
協　賛　加　盟　店

 (注) 優待内容のご使用は、商品のご注文時にご提出・お申し出下さい。
 (注) 優待内容のご不明な点については、直接加盟店にお問い合わせ下さい。 
 (注) 全ての商品・製品・サービス等に適用されるものではありません。

法人名(屋号)
業種・取り扱い品目

所在地・電話
割引率等 条件・対象商品等

1  ROJI日本橋
 食品・菓子・酒類（日本橋漬もありま
す）
 日本橋1-1-1　TEL 3276-4162

 5%
 現金のみ/対象外商品有
 「饗（おもてなしの）市」

2 昭和西川株式会社
 寝具全般
 日本橋浜町1-4-15　TEL 5687-2722

 10%～20%
 カード可/対象外商品無し
 詳しくはバナー広告もしくは
 会員ページ会員優待券・資料室

3  (株)八木長本店
 鰹節・昆布海藻類・豆類・その他乾物
 室町1-7-2　TEL 3241-1211

 5%  現金のみ

4  (有)老舗日本橋貝新
 佃煮各種
 室町1-13-15　TEL 3241-2734

 10%  現金のみ

5  伊　勢　重
 スキヤキ等飲食/精肉等販売
 小伝馬町14-9　TEL 3663-7841

 3%～5%  現金のみ/対象外商品有

6  日本ばし吉田
 日本そば
 室町1-5-1　TEL 3241-3629

 10%  現金のみ

7  (株)榮太樓總本舗
 和菓子製造販売
 日本橋1-2-5　TEL 3271-7781

 5%  本店に限る

8  三井記念美術館
 美術品（日本・東洋の古美術）
 日本橋室町2-1-1-7F
 TEL 5255-5866

9  日本橋西川
 寝具・ベッド・ナイトウェア他
 日本橋1-5-3　TEL 3271-5531

 10%  カード可/対象外商品有

10  銅鉄美術の田中
 美術工芸品
 小伝馬町3-8　TEL 3661-2161

 5%  現金のみ/対象外商品有

11  (有)神　茂
 半ペン・蒲鉾・おでん種
 室町1-11-8　TEL 3241-3988

 5%  現金のみ/対象外商品有

12  (株)アンザイ
 事務用文具・スチール家具・印刷全般
 茅場町3-4-32　TEL 3661-8402

 10%～20%  現金のみ/対象外商品有

館蔵品展1,000円→800円
特別展1,500円→1,200円
※2023年4月15日から
大・高生チケットは割引なし

☆協賛加盟店一覧

会員特別優待券の代わりとしてご利用いただけます。

 
☆会員優待制度とは
日本橋法人会会員の皆様が登録された協賛加盟店をご利用の際、
あらかじめ当会と契約した内容のサービスを受けることができる制度です。

☆ご利用方法
ご利用には会員特別優待券が必要で、優待券に所定の事項をご記入の上、加盟店にお渡し下さい。 
スマートフォン・タブレット型端末等でも、会員専用ページにログインしていただき、「会員証」をご提示していただくことで



13  ギャラリー サンカイビ
 画廊・ヨーロッパおよび現代絵画
 浜町2-22-5　TEL 5649-3710

 5%～10%  カード可/対象外商品有

14  人形町 志乃多寿司 総本店
 寿司製造販売
 人形町2-10-10　TEL 5614-9300

 5%

 現金のみ/対象外商品有
 ランチ丼・週替り
 *領収書は会員企業名での
 　発行となります。
 *ご注文時に優待券のご使用を
   お伝え下さい。

15
 千疋屋総本店　日本橋本店
 デーメテール・フルーツパー
 ラー&レストラン

 果物調理及び洋食フランス料理
 室町2-1-2　TEL 3241-1630

 5%  現金のみ/対象外商品有

16  ミヤギ人形町店
 文具・事務用品販売
 人形町2-4-3　TEL 3662-6813

 10%  現金のみ/対象外商品有

17  （株）山本海苔店
 海苔
 室町1-6-3　TEL 3241-0290

 10%  カード可/対象外商品有

18  浜町センタービルクリニック
 診療所「人間ドック」
 浜町2-31-1　TEL 3664-6858

 10%  現金のみ/対象外商品有

19  （株）黒江屋
 漆器全般
 日本橋1-2-6　TEL 3272-0948

 10%
 カード可/対象外商品有
 具体的には係員におたずね下さい

20  (株)鶴屋吉信東京店
 和菓子製造販売
 室町1-5-5　TEL 3243-0551

 5%
 カード可/対象外商品有
 100千円以上は別途ご相談

21  （株）スイファ中央
 水道・電気・ガス・空調・各設備のメンテナンス
 人形町 2-17-10　TEL 3639-0308

 出張料 2,500円無料
 現金のみ/対象外商品無し

22  BIKINI PICAR
 カタルニア地方の本格スペイン料理
 室町2-2-1　TEL 6202-3600

 カード可/対象外商品有り
 ワンドリンクサービス・他

23  （有）紅とも
 和陶磁器（調度品）
 人形町 2-2-1　TEL 3667-6030

 10%
 現金のみ/対象外商品有り
 セール品

24  トラスト・レジデンス
 不動産賃貸・売買仲介
 八重洲1-4-20　TEL 3548-8433

 仲介手数料の50%
 現金のみ/対象外商品有り
 不動産売買の仲介手数料は
 対象外

25
 明光石油株式会社
 日本橋ガソリンスタンド店

 石油類、洗車、バッテリー、タイヤ、
 オイル、その他修理全般
 小網町 7-10　TEL 3666-9603

 10%～20%
 カード可/対象外商品有
 洗車：10%OFF
 タイヤ、バッテリー：20%OFF

26  株式会社 花慶
 生花・鉢物・ギフト物
 千代田区岩本町1-9-2　TEL 3866-8751

 5%  カード可/対象外商品有り

27
 （株）樋口本店
 スペースまる八

 貸会議室
 茅場町 1-12-2　TEL 3666-3636

 10%  現金のみ

28  東京洋菓子倶楽部
 洋菓子製造販売・喫茶
 日本橋浜町1-1-12　TEL 3865-4649

 10%  カード可/対象外商品有り

29   （株）にんべん
 鰹節食品製造販売
 室町2-2-1　TEL 3241-0968

 10%  カード可/対象外商品有り



30  （株）ニドー
 ニドー植毛相談所
 本石町4-2-17　TEL 0120-081-210

 30%  カード可

31  第一中央法律事務所
 各種法律相談・法的サービスの提供
 日本橋3-3-11　TEL 3281-7784

 初回法律相談無料
 現金のみ/対象外商品無し

32  日邦商事株式会社
 不動産の賃貸・管理・仲介
 投資用ビル貸事務所貸店舗の仲介
 日本橋2-3-19　TEL 3278-9333

 仲介手数料50%
 現金のみ/対象外商品有り

33  総合東京病院
 ＰＥＴ-ＣＴがんドック
 中野区江古田3-15-2
 TEL 3387-5462

 会員優待
 現金のみ/詳しくは
 会員専用ページをご覧下さい

34  岸本行政書士事務所

 相続・遺言等、暮らしの相談
 各種助成金・補助金申請等、事業の相談
 堀留町1-6-3-604
 TEL 050-6866-0571

 初回相談無料
 カード可/対象外商品無し

35  オフィスたかやま行政書士法人

 公正証書遺言・相続・補助金・助成金
 建設業許可申請・その他
 大伝馬町13-7
 TEL 5776-2444

 10%
 カード可/対象外商品有り
 ご依頼時に優待券の使用を
 お伝えください

36
 日本橋室町三井タワー
 ミッドタウンクリニック

 人間ドック
 室町3-2-1
 TEL 6689-2271

 5%  カード可

37  武藤株式会社
 漆器・ガラス・陶器・錫・ 和紙・和雑貨
 日本橋本町1-8-13
 TEL 3279-2221

 5%～15%  カード可/対象外商品有り

38  DX学校日本橋校
 IT導入支援、コンサルティング
 小伝馬町17-17
 TEL 3668-5801

 3%～5%
 支払い方法はご相談に応じます。
 初回相談無料、コンサルティング
 料金およびハードソフト購入割引

39  カラオケ館（全店舗）
 カラオケ館
 練馬区向山4-1-1
 TEL 3970-1205

 ルーム代で一般料金から0%～30%引き
 飲食代・飲み放題・パーティープラン など、
 他のサービス・クーポンとの併用は出来ません
 カード可/対象外商品有り


