
様式第2号（第4条関係）

NO 地区 事業所名 業種 代表者氏名 住所 サービス内容

1 風来坊 飲食（食堂・居酒屋） 小林宏至 田原1-3-5 10名様以上で利用された場合、焼酎ボトル1本サービス

2 カフェマリーズ 飲食（レストラン） 西村正子 田原2-12-23 6名様以上で利用された場合、ピザ1枚サービス

3 山梨ｽﾎﾟｰﾂ都留店 ｽﾎﾟｰﾂ用品販売 関戸勇三 田原2-1-8 消防団家族は、つるポイントカードのポイント2倍（イベント期間中例外有）

4 プランタンヘアーサロン 美容 田原2-14-8 消防団家族はパーマ・カラーに関する施術料金10％割引

5 らくしょう 飲食（居酒屋） 萱沼益夫 田原2-12-24 グラスドリンク1杯サービス。送迎もしています（要予約）

6 フォトプラザ　TSURU 写真 松島裕一 田原2-11-11 つるポイントカードのポイント2倍

7 雅龍 飲食（中華） 池田雅光 田原2-14-2 1万円以上のお会計で1,000円引き

8 Ｊ－ＰＬＡＮＥＴ 自動車販売 小俣潤 田原3-4-8 自動車購入時諸費用1万円引き、オイル交換20％割引

9 A.La.Carte（ア・ラ・カルト） 飲食（レストラン） 奥秋充裕 田原3-1-3 消防団員の方、10％割引

10 クレイン農業協同組合 複合サービス事業 髙橋明夫 田原1-2-3 JAバンクローン（住宅、マイカー、教育）金利軽減条件

11 中国料理＆イタリアン菊翠 飲食（中華・イタリアン） 樋口光男 上谷1-3-14 食後のソフトドリンク1杯サービス

12 スナック　雪んこ 飲食（スナック） 草塩公子 上谷2-2-10 会計より10％割引

13 (株)田中幸助商店 金物類小売 田中利明 上谷3-2-13 つるポイントカードのポイント2倍

14 おはきもの花田屋 履物一般 花田敬一 上谷3-3-22 履物全商品10％割引

15 味酒房　伊万里 飲食（うどん・居酒屋） 遠山政之 上谷3-3-9 消防団員の方5名以上同時に飲食した場合5％割引

16 ヘアサロンタカオ 理容 高尾勝 上谷4-7-13 ご家族を含め初回1,000円割引、2回目以降も毎回500円割引

17 てづくりパン　なないろこむぎ パン製造販売 坂田直樹 上谷5-19-18 16：00以降来店のお客様に10％割引

18 カメラタイム㈲ 写真 渡辺宗正 上谷5-11-18 つるポイントカードのポイント2倍、満点カードは600円で使えます。

19 レストラン鎌倉 飲食（レストラン） 中村圭二 上谷5-9-15 食事の方に、コーヒー又はオレンジジュースをサービス

20 割烹い志ばし 飲食（割烹） 安富和男 上谷6-6-8 8名様以上で利用された場合、焼酎ボトル1本サービス

21 制服のオビナタ 男女学生服・紳士用品小売 大日方俊右 上谷6-6-11 つるポイントカードのポイント3倍

22 ボム/ジョーカー 衣料 磯島宏浩 上谷6-6-14 5千円以上のお買い上げで5％割引

23 都留ファミリーボウル ボウリング場 尾形恵 上谷6-7-13 5名以上でご利用された場合1ゲーム50円割引

24 和風レストラン　高野 飲食（レストラン） 高野巌 上谷6-11-18 食事代3％割引、お昼コーヒーサービス

25 ㈲村松電気 電気工事 村松秀樹 上谷6-12-8 照明器具は通常価格より5％割引

26 ㈲高鳥板金店 建築板金業 高鳥裕二 上谷1442-2 屋根・外壁工事他板金工事10％～20％割引

27 Nagomido DoKoRo わ 飲食（鉄板焼） 宇佐美司郎 上谷1563-6 消防団員の方同時に5名様以上利用された場合、焼酎ボトル1本サービス

28 松鶴 飲食(食堂) 小川一城 中央1-2-17 消防団員4名以上のご来店で、松鶴おまかせ料理一品サービス

29 上田酒店 酒類販店 上田通子 中央1-5-9 つるポイントカードのポイント2倍

30 ハヤカワ薬局 薬局 早川勉 中央1-3-18 つるポイントカードのポイント2倍

31 カメラのイトー 写真 伊藤邦明 中央1-4-24 デジタルプリントLサイズ36枚以上79枚まで26円、80枚以上19円

32 iスタジオ 写真 伊藤哲也 中央1-4-24 記念撮影1回につき、キーホルダー又はストラップ1ケプレゼント

33 ㈲中村薬局 薬・化粧品小売 中村綿蔵 中央1-5-12 当店オリジナルＪＯＶＹカードポイント2倍

34 だるま寿し 飲食（寿司） 三井政基 中央1-6-7 各部消防団での利用の場合、10％割引

35 ヤマトヤ文具店 文具販売 澤井裕昭 中央1-1-14 つるポイントカードのポイント2倍

36 時計・メガネ・宝石　充之多 時計・メガネ等小売 蓑田啓造 中央2-8-10 全商品20％割引（一部商品及び修理除く）更に粗品をプレゼント

37 ボンジュール 衣料・化粧品小売 上原幸子 中央2-3-7 つるポイントカードのポイント3倍

38 割烹　山富 飲食(割烹) 東山孝行 中央2-6-10 本人と家族のみ10％割引

39 しゃしんのイソ 写真 磯裕文 中央2-7-5 つるポイントカードのポイント2倍、満点カードは600円で使えます。

40 ㈲印刷エトリ 印刷・製本・デザイン制作 餌取一成 中央2-7-24 つるポイントカードのポイント2倍

41 ㈱佐野印刷 印刷・製本・デザイン制作 佐野龍一 中央2-7-3 消防団員・家族・消防団員と家族の勤務先のご注文はつるポイントカードのポイント2倍

42 マツダヤ靴店 靴・バックの販売修理 加藤和大 中央2-8-12 消防団家族は、5,000円以上お買い上げで全品10％割引
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43 野田のり茶店 海苔茶小売 野田義一 中央2-5-2 つるポイントカードのポイント3倍

44 枕家　ワタナベふとん店 寝具小売 渡辺稔 中央2-5-5 お買い物全商品10％割引

45 (株)中村酒店 酒類販売 中村幸雄 中央2-7-18 全商品10％割引

46 ニューヨーク上原 衣料販売 原田悟 中央2-5-3 合計金より8％割引

47 焼肉みなきん 飲食（焼肉） 吉川正一 中央2-4-2 ボトル焼酎半額、ノン飲酒の方ソフトドリンク１杯無料、さらにお会計が3千円以上の場合3％割引（但し、AM0：00以降不可）

48 手づくり和洋菓子ならや 菓子製造販売 奈良吉夫 中央3-4-7 3000円以上お買い上げのお客様粗品プレゼント

49 吉廣 飲食（割烹） 猿田睦子 中央3-6-26 食後のソフトドリンクサービス

50 割烹　ふるや 飲食（割烹） 古家辰夫 中央3-1-5 その時々で、対応します。

51 和処　天寿 飲食（割烹） 瀧口正裕 中央3-6-2

52 御菓子司すがや 和菓子製造販売 菅谷賢一郎 中央3-4-3 つるポイントカードのポイント2倍

53 富士見園　石川商店 茶類小売 石川兼男 中央4-1-2 会計より5％割引（茶類）

54 居酒屋　いわむら 飲食（居酒屋） 岩村好征 つる1-5-16 10名様以上で利用された場合10％割引、飲酒された場合送迎あり

55 ㈱森嶋商事 酒販販売 森嶋正人 つる1-14-17 つるポイントカードのポイント2倍

56 風間商店 酒・米販売 古屋克美 つる1-1-22 つるポイントカードのポイント2倍

57 モトヤ商店 灯油販売 野武健一 つる1-3-25 消防団家庭は配達灯油50リットル以上つるポイントカードのポイント2倍

58 ㈱タイヤセンター小林 タイヤ販売・修理 小林一有 つる1-4-21 タイヤ店頭価格より、20％割引（4ｔ庫以上除く）

59 スーパーうすい 食品小売 臼井高義 つる1-10-5 つるポイントカードのポイント2倍

60 寿司　もちづき 飲食（寿司） 望月慎太郎 つる1-5-17 8名様以上で利用された場合、焼酎ボトル1本サービス

61 食堂　くろき 飲食（食堂） 相原陽 下谷3-2-5 ライス大盛

62 はいから亭 飲食（レストラン） 井上健一 下谷3-8-11 10名様以上で利用された場合、焼酎ボトル1本サービス

63 まる源　焼肉 飲食（焼肉） 佐藤三樹男 下谷3-6-21 アイスクリームサービス

64 スターらんど 健康ランド 志村浩哉 下谷2450-1 入浴料金をいつでも500円

65 相川燃料店 ガソリンスタンド 鈴木光 玉川650-1 給油2,000円以上でドライブスルー洗車（水洗1回）無料（家族含む）

66 芭蕉　月待ちの湯 温泉 相川泰 戸沢874 入館料20％割引、消防団員本人のみ、当日入館券のみ対象

67 八起 飲食（中華） 志村邦昭 法能949 ビールは、50円割引、飲酒された場合送迎有

68 小俣うどん 飲食（うどん） 小俣英和 法能672-2 全メニュー50円割引

69 ㈱都留カントリー倶楽部 ゴルフ場 林昭臣 法能天神山1452 プレーフィが平日1000円割引、土日祝日2000円割引

70 堀内建築 建築 堀内孝則 法能407 住宅新築・リフォーム工事の方、火災報知器取付無料

71 山本鈑金 自動車鈑金・塗装 山本正志 法能921 鈑金塗装10％割引

72 めん処　寿美吉 飲食（そば） 青木浩 法能2494-1 消防団の方、1品サービス（サービス品はその時に応じて）

73 なかのや食堂 飲食（食堂） 渡辺国丸 法能2458 10名様以上で利用された場合、10％割引

74 レストラン　ミッシェル 飲食（レストラン） 幡野空海 法能779-7 食事注文の方、注文以外の料理一品サービス

75 シムラ自動車板金塗装工場 自動車板金・塗装 志村英和 法能2490-11 オイル交換20％割引

76 カイロプラクティック　kyo カイロプラクティック 京谷経司 法能410-4 施術料金10％割引

77 食事処　花膳 飲食（割烹） 藤本育子 法能550 ご飲食の会計より5％割引（サービスランチは除く）

78 杉本商店機械部 農林業・緑化・建設機械・販売修理 杉本米子 大野1892 チエンソー刈機、特価の値段よりさらに5％引

79 来入華 飲食（中華） 三宅徳明 小野338-1 10名様以上で利用された場合、焼酎ボトル1本サービス

80 アルバム 飲食（喫茶） 佐藤ゆかり 桂町1126-2 来店の方に手作りクッキーを進呈

81 高山精肉店 食肉販売 高山真人 桂町878 つるポイントカードのポイント2倍

82 ヤマザキＹショップ桂町店 コンビニ 山口平八 桂町877-1 全商品10％割引

83 桂ボディー 自動車鈑金・塗装 小林貞男 桂町1484-5 修理代金の10％割引、タイヤ交換無料
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上記の者は都留市消防団員であることを証明する。

平成 年 月 日
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84 鹿留ドライブイン 飲食（食堂） 井出正美 桂町1051 6名様以上で利用された場合、5％割引、飲酒された場合送迎有

85 福ふじ 飲食（うどん） 遠山久 夏狩1719 3名様以上で利用された場合、トッピング1種類サービス

86 手づくりパンの店まーころ パン製造販売 清水雅士 夏狩1719 ＰＭ5：00以降来店のお客様10％割引

87 氣ＴＡＫＡＹＡＭＡ 整体サービス 高山すみ江 夏狩1737-1 整体料金を10％割引

88 宝 ファミリー食堂宝来 飲食（食堂） 林久雄 大幡1517-9 10名様以上で利用された場合、焼酎ボトル1本サービス

89 食彩酒厨　きく屋 飲食（食堂・居酒屋） 中村一男 田野倉650 10名様以上で利用された場合、焼酎ボトル1本と料理等サービス

90 チュイール 飲食（レストラン） 小俣七誉 田野倉328-2 食後のコーヒー1杯サービス

91 くらや商店 食品・酒小売 谷内茂 古川渡553-1 消防団員は、つるポイントカードのポイント2倍（団員のみ）

92 山もとうどん 飲食（うどん） 山本道一 古川渡397-1 替え玉（小）とトッピング１種類サービス

93 食事処ふじや 飲食（食堂） 清水久雄 四日市場30-4 お食事1000円以上の方に小付を１品サービス

94 加藤自動車鈑金塗装工場 自動車鈑金・塗装 加藤克己 井倉1857-1 車検時にはオイル交換無料

95 スナック　居恋 飲食（スナック） 小俣昭象 古川渡558 10名様以上で利用された場合、焼酎1本、つまみ2品サービス

96 スナック　リバティ 飲食（スナック） 長田弘子 田野倉1334 その時に応じて、対応します。

97 ㈲うすい建築１級建築士事務所 住宅設計・施工 臼井久 与縄121-1 新築増改築時、確認申請図書作成代10％割引

98 ユニテック（株）ユニフォーム 水耕栽培野菜販売 野武一雄 与縄1186 植物工場による水耕栽培野菜全品10％割引
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