地楽器ホール 友の会「こがねいメンバーズ」
特典
小金井 宮

友の会 提携店のご案内

見本

提携店にて、
友の会会員証をご提示いただくと、
お得なサービスが受けられます。
※ 会員証の有効期限をお確かめの上ご提示ください。※ 本紙の 情報は 2017 年 4 月 1日現在のものです。

印鑑の上野印房

酒の佐藤商店

店内商品 5 ％割引

住所：小金井市本町 4-14-20
TEL ：042-401-2202
営業：9:00 〜20:00（土 9:00 〜 17:00）
定休：日曜日・祝日

東京ラスク nonowa 武蔵小金井店
全商品10％割引

お買い上げ金額 1,000 円以上で10％割引

あいたい屋

ひろや

宮地楽器 小金井店ショールーム

コガネイキッチン

WAI

（ボトル）
（要予約）
をサービス
スパークリングワイン

初回半額から､更に 500 円引き
回数割引券を更に 5％割引

住所：小金井市緑町 5-6-3
プリマエスポワール島本 1 階
TEL ：042-384-3600
営業：9:00〜21:00（完全予約制）
定休：不定休

Yuusui（ゆうすい）

（ゆうすいポイントカード）
ポイント2 倍プレゼント

住所：小金井市本町 5-14-10
TEL ：042-385-5585
営業：10:00 〜19:00
定休：年末年始､
夏期の一部を除き､年中無休

上島珈琲店 武蔵小金井店

ドリンク1杯につき50 円割引 ランチセットから50円割引

住所：小金井市中町 4-14-15
プエルトル小金井ビル 1 階
TEL ：042-301-7345
営業：11:00 〜18:00
定休：日曜日・祝日

シャトー 2Ｆカフェ
飲食代金 5％割引

住所：小金井市本町 6-14-15
nonowa 武蔵小金井SOUTH 2階
TEL ：042-380-5501
営業：10:00 〜 22:00
定休：なし

住所：小金井市本町 6-5-3
シャトー小金井 2 階
Mail：chateau2f_cafe@yahoo.co.jp
営業：12:00〜18:00（17:00ラストオーダー）
定休：月曜日・火曜日、
お盆、
年末年始

（年末年始の営業については店舗にお問合せください）

広島風お好み焼

へんくつや

※但しイベント時変更あり

自家製生麺専門

ポタパスタ カフェ STATION

1会計につき50円引き

飲食代金 10％割引

住所：小金井市本町 6-14-29
nonowa 武蔵小金井 EAST
TEL ：042-386-5880
TEL ：7:00 〜 21:00
定休：なし

住所：小金井市貫井北町 3-5-7
TEL ：042-385-1418
営業：17:30 〜 22:30
定休：不定休

カラオケ館 武蔵小金井駅前店

グレース整体院

整体・カイロプラクティックの初回施術料より、
初検料 2,000 円引き

住所：小金井市本町 1-18-9
小金井 B&V ビル
TEL ：042-382-6120
営業：11:00 〜翌朝 5:00
定休：なし
行政書士事務所

（年末年始の営業については店舗にお問合せください）

カイロプラクティック＆
リフレクソロジー

室料 30% 割引

住所：小金井市本町 6-5-3
シャトー小金井 1 階
TEL ：042-301-8160
営業：17:00 〜 24:00
定休：不定休

島本カイロプラクティックオフィス

（年末年始の営業については店舗にお問合せください）

セレクトショップ

店内商品5％割引

住所：小金井市本町 6-13-18
コスモスビル 2F
TEL：042-207-7168
営業：17:00 〜 23:00
定休：月曜日（祝日・祝前日を除く）

3 名様以上のコースご利用の方に

住所：小金井市本町 6-14-29
nonowa 武蔵小金井 EAST
TEL ：042-382-5387
営業：10:00 〜 21:00
定休：なし

（年末年始の営業については店舗にお問合せください）

定休：水曜日

本格炭火焼き鳥

（日比谷花壇ポイントアップカード）
ポイント2 倍プレゼント

住所：小金井市本町 6-14-29
武蔵小金井駅改札内
TEL：080-3253-9929
営業：7:30 〜 21:30（土日祝 〜 21:00）
定休：なし

ランチ：11:30 〜14:00（月〜金）、
〜15:00（土）、
〜17:00（日）、
ディナー：18:00 〜24:00（月〜土）、
17:00〜22:00（日）

飲食代金 10％割引 または
宴会コースの飲み放題 1時間延長

住所：小金井市前原町 3-33-32
TEL ：042-381-1101
営業：11:00 〜21:00
定休：月曜日・第１火曜日（その他不定休）

Hibiya-Kadan Style nonowa 武蔵小金井店

全商品50円割引

住所：小金井市前原町 3-41-28
TEL ：080-6678-4106
営業：11:00 〜 18:00
定休：月曜日・第 3 火曜日

ランチはホットコーヒー、
ディナーはアイスクリームをサービス
住所：小金井市本町 2-9-11
TEL ：042-384-7069

（nonowa 武蔵小金井店ではご利用できません）

ハニーズバー

（年末年始の営業については店舗にお問合せください）

フォレスト・マム

TERAKOYA

本店ブティックの商品10 ％割引

住所：小金井市東町 4-31-9
TEL ：042-383-1011
営業：9:00 〜 22:00
定休：月曜日

住所：小金井市本町 6-14-29
nonowa 武蔵小金井 EAST
TEL ：042-316-1590
営業：10:00 〜21:00 定休：なし

ROCK N KITCHEN

レストラン

季節のおすすめ日本酒の試飲無料

はけの道

住所：小金井市本町 5-8-3
大澤店舗 1 階 B 号室
TEL ：042-407-5627
営業：10:00 〜 20:30（日曜：15:00 〜）
定休：火曜日

「めぐる」

小金井祭典のちょっと訊ける場所

店内全商品 10％割引

（行政書士･マンション管理士 千葉賢二）

（ただし、
40 分以上のお客さま）
初回相談料 30 分無料

※通常 30 分 3,000 円、
以降 10 分につき 1,000 円

住所：小金井市前原町 4-23-7
TEL ：042-301-0064
営業：9:00〜18:00
定休：土曜日・日曜日・祝日（ご予約いただければ対応いたします）

住所：小金井市本町 5-32-19
TEL ：フリーダイヤル 0120-4194-34

080-3604-5680

営業：10:00 〜16:00（ご相談は 24 時間）
定休：土曜日・日曜日・祝日
（ご相談は年中無休）

ライフ整骨院 武蔵小金井院

（+ 税）
（+ 税）
（初回のみ）
骨盤矯正 5,000 円
→3,000 円

住所：小金井市中町 4-14-3-101
TEL ：042-316-1497
営業：平日9:00〜13:00 / 15:00〜20:00
土 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
定休：日曜日・祝日、
水曜日午後

ショッピング
飲食

その他

【お問合せ】小金井 宮地楽器ホール チケットデスク・友の会事務局
TEL：042-380-8099（受付時間 10:00〜19:00）
休館日：第 2・3 火曜日（祝日の場合はその直後の平日）、
保守点検日

