶ビル2F

0467-42-8111

新横浜店

さかな魚炉魚炉

042-745-5438

★通常のお食事､カード提示で5％割引｡上限は¥3,000まで｡
お昼のランチはデザートのみサービス｡但し､他サービスとの併用不可｡

ラ･イモンチ

横浜東口三井ビル店

〒252-0232
相模原市中央区矢部4-18-11

〒220-0011 横浜市西区
高島1-1-2横浜三井ビルディング105

045-681-1200

加寿屋

商品券利用可

商品券利用可

042-757-3248

★¥500以上お買い上げで¥100割引｡¥1,000以上お買い上げで
¥200割引or冷やしわらび餅¥500(中)パック進呈｡

つつじの茶屋(小田急ホテルセンチュリー相模大野10階)

〒252-0024 座間市入谷5-1665-4
内田屋第一ビル105

〒252-0221
相模原市中央区高根2-2-16

〒252-0303
相模原市南区相模大野3-8-1 10F

★｢カード提示で法事･会食等¥3,500以上のコース料理に限り10％割引｣※要予約｡
｢通常料理(ランチ含む)はワンドリンクサービス｣｢貸切で法事できます｡｣

★カード提示で1グループ、人数分の
プチデザートサービス。

★カード提示で会計時10％割引｡
但し､ご清算後のお申し出に関しましては割引対象外｡

046-252-8708

創作海鮮料理

栄千

042-757-1313

商品券利用可

〒252-0303
相模原市南区相模大野8-4-2 1F

042-765-3425

★①季節の懐石･しゃぶしゃぶ･
すき焼き各コース10名様以上ご予約で
｢人数分のワンドリンクサービスOR
お一人様分の料理代金サービス｣
★②ランチメニューの場合は人数分の
ワンドリンクサービス
〒252-0216
相模原市中央区清新5-10-16

042-775-5750

町田店

〒194-0021
東京都町田市中町2-19-5

042-732-0005

鶴見寺尾店

〒230-0014
横浜市鶴見区諏訪坂5-20

045-571-5081

馬車道店

〒231-0011
横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビルB1

045-664-2961

高島町店

〒220-0022
横浜市西区花咲町6-147

045-319-1116

宮前平店

〒216-0005
川崎市宮前区土橋2-12-1

044-871-2310

〒224-0015
横浜市都筑区牛久保西1-1-27

045-910-6300

霧が丘店

〒226-0016
横浜市緑区霧が丘3-1-6

045-924-1021

大和店

〒242-0018
大和市深見西4-1-15

046-262-2551

藤沢店

〒251-0015
藤沢市川名1-4-18

045-831-0044

瀬谷店

〒246-0037
横浜市瀬谷区橋戸2-10-16

045-303-1030

とんかつ専門店

海鮮屋 ひっぱり凧
〒252-0344 相模原市南区
古淵3-9-8第一ホテルANNEX 1F

042-776-0707

★カード提示で会計時5％割引｡但し､割引限度額¥5,000まで
法事､精進落とし対応 最大80名(三日前要予約)

〒252-0236
相模原市中央区富士見3-7-6

グリルキッチン ボン･ロザージュ(小田急ホテルセンチュリー相模大野7階)

Colette･Mareみなとみらい店

〒252-0303
相模原市南区相模大野3-8-1 7F

042-730-5101

〒231-0062
横浜市中区桜木町1-1-7 6F

045-664-1200

山かつ(トツカーナ店)

商品券利用可

餃子

王

〒233-0004
横浜市港南区港南中央通8-35

★カード提示で会計時10％割引｡
但し､飲み物代は割引対象外｡

★カード提示で
淵野辺キララカードのポイント2倍｡

多摩ニュータウン店

海鮮と串焼き 海風季(かぶき)

045-849-1121

〒206-0011
東京都多摩市関戸6-5-12

042-311-7221

八王子高倉店

〒192-0033
東京都八王子市高倉町54-7

042-631-1511

府中店

045-864-1003

★カード提示で10％値引き｡但し､飲み物代は割引適用外

045-650-6122

調布店

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4-6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー1F

042-361-0711

〒182-0015
東京都調布市八雲台2-7-1

042-488-8806

田無店

〒188-0004
東京都西東京市西原町1-8

042-464-2450

三鷹店

〒181-0014
東京都三鷹市野崎4-1-18

0422-32-0121

商品券利用可

★カード提示で10％値引き｡但し､飲み物代は割引適用外

佐島 関内馬車道店 〒231-0014 横浜市中区常盤町4-45

045-681-8668

商品券利用可

045-305-1003

成瀬店 〒194-0044 東京都町田市成瀬2300-1

042-724-2244

商品券利用可

★カード提示で10％値引き｡但し､飲み物代は割引適用外

042-758-4938

瀬谷店 〒246-0037 横浜市瀬谷区橋戸2-12-11

熱烈カルビ
三沢上町店 〒221-0856

横浜市神奈川区三ツ沢上町4-11

045-312-1600

★カード提示で10％の割引｡
但し､淵野辺店のみ

港南台店
商品券利用可

〒234-0054
横浜市港南区港南台3-24-7

045-834-1002

瀬谷店

〒246-0037
横浜市瀬谷区橋戸2-16-8

045-303-1020

1.入会金1万円のみ
2.お申込者の印鑑
3.登録者氏名（二親等以内）

if共済会
お申込の際に
必要なもの

月々の掛金など一切ございません｡
入会金のみで永年的にサービスが受けられます｡ ※登録できる範囲は二親等までとなります。

042-752-2039

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺3-19-10

★カード提示で10％値引き｡但し､飲み物代は割引適用外

商品券利用可

★カード提示で
淵野辺キララカードのポイント2倍｡

045-664-4711

海鮮市場

魚作

葬祭綜合センター

※特典④⑤に関しては
「if共済会加盟店共通特典」
となります。

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺4-15-4

佐島水産 みなとみらい店

いくどん･淵野辺店

ご入会で伊 藤 典 範 だ け の 会 員 特 典

★カード提示で
淵野辺キララカードのポイント2倍｡

045-651-1003

伊藤典範

商品券利用可

042-750-5065

Colette･mareみなとみらい店 〒231-0062横浜市中区桜木町1-1-7 7F

〒183-0056
東京都府中市寿町2-2-6

笑うかど庭

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺3-3-10 2階

関内店 〒231-0013 横浜市中区住吉町2-27-1テーオービルB1

佐島 関内馬車道店／佐島水産 みなとみらい店

居酒屋

最新情報は伊藤典範
ホームページでご確認下さい。

※ITOCARDは伊藤典範にて
if共済会に入会された方に
お配りいたしております。

042-855-8866

商品券利用可

このステッカーが
提携店の目印です。

が受けられます

商品券利用可

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺3-9-17

港南中央店

ITOCARDを提示すると
相模原市近隣
100店舗以上で

特別サービス

042-767-1111

★カード提示で会計時､10％割引｡
但し､ご清算後のお申し出に関しましては割引対象外｡

〒244-0003 横浜市戸塚区
戸塚町16-1戸塚西口共同ビルA402

0466-55-1661

このマークがついた店舗では
ITOCARD提携店
共通商品券が使用出来ます。
詳しくは各 店 舗に
ご確 認 下さい。

商品券利用可

特典①

１万円の

045-629-1003

関内店

〒231-0031 横浜市中区
住吉町2-27-1テーオービル1F

045-641-2914

特典④

※

弔慰金の支給
基本葬儀料

10％割引

入会金で
生涯会員

株式
会社

無料

伊藤典範

伊藤典範 本社
〒252-0344

神奈川県相模原市
南区古淵5-27-1
T E L：0 4 2 - 7 4 2 - 9 0 3 9（代表）
ＦＡＸ：0 4 2 - 7 4 3 - 9 4 0 6

北里大学病院内出張所

〒252-0329

神奈川県相模原市南区北里1-15-1
T E L：0 4 2 - 7 7 8 - 8 0 2 1

実質最大

30％割引

特典⑤

検 索

特典③
出棺用マイクロバス・
安置室使用料

20％割引

無料

本牧店

〒231-0821 横浜市中区
本牧原17-2本牧エスタ1F

特典②
基本葬儀料

式場使用料

最大

港北ニュータウン店

商品券利用可

相模原店

〒234-0054
横浜市港南区港南台4-3-9

木曽路

相模原店

こだわりとんかつ かつ泉

港南台店

商品券利用可

042-767-1111

★カード提示で会計時10％割引｡
但し､飲み物代は割引対象外｡

★カード提示でコース料理に限り会計時5％割引｡
但し､お一人様¥5,000以上御利用に限る｡※要予約｡

ITO CARD 提携店ガイド

商品券利用可

〒252-0303
相模原市南区相模大野6-13-8

〒222-0033 横浜市港北区
新横浜3-6-7水信ビル3F

045-470-5511

日々の生 活をおトクにできる特 典がいっぱい

042-749-0344

※

相談ダイヤルサービス

（健康医療、税理士、介護相談サービス等）

レジャー・旅行割引サービス・
ペット関連など

特典⑥

ITO CARD
100店舗以上で
割引が受けられる

ギフトサービス

（仏壇・仏具店）
〒252-0243
〒252
252

神奈川県相模原市中央区上溝6-3-5
神奈川県相模原市中央区上溝
T E L：0 4 2 - 7 6 2 - 0 3 2 7
FAX：0 4 2 - 7 6 3 - 7 2 4 4

事前相談・見積り無料
仏 事でのわからない事など
お気 軽にご相 談 下さい。

年中無 休 ・ 24 時間受付

0120-42-9039

M A I L：i n f o @ i t o - t e n p a n . c o m
W E B：w w w . i t o - t e n p a n . c o m

MARIBU 横浜東口三井ビル店

商品券利用可

〒220-0011 横浜市西区
高島1-1-2横浜三井ビルディング104

フラワーショップ美樹

商品券利用可

相模原鵜野森店

★カード提示で購入商品5％割引
(一部対象外の商品有り)但し､
葬儀期間は対象外(49日)

045-681-3911

相模原上溝店
玉川学園店

★カード提示で10％値引き｡
但し､飲み物代は割引適用外

和酒ダイニング 月夜のこころ

おそうじ本舗

商品券利用可

0120-758-756
046-284-5400
0800-222-3400

商品券利用可

麻溝台店(三和麻溝店内)

〒252-0335 相模原市南区下溝598-1

鶴川店(三和鶴川店内)

042-703-5405

〒195-0051 町田市真光寺町1-25-1

大野台店(フードワン大野台店内)

★カード提示で会計時10％割引｡但し､
ご精算後のお申し出に関しましては割引対象外。

〒252-0331 相模原市南区大野台2-31-8

042-777-2914
042-736-2898
042-769-4470

第一薬局

増田屋(乾物店)

〒252-0202
相模原市中央区淵野辺本町5-17-5

〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-9

〒252-0243
相模原市中央区上溝6-2-4

★｢カード提示で¥2,000以上お買上げの
お客様に限りプレゼント有り｣

★｢カード提示で特別優待割引｣｡但し､ご清算後のお申し出に
関しては割引対象外｡※ご予約時に必ずお伝え下さい｡

★カード提示で10％値引き
但し､一部対象外の商品あり

有限会社

ホテルラポール千寿閣

商品券利用可

042-724-3111

042-754-8164

★カード提示で見積り額より10%割引。

〒252-0143 相模原市緑区
橋本3-17-4 橋本第一ビル 6F

ホテルザ･エルシィ町田

大島屋

商品券利用可

八百市

〒252-0243
相模原市中央区上溝5-3-13

〒252-0143
相模原市緑区橋本4-9-27

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町3-11-8

★カード提示で購入商品10％割引｡但し､保険調剤薬品は
除く｡あなたの元気サポート応援します

★｢カード提示で¥2,000以上お買上げの
お客様に限り消費税割引｣

★カード提示で特別優待割引｡但し､ご清算後の
お申し出に関しましては割引対象外｡

042-762-0309

株式会社丸中きもの

相模原メガネ

北相トラベル

〒252-0226
相模原市中央区陽光台1-3-9

〒194-0022
東京都町田市森野2-2-36

〒252-0001
座間市相模が丘5-6-19

〒252-0224
相模原市中央区青葉1-3-1

★カード提示で会計時､10％割引｡
但し､ご清算後のお申し出に関しましては割引対象外｡

★カード提示でタイヤ掲示額より10％割引
但し､取り付け工賃､廃タイヤは除く

★カード提示で購入商品､レンタル10％割引
但し､葬儀期間は対象外(49日)

★カード提示でメガネ一式お買い上げのお客様
定価より30%割引。

★カード提示で各種特典有り｡
※特典内容については直接お問い合わせ下さい｡

渋谷商店

商品券利用可

042-707-0339

すし処

彩

香川タイヤ商会

商品券利用可

商品券利用可

美容院

KARUTA

042-745-9309

042-722-3377

042-752-3859

商品券利用可

042-762-0020

042-749-1121

042-722-4914

〒252-0344 相模原市南区
古淵2-17-3渋谷ビルB1F

焼き鳥厨房

商品券利用可

その他

042-755-9590

有限会社アールエスアイザワ

相模原観光株式会社

others

商品券利用可

〒252-0239
相模原市中央区中央2-12-15

〒252-0232
相模原市中央区矢部4-15-2

〒252-0014
座間市栗原中央4-16-58

〒252-0237 相模原市中央区
千代田2-1-16相模ビル1F

★カード提示で17時以降のお客様に限り5％割引or
ワンドリンクサービス｡但し､宴会･他クーポンとの併用不可｡

★カード提示でヘッドスパ(¥2500)無料

★カード提示で車の整備費用など5％割引｡
但し､一部対象外有り｡

★会員様がお申し込み代表者に限り｢国内､海外グランドパッケージ3％割引｣
｢出張や一人旅に向く､紀行倶楽部など国内フリープランパッケージ2％割引｣。但し､特別割引商品･旅行オプションを除く｡

サトーメガネ

株式会社

★カード提示で会計時5％割引
相模原店 〒229-0039 相模原市中央区中央1-2-1アイワールド新館2F

〒252-0135
相模原市緑区大島2994-1

042-810-7831

鉄板焼レストラン ロワゾ ブリュウ

商品券利用可

〒252-0231
相模原市中央区相模原2-13-3 アサダヤビル 1F

042-758-1112

042-751-2188

喰心房 つかさ

商品券利用可

有限会社

★｢豊富な品揃えでベストなスタイルをご提案!｣、カード提示で購入商品5％割引、セット割引､その他割引との併用有り｡但し､お直し､宅配料は除外
〒252-0344 相模原市南区古淵3-12-15
古淵店

〒252-0132
相模原市緑区橋本台1-25-17

042-755-7088

042-753-7126

淵野辺店 〒252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-6-14

★カード提示で淵野辺キララカードの
ポイント2倍｡

せんざん焼肉倶楽部

AOKI

商品券利用可

0120-31-1413

045-812-1500

★見積もりお申し込み時､カード提示で
基本料金より20％割引｡但し､ご清算後の
お申し出に関しては割引対象外｡
TELはフリーダイヤルのみ対応｡

グラスコート店 〒234-0054 横浜市港南区 港南台9-16-2港南台グラスコート2F

045-836-1231

イズミエクステリア

商品券利用可

商品券利用可

★カード提示で淵野辺キララカード
ポイント2倍｡

★シングル通常料金¥6,720→¥6,195
スイート(2名)通常料金¥15,330→¥13,650
スイート(3名)通常料金¥17,430→¥15,750

※｢カード提示で人生史シリーズ製作10％割引｡｣【あなたの人生の足跡が感動の映像作品になる!】
あなたがこれまでに体験した喜び､哀しみ､決して忘れ得ぬ数々の出来事･･･そんなこの世に一つしかない
尊い人生の記憶を作品として形にいたします｡※一部対象外の商品あり

熊沢畳店

有限会社 オガタ

046-255-4187

東横イン 相模原駅前店

有限会社ギフトサービス

★｢カード提示で5％割引｣｡但し､ご清算後のお申し出に
関しては割引対象外※TEL､ネット予約時に必ず伝える

★カード提示で10％値引き｡四十九日までの
位牌・仏壇は30％値引き。

東横イン 淵野辺駅南口店

石井青果店

042-862-1045

042-762-4147

商品券利用可

〒252-0243
相模原市中央区上溝3840

〒252-0233
相模原市中央区鹿沼台1-14-6

〒252-0243
相模原市中央区上溝3-20-20

★カード提示で淵野辺キララカード
ポイント2倍｡

★カード提示で上溝Kカード
ポイント2倍｡

★｢カード提示で5％割引｣｡但し､ご清算後のお申し出に
関しては割引対象外※TEL､ネット予約時に必ず伝える

★カード提示で購入商品10％割引
但し､葬儀期間は対象外(49日)

ケン介護タクシー

商品券利用可

Lymph Drainage and Waxing/Lucia

〒252-0329
相模原市南区北里1-15-1

〒252-0143
相模原市緑区橋本6-24-1 プラウド橋本206

★カード提示で購入商品10％割引
但し､葬儀期間は対象外(49日)

★｢カード提示で初回20％oﬀ｣
但し、商品券の利用は1回につき¥1,000まで

042-778-3579

商品券利用可

042-711-9988

042-752-2083

有限会社 北里花喜太(北里大学病院内)

042-768-1045

042-762-1289

042-703-7222

商品券利用可

042-762-3675

商品券利用可

★カード提示で店内ジュエリー通常価格より30％割引｡但し､¥20,000以上の
お品物で特別価格時は除く｡★パールのネックレス､各種取り揃えております｡

ジュベール･スズキ本店

〒252-0243 相模原市中央区上溝6-1-5

042-761-1500

商品券利用可

〒243-0303 愛甲郡愛川町中津752-1

ジュベール･エコ

〒252-0137 相模原市緑区二本松3-31-22

042-762-0327

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺3-20-19 春花えんビル 1F

★カード提示で乗降介助料金50％割引｡
但し､特殊介助料金は除く｡※ご予約時に必ずお伝え下さい｡

046-255-4187

商品券利用可

!？

ジュベール･スズキ株式会社

ジュベール･ショップ愛川

★｢カード提示で各種ガス器具･住宅設備機器､購入時
20〜40％割引｣｡但し､商品によって割引額が異なります｡

寝具のサトウ

商品券利用可

042-755-3521

★カード提示で淵野辺キララカード
ポイント2倍｡

★カード提示で10％割引｡但し､一部対象外の
商品有り｡更に淵野辺キララカード､ポイント2倍｡

ピアゴ座間店 〒252-0024 座間市入谷1-416-2 1F(ピアゴ座間店内)

042-767-1111

〒252-0243
相模原市中央区上溝6-3-5

★カード提示でスタジオ撮影10％値引き
(但し､要予約に限る)
商品券利用可

相模物産株式会社

〒252-0231
相模原市中央区相模原4-1-16

〒252-0245
相模原市中央区田名塩田4-15-8

★カード提示で購入商品10％割引(一部対象外の商品有)但し､葬儀期間は対象外(49日)
〒252-0024 座間市入谷5-1859-1
本店

小田急ホテルセンチュリー相模大野

〒252-0244
相模原市中央区田名4067-3

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺3-19-9

フローリスト花恵

商品券利用可

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺3-19-13

〒252-0237
相模原市中央区千代田3-18-9

042-754-5751

03-6860-9811

042-757-6551

042-762-3610

商品券利用可

!？

〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-20-11 3F

★カード提示で10％値引き(一部対象外の商品あり)
但し、葬儀期間は対象外。(49日)

宝月堂文具店

042-755-9269

★カード提示で1回目の相談通常¥5,250→無料
但し､ご来店､又は電話でのご相談に限ります

株式会社 メディアスリー

★カード提示で特別優待割引｡
但し､ご清算後のお申し出に関しましては割引対象外｡

株式会社

美子

〒252-0344
相模原市南区古淵3-9-8

商品券利用可

★カード提示で¥6,500以上の畳の表替え時
防虫紙サービス｡

042-753-2721

税理士法人

NKS会計事務所

相模原第一ホテル ANNEX

伊藤製菓舗

★カード提示でブロック･フェンス･
外構工事一式10％割引

商品券利用可

!？

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺3-7-4

〒252-0243
相模原市中央区上溝1878番地

042-752-2011

石口

〒252-0236
相模原市中央区富士見1-5-2

gift

〒252-0303
相模原市南区相模大野3-8-1

商品券利用可

行政書士

贈 る

〒252-0243
相模原市中央区上溝7-4-20

春花園

ワコーカメラ

商品券利用可

〒252-0231
相模原市中央区相模原6-21-15

株式会社 つるや呉服店

life

stay・amusement

042-752-2179

042-856-3078

暮らし

042-743-2151

★相談無料・申告料10％値引き

042-774-1788

宝来堂

サカイ引越センター

NKS 会計事務所

〒252-0303
相模原市南区相模大野3-13-1 第一タカビル6階

★合理化･省力化に伴うレイアウト工事､重量物据付移設工事など
工事全般のお見積り時､カード提示でお見積り金額より10％割引｡

042-759-1888

★カード提示で10％値引き｡但し､飲み物代は割引適用外
山手台店 〒245-0003 横浜市泉区岡津町134-1

丸善設備工業

税理士法人

泊まる・娯 楽

★カード提示で水廻り
リフォーム工事費10％割引

042-770-2882

〒252-0206
相模原市中央区淵野辺4-15-4

横田設備

042-762-1858

相模原清新店 〒252-0216 相模原市中央区清新5-10-17

★カード提示でワンドリンクサービス｡
但し､グラスビール･グラスワイン･ソフトドリンクに限る｡

042-753-1116

046-254-8798

042-768-3870

商品券利用可

商品券利用可

046-285-1003

!？
042-711-6600

有限会社

SORA

〒194-0013

町田市原町田6-17-18フジビル87 2F
★カード提示で10％OFF
小田急線町田駅東口徒歩3分

商品券利用可

042-721-6506

■名刺印刷
片面モノクロ1箱(100枚) …………¥950
両面モノクロ1箱(100枚) ………¥1,500
片面カラー1箱(100枚) …………¥1,500
両面カラー1箱(100枚) …………¥2,000

!？

■封筒印刷
長3封筒／クラフト1色印刷(1,000部) …………¥7,800
角2封筒／クラフト1色印刷(1,000部) ………¥11,600

商品券利用可 マークは､

I T Oカード提 携 店 共 通 商 品 券が
使 用できる店 舗です｡
詳しくは､ 各 店 舗にご確 認ください｡
今後の提携店の増減はHPで確認して下さい。住所変更、名義変更がありましたらご連絡下さい。

