
営業品目                              特  約  店  名 サ-ビス内容（2021年度）
武蔵総本店（とんかつの武蔵グループ）
豊橋市藤沢町115

☎0532-46-3232

豚しゃぶ・とんかつ・蕎麦武蔵園
（とんかつの武蔵グループ）
豊橋市山田一番町60ランドビュー山田の杜1F

☎0532-37-6347

各種仕出し・盛り合せ・お弁当など

武蔵　お届け料理センター（とんかつの武蔵グループ）
☎0120-489-634

超グルメ回転すし武蔵丸（とんかつの武蔵グループ）

豊川本店：豊川市馬場町御堂前７４
藤沢本店：豊橋市藤沢町114
豊橋三ノ輪店：豊橋市三ノ輪町本興寺10-8

☎0533-84-0117
☎0532-45-6340
☎0532-69-3232

炎の遊食家壱勢（とんかつの武蔵グループ）
豊橋市広小路一丁目37-4いちらくビル2F（豊橋広小路店） ☎0532-39-6342
と　やまと食堂（とんかつの武蔵グループ）
豊橋市神野新田町宮前69

☎0532-45-4147

みそかつ和食むさし（とんかつの武蔵グループ）

豊川市伊奈町新屋251
☎0533-78-4900

萬珍軒
豊橋市新本町28

☎0532-53-7954

～５％OFF(ランチ，宴会は除く)
※クレジットカード，ポイントカードとの
　併用不可
※組合員本人の利用の場合のみ

THE GARDEN・RESTAURANT KEI
ホテルアークリッシュ豊橋内
(ガステックサービス株式会社グループ)
豊橋市駅前大通一丁目55

料理・飲物10％OFF
※組合員本人の利用の場合
※会計の際，EMカードを提示
※予約の場合，EMカード利用を知らせる

T GARDEN　ｂｙ　Ａ．Ｒ．Ｔ
(ガステックサービス株式会社グループ)
サーラプラザ内
豊橋市駅前大通一丁目55

謝謝 駅前店
(ガステックサービス株式会社グループ)
豊橋市大通１－１３５

焼肉　丸金
蒲郡市府相町堀込995-4

☎0533-69-5019 飲食代５％OFF

カルビ一丁（甲羅グループ）
豊橋店　　　：豊橋市藤沢町117
豊川店　　　：豊川市牧野町野畔28-2
花田店　　　：豊橋市花田町中ノ坪２３

☎0532-37-5300
☎0533-83-8880
☎0532-31-8886

大東園
小向店　　　：豊橋市小向町蜂ヶ尻8ｰ1
平川店　　　：豊橋市平川町26－1
豊川店　　　：豊川市下長山町高畑18－1

☎0532-32-5481
☎0532-66-3333
☎0533-80-2929

赤から豊橋曙店（甲羅グループ）
豊橋市曙町字松原8

☎0532-47-1501

福寿軒(洋菓子)
蒲郡市栄町9-37

☎0533-68-2876
喫茶利用の際にポイントカード贈呈
(500円で1ﾎﾟｲﾝﾄ/合計30ﾎﾟｲﾝﾄで500円引き)

オオタスポーツ
豊橋市柱八番町23-1

☎0532-46-2122 10～20％OFF

ウシダスポーツ
豊橋市前田南二丁目12-11

☎0532-53-5642 10～20％OFF

ヤマモトスポーツ
豊橋市大岩町佃19

☎0532-41-2834 10％OFF

アルプス
豊橋市広小路三丁目64

☎0532-54-8582 10～20％OFF

きんばらスポーツ
蒲郡市元町18-8

☎0533-68-2926 10～20％OFF

テニスショップ　たけがわ
豊橋市菰口町二丁目60

☎0532-31-4515 10～20％OFF

株式会社シーオーエートヨジム
豊橋市佐藤五丁目19-12

☎0532-66-2000

・注文はFAXのみ。
・定価より30％OFF（特価品を除く）
・商品の受渡しは，注文後，店舗にて行う
・精算は商品の受け渡し時に

プラザA　岩田店
豊橋市中岩田一丁目13-16

☎0532-61-1426
中学・高等学校の制服が組合員特別価格
小学校・中学校の体操服５～10％OFF
文具10～20％OFF

不二商会
豊橋市前田南町一丁目16-5

☎0532-54-7１71
通常価格より20％OFF(奉仕価格「赤札」を除く)
※お取り寄せ品は別途見積り
※クレジットカード不可

するが屋
豊川市光明町二丁目7

☎0533-86-2509
文具・事務用品20～30％OFF
割引商品・一部商品を除く

飲 食

５％OFF
※ランチメニュー，宴会は除く
※他の特典，割引との併用不可
※クレジットカードでの支払い不可

８％OFF

ス ポ ー ツ
用 品

文 具

☎0532-51-1111
（ｱｰｸﾘｯｼｭ代表） 料理・飲物５％OFF

※組合員本人の利用の場合
※会計の際，EMカードを提示
※予約の場合，EMカード利用を知らせる

２０２１年度　東三河教職員組合特約店

東三河教職員組合特約店でEMカードを提示すると各種サービスが受けられます。
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営業品目                              特  約  店  名 サ-ビス内容（2021年度）
葦元
豊橋市曲尺手町52-2

☎0532-54-5488
標準学生服・セーラー服10％OFF
(一部除外品あり)

ス （カネス）鈴木呉服店
豊橋市魚町59

☎0532-54-5911 ～10％OFF

ブティック　コバヤシ（小林衣料店）
蒲郡市形原町石橋46-1

☎0533-57-2446 10％OFF

呉服の山正山崎
豊橋市南栄町字空池8-100

☎0532-47-1101
和装用品５％OFF（特別価格は除外）
着付け教室　本科　３か月コース（12回）
〈前結び〉　入会金　授業料　無料サービス

アルデックス（aldex)　豊橋店(ｽｰﾂ)
豊橋市菰口町二丁目60

☎0532-32-5138 10～20％OFF

バルコン　スズトヨ(ｽｰﾂ)
豊橋市大村町字橋元83

☎0532-54-4129

・メンズ＆レディースオーダースーツ仕立て上り
　　33,000円（税別）を28,000円（税別）
・その他，通常価格より10％OFF(ｾｰﾙ品を除く)
・セール品のスーツ注文の場合はDX仕立て（5,000円相当）を
サービス

ＦＡＲＲＥＬＬ（婦人服・子供服）
豊橋市花園町23

☎0532-52-7581 10％OFF

靴 靴のシライ
豊橋市駅前大通三丁目65

☎0532-52-0080 ～10％OFF

クリーニング
マサキクリーニング
本社・東三河各支店
豊橋市大村町桜島47

☎0532-52-7663

・有料会員制店舗
　　新入会・更新時に金券500円分進呈
・その他一般店舗
　　ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（一般衣類）10％OFF
　　ﾃﾞﾗｯｸｽ加工代金　　　　 10％OFF
※上記サービスは，その他のサービスとの併用不可

ミ シ ン 大羽ミシン
豊橋市前田町二丁目17-6

☎0532-52-1661
ミシン　店頭価格より５～10％OFF
※部品・修理代を除く

松屋時計店
豊橋市札木町57

☎0532-52-5671
メガネ一式（フレーム・レンズ）半額
貴金属（店頭在庫のみ）　　　　半額
その他貴金属　　　　　　　　20～30％OFF

メガネの岡田
豊橋市神明町6（広小路４丁目）

☎0532-55-5167
10～20％OFF
メガネクリーナーまたはメガネスタンドをプレゼント

メガネの鈴木
豊橋市前畑町100-9

☎0532-52-0743 50％OFF

メガワールド
豊橋市平川本町三丁目7-14

☎0532-66-5777
メガワールド割引価格よりさらに５％OFF
※他の割引との併用不可

西川時計店
豊橋市大手町138

☎0532-54-2751
・結婚指輪，婚約指輪　当店通常価格より10％OFF
・パールジュエリー　　当店通常価格より10％OFF
※一部割引対象外商品あり

近畿日本ツーリスト株式会社
三河支店
岡崎市康生通り南3-11岡崎東ビル3Ｆ

豊橋営業所
豊橋市広小路二丁目6吉見ビル2F

☎0564-23-3121
☎0532-54-6410

国内旅行「メイト」　３％OFF
※「宿泊企画」「ＪＲセット商品」は２％OFF
海外旅行「ホリディ」３％OFF
※一人あたりの旅行代金が２万円以上
　現金，もしくはKNTカードの精算のみ

東武トップツアーズ（株）豊橋支店
豊橋市藤沢町141

☎0532-47-0109 国内，海外パックツアー３％OFF

名鉄観光サービス（株）豊橋支店
豊橋市駅前大通二丁目29

☎0532-54-8241
当社募集型企画商品３％OFF
（国内・海外・宿泊企画商品）
※一部割引対象外商品あり

タイヤガーデン新城
新城市野田字上市場25-11

☎0536-23-2651

タイヤ　店頭表示価格より20～30％OFF

バッテリー　40B19  5,300円
            55B24 12,500円
エンジンオイル　10Ｗ-30　 540円／ℓ
　　　　　　　　 5Ｗ-30　 702円／ℓ
　　　　　　　　 0Ｗ-20 1,080円／ℓ

伸協自動車
豊橋市磯辺下地町東坪65-2

☎0532-46-1181

新車・中古車整備，販売
車検・一般修理時　20％OFF（工賃のみ）
代車無料（引取も伺います）
点検（12か月，6か月）20％OFF（工賃のみ）
車検・点検の時エンジンオイル半額サービス

(有) イチハラオート
豊橋市三本木町新三本木116-2

☎0532-45-7557

新車・中古車整備，販売
車検点検整備　工賃20％OFF
代車無料（引取も伺います）
各種保険手続サービス

NTP-VG株式会社Volkswagen
豊橋下地店
豊橋市下地町境田93番地

☎0532-53-8511
車検・点検・タイヤ・バッテリー10％OFF
※他のキャンペーン等との併用は不可

住 宅 内田建設
豊橋市曲尺手町68

☎0532-53-3771
新築・リフォームともに，プランニングと見積もりを無料で対
応

家 具 原家具店
新城市橋向19

☎0536-22-1236
特別価格よりさらに５％OFF
（一部除外品あり・現金での支払いに限る）
メーカー上代より10～40％OFF

今泉カメラ
蒲郡市元町20-1

☎0533-68-3690 デジカメプリントを優待価格にて

スズキカメラ
蒲郡市形原町御嶽62-1

☎0533-57-3538
10～20％OFF
（対象外商品あり，組合員のみ）

衣 料

眼 鏡

時 計

旅 行

自 動 車

カ メ ラ

厚生特約店　2 / 3 ページ



営業品目                              特  約  店  名 サ-ビス内容（2021年度）

カ ー テ ン

サンレジャン
蒲郡店：蒲郡市府相町新井前894-2
豊橋店：豊橋市忠興町一丁目4-22
豊川店：豊川市本野町東浦19-1

☎0533-69-0031
☎0532-66-1131
☎0533-56-8831

持ち帰り品　通常価格より　10％OFF
オーダー品　見積り金額より10％OFF
※どちらも一部除外品あり

山野愛子どろんこ美容
クレスティサロンＲｉｃｈｅ
豊川市市田町中新屋9

☎0533-89-0785 
フェイシャルエステ・リンパマッサージともに，施術料金15％
OFF

株式会社ポーラ
エステイン牟呂店
ポーラ豊橋みなみ
豊橋市草間町二本松73−3

POLA THE BEAUTY
イオンタウン豊橋　橋良店
豊橋市橋良町字向山20-1

マーメイド田原店
田原市東赤岩四丁目10

伊良湖シーパーク＆スパ店
田原市伊良湖町宮下２８２２－２

☎0532-47-1890
☎0120-939-820

☎0800-200-2211

☎0531-37-5011

☎0531-35-1500

エステ予約でベストコスメサンプル進呈
月替わり「教職員限定」キャンペーン実施
一品からでも職場にお届け

ロワジールホテル豊橋
豊橋市藤沢町141

☎0532-48-3131

宿泊：変動料金の最安値
レストラン：10％OFF
個人主催の宴会・婚礼：料理・飲物代10％OFF
※一部除外商品あり

ホテルアークリッシュ豊橋
(ガステックサービス株式会社グループ)
豊橋市駅前大通一丁目55

☎0532-51-1111

宿泊…組合員本人　スタンダード9,000円～
　　　朝食割引あり
　※予約の場合に限る
宴会…料理・飲み物５％OFF
　※組合員本人主催＆組合員本人支払の場合
婚礼…組合員本人　料理・飲み物５％OFF
　　　新郎新婦へ宿泊ルームプレゼント
※予約の際，EMカード利用を知らせ，会計時
　にEMカードを提示

ニュー東洋ホテル１
豊橋市白河町2

ニュー東洋ホテル２
豊橋市八通町98-1

☎0532-32-7000

☎0532-33-1000

宴会（料理代金）５％OFF
宿泊代金　　　　10％OFF

ホテル シーパレスリゾート
豊橋市神野新田町ミノ割1-3

☎0532-32-8811
宿泊（１泊２食付基本料金より）10％OFF
レストラン　　　　　　　　　　５％OFF
宴会　　　　　　　　　　　　　５％OFF

貸 衣 装 株式会社ダイワ衣裳店
豊橋市東新町73-23

☎0532-55-8111 10％OFF　※貸衣装もあり

イズモホール豊橋貴賓館(出雲殿グループ）
豊橋市東新町115

☎0532-55-1000

イズモホール東脇(出雲殿グループ）
豊橋市東脇2-12-3

☎0532-33-1900

イズモホール西幸(出雲殿グループ）
豊橋市西幸町字幸88-1

☎0532-48-5200

イズモホール桜丘(出雲殿グループ）
豊橋市牛川町郷道11-1

☎0532-62-5300

イズモホール高師(出雲殿グループ）
豊橋市上野町上野124-2

☎0532-45-6111

イズモホール三河田原(出雲殿グループ）
田原市田原町二ノ丸17‐3

☎0531-23-7333

イズモホール豊川(出雲殿グループ）
豊川市千歳通3-13-1

☎0533-86-0055

イズモホール八幡(出雲殿グループ）
豊川市八幡町弥五郎24

☎0533-83-2311

イズモホール金屋(出雲殿グループ）
豊川市中央通4-7

☎0533-86-0055

イズモホール小坂井(出雲殿グループ）
豊川市伊奈町縫殿26-339

☎0533-72-5551

ティア豊橋（葬儀会館TEARグループ）
豊橋市向山大池町7-17

☎0532-66-0700

ティア豊橋南（葬儀会館TEARグループ）
豊橋市牧野町158-3

☎0532-38-5400

ティア豊橋西（葬儀会館TEARグループ）
豊橋市下地町字瀬上22-1

☎0532-54-2700

美 容

宴 会

宿 泊

宿 泊 三河湾リゾートリンクス
西尾市吉良町大字宮崎字中道下15

☎0563-32-3721
（予約センター番号）

予約時に会員番号18-0101-04 と，法人特約企業・東三河教員組
合と必ず伝える
（お盆・年末年始は宿泊対象外）予約は２ヶ月前から，特定期
間は１か月前からの受付
予約受付時間　月～土9:00～19:00（日・祝日除く）

ホ-ル使用料　　 30％OFF
祭壇・仏壇・仏具20％OFF
生花・花環・墓石10％OFF
※詳細は各セレモニーホールへ問い合わせ

66万円以上の祭壇を選んだ場合に特典あり
※詳細は豊橋教組厚生部長または各会館へ問い合わせ

葬 儀
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