
桐生商工会議所　会員サービスカード（KBICカード）サービス提供事業所一覧

●ホームページがある事業所については、桐生商工会議所内のKBICカード紹介ページにURLを掲載しています。

●KBICカードは桐生商工会議所の年会費をご納入いただいた事業所様へお送りしています。

●サービス加盟店登録数：１３５件 令和５年５月２４日時点

 事業所名 サービス内容 事業所名 サービス内容 事業所名 サービス内容

相生のお茶やさん　富士園茶舗 (株)オルビス（肉の夷） しせん　　相老駅店

【食品小売業】
相生町2-471-15
 0277-52-0419

【食品小売業】
堤町2-4-9
0277-22-8571

【飲食業】
相生町2-715-3
 0277-46-7022

上州菓匠 青柳 海鮮ダイニング 美喜仁館 桐生店 しせん　　運動公園店

【菓子製造販売業】
 本町5-364
0277-22-0303

【飲食業】
元宿町19-1
 0277-46-3420

【飲食業】
相生町3-431-7
 0277-55-2000

甘納豆の桐生堂 海鮮どんさん亭　新宿店 スイーツ バッカス

【菓子製造販売業】
 東1-10-39
0277-47-1710

【飲食業】
新宿2-5-7
 0277-46-5222

【洋菓子製造販売】
新宿3-13-26
 070-5010-7755

居酒屋　どん　本町店 かつ一群馬　桐生店 末広ラーメン

【飲食業】
 本町5-64-4
0277-22-8855

【飲食業】
相生町3-84
 0277-52-9800

【飲食業】
末広町3-29
 0277-22-5642

Eat（いーと） 割烹　すみ 寿司・和食　喜楽

【菓子製造販売業】
三吉町2-6-5
0277-45-1616

【飲食業】
本町5-56
 0277-44-5570

【寿司店】
相生町2-413-9
 0277-52-8880

イタリア料理　ＲＯＫＡ 割烹　中川
ステーキ★ハンバーグ専科
つかさ

【飲食業（イタリア料理）】
広沢町3-3819
0277-53-0561

【飲食業】
相生町1-357-6
 0277-51-4370

【レストラン業】
本町4-79
 0277-44-1462

伊東屋珈琲本店 カフェ　筬や（おさや）
ステーキハンバーグ
どんさん亭　桐生店

【飲食業（コーヒー）】
相生町2-588-75
0277-53-5053

【飲食業】
浜松町1-15-14
 0277-45-2281

【飲食業】
相生町3-84
 0277-52-9700

Itoyacoffee factory Café ＆ Dining emu（エム）
ステーキハンバーグ
どんさん亭　新宿店

【飲食業（コーヒー）】
仲町3-15-20
0277-46-7878

【飲食業】
織姫町3-33
 0277-47-3244

【飲食業】
新宿2-5-7
 0277-22-4129

梅田飯店 キッチンさわい Snack R

【飲食業】
梅田町4-7-8
0277-32-1085

【飲食業】
錦町3-1-35
 0277-45-1391

【飲食業】
本町5-65
 0277-44-2345

Angel Café 古民家caféらいむ Snack ＆ Bar　あかり

【飲食業】
末広町2-13
0277-43-9855

【飲食業】
宮本町1-1-31
 0277-32-3023

【飲食業】
仲町2-1-10
 0277-32-3536

おおとら食堂 SAZOU700 スナック銀杏

【飲食業】
東5-6-58
0277-44-6528

【飲食業】
相生町2-637-4
 0277-47-7271

【飲食業】
広沢町4-2093
 0277-54-8656

焼き芋専門店　おかけのお芋 シェフハヤカワ スナックこけし

【飲食業】 仲町2-9-17
【飲食業】
稲荷町3-5
 0277-22-3363

【飲食業】
仲町2-2-32
0277-46-0432

料金５％ＯＦＦ １０%ＯＦＦ

料金５％ＯＦＦ 料金５％ＯＦＦ
中華そばを４００円で提供
※カード１枚につき、２名まで有効
※注文時にご提示ください

１，０００円以上お買い上げの方に
オリジナル焼菓子プレゼント

木曜日のＰＭ６：００～ＰＭ８：００に
ご来店の方にグラスビールを１杯サービス

ソフトドリンク１杯サービス
もしくは　粗品プレゼント

飲
食
・
食
品
・
菓
子
等

煎茶、茶道具５％OFF　桐生市内配達無料

飲
食
・
食
品
・
菓
子
等

３，０００円以上お買い上げで５％ＯＦＦ

飲
食
・
食
品
・
菓
子
等

店内飲食の方にソフトドリンク１杯サービス
※ご注文の際にご提示ください

１，５００円以上お買い上げの方に
からっ風カリン１つプレゼント
（品切れの際は、同額程度のお菓子プレゼント）
※桐生市内店舗のみ

平日（月～金）ＰＭ５時以降
飲食代５％ＯＦＦ
※祝日、１０名様以上の宴会除く

店内飲食の方にソフトドリンク１杯サービス
※ご注文の際にご提示ください

お菓子プレゼント

珈琲豆500g以上お買い上げの方に、
カフェアメリカーノ(ホット／アイス)を
1つプレゼント

ウェルカムドリンク１杯サービス
※グループでのご利用も可

料金５％ＯＦＦ

麺類５０円引き
プチデザート・ソフトドリンク
・グラスワインのいずれか一品サービス
※ディナータイムに食事された方限定

カラオケ無料

ソフトドリンク１杯サービス
５名様までウェルカムドリンクサービス
※ディナータイム限定
※他券・サービス併用不可

ソフトドリンク１杯サービス

珈琲豆500g以上お買い上げの方に、
カフェアメリカーノ(ホット／アイス)を
1つプレゼント

１，０００円以上御飲食の方に
焼菓子１袋プレゼント
※清算の際にご提示ください

料金５％ＯＦＦ

ランチメニューご注文の方に、
デザート１品サービス

飲食料金の５％OFF
水曜日、木曜日に３名以上で来店の場合、
１グループにワインボトル１本サービス

お持ち帰り弁当ご購入金額１,０００円ごとに
５０円引き

ウェルカムドリンク１杯サービス
４人以上で焼酎ボトル１本プレゼント
女性にはソフトドリンク１杯

料金５％ＯＦＦ
ウェルカムドリンク１杯サービス
 ※グループでのご利用も可。

月曜日～木曜日のＰＭ７：００～ＰＭ８：００に
ご来店の方にグラスビール1杯サービス



事業所名 サービス内容 事業所名 サービス内容 事業所名 サービス内容

スナック トゥインクル (株)吉野家 岡田和裁研究所

【飲食業】
仲町2-5-26
0277-46-5591

【飲食業】
末広町9-5
 0277-22-0531

【和裁・きもの仕立業】
 仲町1-10-4
0277-45-0434

スナック　れもんぐらす 料亭　一婦美 小野眼鏡店

【飲食業】
仲町2丁目7-37

【飲食業】
 仲町2-2-29
 0277-44-3537

【メガネ小売業】
本町5-46 0277-45-2431

スパゲッ亭 加良 らーめん　もん吉 織元　毒武織物

【飲食業】
西久方町1-2-44
0277-22-6533

【飲食業】
相生町3-591
 0277-55-0808

【繊維製品製造販売】
 広沢町5-1793

0277-54-5137

ダイニングカフェ＆バー
Ｘ・Ｂ（クロス・ビ）

LOUNGE Pono 家具のホンダ 桐生店

【飲食業】
巴町2-1810-14
 0277-46-7719

【飲食業】
仲町2-6-26
 0277-47-6440

【家具・インテリア販売業】
錦町2-10-34
0277-46-1131

豊丸水産 桐生北口店 ランコントレ カナイ石油(株)

【飲食業】
宮前町2-10-2
 0277-20-7003

【パン・ケーキ】
 川内町3-126-1
 0277-46-9631

【燃料小売業】
広沢町1-2523
 0277-53-9115

中国料理　大龍 Rizz 喜多商店

【中国料理】
広沢町5-4722
 0277-55-1100

【飲食業】
相生町3-493-28
 0277-46-7233

【ｲﾝﾃﾘｱ・ｱｸｾｻﾘｰ製造・販売業】
 川内町1-250-1
0277-65-8016

(有)辻商店 レストラン　ラベイユ きものサロンおおさわ

【酒類販売業】
 天神町1-4-12
 0277-22-2811

【飲食業】
相生町1-277
 0277-53-5575

【着物小売業】
本町4-340
 0277-22-4948

手打ちうどん石臼挽手打ちそば

しみずや
藪塚屋 きもの処　きんでん呉服店

【飲食業】
新宿1-10-9
 0277-44-5780

【飲食業】
錦町3-1-4
 0277-44-7590

【着物小売業】
本町4-80
0277-43-5291

美食居酒屋　いろは本舗 朝倉染布(株) きものの青柳

【飲食業】
巴町2-1893-10
 0277-44-7525

【染色整理業】
浜松町1-13-24
 0277-44-3171

【着物販売レンタル業】
錦町2-2-19
 0277-45-2159

ブラスリー　アン・トラン アマゾン園 桐生うどんの里

【飲食業】
境野町2-817-11
 0277-20-8555

【熱帯魚、金魚、小鳥 小売業】
 浜松町1-4-1
0277-44-0373

【製麺業】
川内町1-254-1
0277-65-9030

萬福食堂 (株)アミコ (有)桐パック

【飲食業】
 東4-4-12
 0277-44-2670

【家具製造業】
 相生町5-204-16
 0277-53-3301

【段ボール製品企画製造・販売業】
 藪塚町2011-4
0276-78-2701

ミスタードーナツ
マーケットシティ桐生ショップ

梅澤呉服店 （株）桐生さくらや

【ドーナツ販売業】
相生町1-124-1
0277-53-9439

【着物小売業】
錦町2-5-21
 0277-44-4888

【学生服・洋服小売業】
本町5-60
0277-43-5113

焼肉しゃぶしゃぶ
どんさん亭　新宿店

（株）近江屋書店 Ｋしょっぷ

【飲食業】
新宿2-5-7
 0277-46-4129

【書籍文具・販売業】
本町4-77-1
0277-45-3270

【婦人・子供服小売業】
末広町3-11
 0277-22-4496

飲
食
・
食
品
・
菓
子
等

５曲カラオケ無料

飲
食
・
食
品
・
菓
子
等

漢茶かアイスウーロン１杯サービス

小
売
・
販
売

・きもの仕立代、きものお直し代10%OFF
・洗い張り、シミ抜き、紋入れ等
　一次加工代3％OFF

月曜日から木曜日の
ＰＭ９：００～ＰＭ１０：００に
ご来店いただきました方に
グラスビール１杯サービス

①お酒１本サービス
②宴会・食事会１０名様以上に
　一婦美特製焼酎１本サービス

メガネ一式半額　※一部商品除く

お食事をされた方にアイスクリームをサービス

餃子一皿２００円引き
※１人１枚まで　※人数制限なし
※ご注文の際にご提示ください
※他サービスとの併用不可

全商品１０％ＯＦＦ

ビール、ワイン、ソフトドリンクの
いずれか１杯サービス
※２杯以上ご注文のお客様限定

カラオケ無料

50,000円（税別）以上お買い上げで
商品券1,000円分プレゼント
※チラシ特別商品、処分商品を除く
※その他、特典との併用不可

１,０００円以上お買い上げで５％ＯＦＦ
スープまたはデザートサービス
・１組４名まで　・料理注文の方限定
・ランチタイム使用不可

呉服全般　他、和装小物、男物着物　１０％OFF

かき揚げサービス スタミナサラダうどん　１００円引き
・呉服全品１０％ＯＦＦ　・婦人服全品５％ＯＦＦ
・祭用品＆衣装５％ＯＦＦ・着付け教室入会金無料

会計１０％ＯＦＦ
デコレーションケーキご注文で
ナンバーキャンドルプレゼント

ガソリン・軽油　３円／L 割引

飲食代５％割引 グラスビール1杯サービス 取り扱い商品１０％OFF

ネット店舗で段ボール製品お買い上げで、
同商品をもう１枚プレゼント
楽店市場店　www.rakuten.co.jp/kiripack/
Yahoo!店　store.shopping.yahoo.co.jp/kiripack/

お買い上げ金額より１０％ＯＦＦ
（セット価格、物販商品を除く）

呉服全般、和装小物、婦人服　１０％OFF
※サービス品は除きます

学販、作家品除く５％ＯＦＦ

料金５％ＯＦＦ
文具１，０００円以上お買い上げの場合、
１０％ＯＦＦ
※一部の特価品は除く

全品１０％OFF

お代わりサワー１杯サービス

小
売
・
販
売

全商品　定価の１０％OFF
お衣裳をご成約された方に
クオカード５００円プレゼント
※その他、特典との併用不可

ソフトドリンク１杯サービス 店舗発行のサービス券を倍額プレゼント 売店販売品１０％OFF

食後のコーヒー又はウーロン茶一杯
※サービス注文時に提示

ソファー、チェアー、マット、ピロー
・（当社カタログ商品）２０％OFF
※設置送料もサービス
※ショールームは完全予約制



事業所名 サービス内容 事業所名 サービス内容 事業所名 サービス内容

(株)紅白生花店　錦町店
メガネハウスめいしゅう
桐生店

(株)エスシステム

【生花・販売業】
 錦町2-6-32
0277-22-3215

【メガネ小売業】
巴町1-1116-12
 0277-46-1177

【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発IT系ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ】
 本町4-323ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙ
 0277-22-6831

後藤酒店
メガネハウスめいしゅう
みどり大間々店

エム・ドット

【酒類小売販売】
 東5-1-30
0277-44-3345

【メガネ小売業】
みどり市大間々町大間々19-18
 0277-70-1100

【撮影】
 永楽町7-43 3階
 0277-46-9400

作務衣専門店　和粋庵
メガネ・宝石・時計
 (株)福田時計店

絵夢ぱれっと

【和装製品製造販売業】
境野町6-429-1
0277-44-9084

【メガネ・宝石・時計　小売業】
東町808　0277-45-2383

【美容業】
広沢町2-3114-4
0277-52-0708

周敏織物（株） (株)モギカバン店 大内栄＋空間工房

【金襴織物】
広沢町5-1336
0277-52-7290

【小売業】
本町5-369
 0277-22-3824

【建築設計・店舗デザイン】
本町2-5-19
0277-22-2821

生花店 花昇 （株）矢野園 (株)オリエンタライズ

【生花販売業】
川内町1-22-9
0277-46-9387

【小売業】
本町2-6-30
0277-45-2925

【看板・ＰＲ用品製造販売】
広沢町6-395-6
0277-47-7720

綜合寝具乃なか ゆかた屋さん
カーケアサービス
(株)グッドスタイル

【寝具製造販売業】
錦町1-9-20
0277-44-4696

【ゆかた販売業】
末広町9-14ｸﾞﾘﾝﾐﾗｲ1F
 0277-30-3016

【修理業】
広沢町6-90-1
 0277-46-9940

バスルームにトイレ、キッチンも！

鈴木風呂店 桐生店
リサイクルマート
MEGAドン・キホーテ桐生店

桐生グランドホテル

【設備工事業】
堤町2-3-14
0277-22-0742

【リサイクル事業】 永楽町5-10
MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ桐生店B1F
 0277-43-7888

【サービス業】
相生町5-111-3
 0277-53-6211

バスルームにトイレ、キッチンも！

鈴木風呂店 笠懸店
料理道具の谷 桐生信用金庫 本店営業部

【設備工事業】
笠懸町阿左美453-6
 0277-76-0888

【料理道具全般販売業】
堤町2-2-46
0277-47-0123

【金融業】
太田市浜町81
 0276-45-8181

(株)土田産業 アール　ねこの手 サロンドキラ　たかせい

【染色業】
新宿２－２－２１
 0277-45-2820

【清掃業】
桐生市相生町2-876
 090-3149-5628

【化粧品卸・ｴｽﾃ業】
相生町2-963-63
 0277-40-2611

(株)花のにしはら IBS社労士事務所
指圧・マッサージ
あまゆび

【生花販売業】
本町2-1-15
 0277-22-7623

【社会保険労務士業】
足利市小俣町1690-7IBSﾌﾟﾗｻﾞ2階
 0284-62-5477

【指圧・ﾏｯｻｰｼﾞ業】
 相生町2-963-63
 0277-40-2611

(株)彦部科学 赤城観光自動車(株) 重要文化財　彦部家住宅

【照明器具製造・販売業】
 広沢町6-873
0277-53-5511

【旅客業】
大間々町大間々616
 0277-72-2717

【観光】
広沢町6-877
 0277-52-6596

メガネのイースト１　桐生店 イガワ工業(株) 須永花火　田島煙火工場

【メガネ・補聴器販売】
本町6-4
0277-43-8001

【管工事業】
相生町5-537-5
 0277-52-3571

【煙火製造・販売業】
名草上町宇広木1848
 0284-41-9203

メガネのイースト１
さくらもーる本店

梅田のお山のドッグラン
FORESTRIP

セレモニーホール板場

【メガネ・補聴器販売】
大間々町大間々40さくらもｰる店内
0277-73-5551

【ドッグラン】
 梅田町3-407-3
 0277-46-8097

【葬祭業】
相生町1-628-10
広沢町1-2915 0277-55-5571

全商品５％ＯＦＦ 全品５％ＯＦＦ 施行金額２０％OFF

通常４，３５０円（税別）のさわら湯桶を
特価２，８５０円（税別）で販売

店内商品ご購入の際　１０％ＯＦＦ

ご宿泊者様にテラスラウンジにて、
ウエルカムドリンクサービス！
・ドリンクは、コーヒー、その他ソフトドリンク
・ＰＭ３：００～ＰＭ７：００の間

メガネレンズお買い上げの方通常の約３倍傷に
強く、汚れやほこりもつきにくい「タフコート」
（４，０００円相当）オプションをプレゼント

【新規のお客様限定】
・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄde形状記憶ﾊﾟｰﾏ ﾜﾝﾌﾟﾗｲｽ10,000円
・M3Dﾊｰﾌﾞｶﾗｰ(ｼｬﾝﾌﾟｰ、ｶｯﾄ込)ﾜﾝﾌﾟﾗｲｽ10,000円
さらに、次回使える商品券５００円分をプレゼント

別註のテーブルセンター、風呂敷、マスク、
スカーフ等の製品を提供させて頂きます。
端布の販売しています。

会計金額５％ＯＦＦ
※桐生本店のみ　※ランドセル・赤札品除く
※他特典との併用不可

・建築設計・店舗デザイン・建物リノベーション
・土地活用等の相談について、初回無料実施
・業務にかかわる費用を１０％ＯＦＦ（実費除く）

会計金額１０％ＯＦＦ
お買上１，０００円毎に（お米除く）
一煎茶プレゼント

１万円以上のポスターパネル、スタンド看板
購入でポスター１枚プレゼント（データ支給）
※デザイン費は別途

小
売
・
販
売

フレーム・レンズ１０％ＯＦＦ
（５，０００円以上）

専
門
サ
ー

ビ
ス

パソコン、タブレット、スマートフォンやバーコード、
QRコードリーダー等の情報機器を用いたシステムの
導入や構築に関するコンサルティングを
90分間無料にて対応

５％OFF（ギフト券・タバコは除く）
フレーム・レンズ１０％ＯＦＦ
（５，０００円以上）

プロフィール撮影 ￥38,500（税込）
→５０％OFF（￥19,250（税込））

５，０００円（税抜）以上お買い上げの方に、
足袋ソックスプレゼント

照明器具　税抜金額から１０％OFF
① 自社ツアー代５％ＯＦＦ
② 貸切バス利用時、積み込み・飲み物
　 サービス等特典

入館料１０％ＯＦＦ

フレーム・レンズ１０％ＯＦＦ
（一部除外品有）

水洗化及び下水切替工事・見積りより
１０％OFF
※漏水修繕も割引にて対応

個人・企業様の記念やイベント等で
花火の打ち上げをして頂けたら
花火玉の模擬玉をプレゼント！
※火薬類取締法の条件下のもとでおこなう

通常４，３５０円（税別）のさわら湯桶を
特価２，８５０円（税別）で販売

店内商品５％ＯＦＦ（一部商品除く）

しんきんカード
(VISAｸﾗｼｯｸ法人ｶｰﾄﾞ、VISAｸﾗｼｯｸｶｰﾄﾞ)を
新規契約した場合、初年度年会費を無料
対象期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

mimimo shop商品一点につき１００円引き
（SALE品、及び一部商品を除く）
（クーポンなどの割引との併用不可）

専
門
サ
ー

ビ
ス

店舗・オフィスのクリーニング10％OFF
エステティック・ボディケア
税抜５，０００円以上の施術の
正規料金より１０％ＯＦＦ

店内商品１０％ＯＦＦ
ただし、墓参用仏花、榊、サービス品、
配達品を除く

助成金診断（通常１万円）無料
肩こり解消コース（６，０００円税抜）を
１０％ＯＦＦ

フレーム・レンズ１０％ＯＦＦ
（一部除外品有）

新規の方、入会費５００円ＯＦＦ
ペット供養品１０%ＯＦＦ
仏壇、仏具、位牌２０％ＯＦＦ
線香５％ＯＦＦ

小
売
・
販
売

店内商品５％OFF（来店時のみ）



事業所名 サービス内容 事業所名 サービス内容

綜合葬祭サービス
(株)水越

ポーラザビューティー
桐生店

【葬祭業】
 仲町3-8-2
 0120-45-2660

【専門サービス業】
広沢町3-3778-1
0277-52-0778

太陽印刷工業(株) (株)ほしのドライ

【印刷業】
三吉町2-7-53
 0277-53-0561

【クリーニング業】
広沢町3-4082-2
0277-54-1177

ダスキンヘルスレント
桐生ステーション

リズ美容室

【サービス業】
広沢町2-3425-1
 0277-54-1831

【美容業】
相生町2-624-20
0277-55-0771

つるや・スタジオラヴィ
(株)山根商事
ダスキン新宿支店

【貸衣装・フォトスタジオ】
新宿1-8-1
0277-45-2548

【サービス業】
 新宿3-9-43
0277-43-8400

東毛式典　なごみホール (株)桐生ソウイング

【葬儀社】
境野町4-861-4
 0277-47-0903

【自動車シート製造加工業】
山之神町505-1
0276-46-6115

戸田屋 (株)協和

【葬祭業】
本町6-388
 0277-45-2762

【精密板金製造業】
笠懸町鹿2107-1
0277-76-1661

トヨタ
ドライビングスクール群馬

佐伯商事(株)
黒保根エコプラント

【自動車教習所】
境野町7-1864‐20
0277-44-0601

【産業廃棄物処理業】
黒保根町下田沢1900-813
 0277-96-3331

NEXTAGE SCHOOL ココロリハビリジム

【教育】
錦町１－８－３－TCビル2-B
 0277-88-9302

【フィットネスジム】
広沢町6-909
0277-32-3404

パークイン桐生

【ビジネスホテル】
巴町2-2-3
 0277-22-8910

Barber Maple

【理容業】
小梅町4-23
 0277-47-7433

Beauty Salon COCO

【美容業】
広沢町4-1971-30
 0277-66-9359

福祉用具プラザ
ライフネット

【福祉用具販売、レンタル】
 元宿町10-16
0277-22-7731

ヘアポイントりょう

【理容業】
広沢町1-2576-2
 0277-52-4118

専
門
サ
ー

ビ
ス

・店舗内お線香・仏具類　１５％ＯＦＦ
・葬儀用御供物類　１０％ＯＦＦ
・葬儀代金　ホール使用料値引き
　及び 会葬品、お引き物　１０％ＯＦＦ

専
門
サ
ー

ビ
ス

エステでヘッドケアサービス（２，２００円）
＆ボディーシャンプーミニプレゼント

当社でご注文いただいた方に、
オリジナルの色つきの折り紙をプレゼント

会計時１０％OFF
（皮製品・きもの・布団・じゅうたん等の
　特殊品は除く）

福祉用具、介護用品の取扱い販売商品１０％ＯＦＦ

店内表示割引価格のさらに５％ＯＦＦ
（介護保険利用商品は除く）

高濃度酸素体験や機器によるマッサージか
１００円引き

入学金半額

ス
ポ
ー

ツ

入会手数料無料

ご宿泊のお客様おひとり様１本
「尾瀬のおいしい水　ぐんまちゃん」プレゼント

提示価格より１００円引き
※他の割引と併用不可

施術代３，０００円以上で１０％ＯＦＦ
（まつ毛カールとエステは除く）

カットとカラー又はパーマ利用者に
ポイントメイクと写真撮影
写真（L版）をプレゼント

・レンタル衣装８，０００円以上２０％ＯＦＦ
・撮影焼増 プレゼント（１枚）

・事業所・一般家庭のお掃除サービス料金10%OFF
・害虫駆除サービス料金10%OFF
※キャンペーン期間は除く

・仏壇 カタログの２０％ＯＦＦ
・仏具・線香　１０％ＯＦＦ
・供物（廻り灯篭・盛篭・盛線香）１０％ＯＦＦ
・生花５％ＯＦＦ、遺影写真１０％ＯＦＦ

工
場
等

粗品プレゼント

お線香、お香１０％ＯＦＦ 工場見学

車種に応じて３，３００円～
１１，０００円の範囲で講習料金を割引
※キャンペーン料金との併用不可

取扱い品目廃棄物の搬入で粗品プレゼント
ＫＢＩＣカードサービス加盟店への

ご登録を随時受け付けております

新型コロナウイルス感染症の影響により

サービス内容が変更となる可能性があります

３密の回避

ソーシャルディスタンスの徹底

マスクの着用

検温・手指消毒等

ご協力をお願いいたします


