
中部地区　会員証提示　指定割引契約店
Ｒ元.5.1現在　　

区分 施設名 住所・電話 割引品目・割引内容
ホテルアソシア静岡 静岡市葵区黒金町56

℡054-254-4141
飲食代金の総額５％OFF
※ホテル内レストラン7店舗すべて対象
　　　（但し、正月・クリスマス期間は除く）
会員と同伴者何名でも可

ホテルセンチュリー静岡 静岡市駿河区南町18-1
中国料理「翡翠宮」 ℡054-284-0111（代表）
日本料理「花凜」
鉄板焼「けやき」
オールデイダイニング
　「THE　TABLE」
バー＆ラウンジ「エマイユ」
焼津グランドホテル 焼津市浜当目1489

℡054-627-1121
焼津四川飯店＆ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ 焼津市西小川3-6-1

℡054-626-4000
静岡グランドホテル中島屋 静岡市葵区紺屋町3-10

℡054-253-1151
藤枝四川飯店＆ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ 藤枝市田沼1-23

℡054-634-4000
リンガーハット 静岡インター店 お食事された方に杏仁豆腐プレゼント

※会員と同伴者併せて3名様まで※記載店舗以外は利用不可

やきとり道場 静岡紺屋町店
　静岡市葵区紺屋町4-9
　℡054-275-2561
浜松鍛冶町店　℡053-450-8239

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

はとばキッチン 静岡市清水区入船町13-15
エスパルスドリームプラザ1階
℡054-354-3370

食事代5％割引（アルコールは除く）
※５名まで

ホテルサンルート
清水成都飯店・雄山

静岡市清水区相生町8-8
℡054-352-1221

お食事代金の5％OFF（他割引との併用不可）

かつや 静岡聖一色店 丼または定食（税込500円以上）をお召し上がりの会員様、お一人様１００円引き

※会員と同伴者併せて3名様まで※記載店舗以外は利用不可

ワインばる ブロシェット 静岡両替町店
　静岡市葵区両替町2-7-42
　滝浪ビル1Ｆ
　℡054-252-1700

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

ケンタッキーフライドチキン 焼津店・清水インター店・榛原店
藤枝店・富士店・静岡店・静岡ＳＢ
Ｓ通り店・草薙店

商品をご購入された方にドリンク（S）又はポテト（S）プレゼント
※会員と同伴者併せて3名様まで※記載店舗以外は利用不可

バーガーキング 島田店　島田市道悦1-13-24
　　　　　　℡0547-36-7800

飲食代金の総額より10％OFF
※他のサービスとの併用はできません

さかなや道場 藤枝駅南店　℡054-634-1777
清水駅前店　℡054-371-0055
富士北口店　℡0545-65-8081
新富士店　　 ℡0545-66-1551

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

はなの舞 藤枝北口店　℡054-645-5700
焼津南口店　℡054-621-5300
浜松鍛冶町店　℡053-413-6431
富士北口店　℡0545-66-2030
富士宮駅前店　℡0544-21-0055

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

日本料理「杉茶寮」 藤枝市青木2-35-30　小杉苑1階
℡054-641-3117

お食事（料理、飲み物）代金を10％割引
現金支払いのみ（クレジットカード不可）

和喰感「味杉」 藤枝市駅前1-9-6
℡054-646-1331

お食事（料理、飲み物）代金を10％割引
現金支払いのみ（クレジットカード不可）

知夢仁 藤枝南口店
　藤枝市前島1-7-3ＢＥ1ビル1Ｆ
　℡054-634-2017

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません
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　　　レストラン５％割引（他の各種割引との併用不可）
　　　※イベント・プラン商品は割引除外の場合あり

　　　レストラン・宿泊基本料金　10％割引（ろうきんマイプランクラブ）
　　　※１グループ5名まで
　　　※その他割引等と併用不可



静波スウィングビーチ レストランの食事料金 １０％引き（イベント企画商品、お飲物は除く）

１泊朝食の料金割引 （１室大人２名以上の大人１名の料金）
平   日 ： ６,８００円 を ６,１２０円（シングル利用は１，２００円増）
休前日 ： ７,８００円 を ７,０２０円 （シングル利用は２，０００円増）
※年末年始・ゴールデンウィーク・特別料金期間等ホテル指定日は
除く。
会員証提示で会員と同伴者併せて5名まで割引可能
会員証はご利用の事前にお申し出ください

おひさま食堂 榛原郡吉田町神戸2143-18
℡0548-23-9755

ランチ・ディナー料金５％引き（アルコールは除く）
※会員証提示で会員及び同伴者5名まで

カルビ一丁 静岡店・富士店・浜北店 10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

もう一丁 新静岡店　静岡市葵区御幸町5-2
               Revive2007 2F

10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

赤から 静岡店・清水インター店・焼津店・富
士店・浜松初生店・富士宮店

10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

ＮＹテラス 焼津店　焼津市小土1244-1
　　　　　　℡054-628-1115

10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

カニ料理　甲羅 静岡本店・浜松本店・浜松高林店 5％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

静岡ゴールデン横丁内 静岡市葵区黒金町28-1 ※すべての店舗　会員証提示者のみ

三代目魚寅 ℡ 054-204-4137 ファーストドリンクサービス

串カツ拳 ℡ 054-204-0304 ０時までの来店に限りハイボール380円を180円

鉄板２８号 ℡ 054-204-4137 ファーストドリンクサービス

ハンプルク ℡ 054-204-0275 380円おつまみ1品サービス

餃子のハシモト ゆで餃子2個サービス

やきとり元気 ℡ 054-204-0228 ファーストドリンクサービス

静岡ホルモンセンター ℡ 054-204-0350 ドリンク1杯サービス

いちご狩りパーク＆いちご
café　久能屋

静岡市駿河区根古屋30
℡ 054-237-0610

いちごcaféメニュー　10％OFF　　※会員と同伴者何名でも可

メガネトップ・眼鏡市場 県内各地
℡054-275-5001

眼鏡・コンタクトレンズ店頭表示価格より5％OFF
（補聴器・販売備品は除く、その他割引券と併用不可）

SPOPIAシラトリ 静岡県内 定価販売の商品に限り10％OFF（現金支払いのみ）
※250円割引券との併用不可

清水魚市場河岸の市
まぐろ館／いちば館

静岡市清水区島崎町149
℡054-355-3575

会員特典・割引対象　各店舗によるため確認してください
利用方法：利用前に会員証を提示する

㈱メガネスーパー 全国各地
℡0120-209-060

メガネ・サングラス・コンタクト・補聴器　10％ＯＦＦ（特価品除く）

松田園 藤枝市駅前2-7-6
℡0120-59-0411

店舗内の全商品5％割引

贈り物の店コンツナ 藤枝市岡出山2-10-22
℡054-641-6543

総合ギフト用品
会員価格販売

マスダグリーン 藤枝市清里1-1-1
℡054-638-4188

10％割引（特売品・生花・一部資材を除く）

㈱島村謄文堂
とうぶんどう工房

藤枝市田沼1-15-8
℡054-635-1305

現金購入で通常価格から更に5％割引

レディースショップ オーハシ 藤枝市藤枝4-1-13
℡054-641-0217

店内商品１割引

小川サイクル 藤枝市藤枝4-2-4
℡054-641-0543

自転車購入：空気入れプレゼント
自転車修理：10％引き

Ａｎｎｙのお気に入り 藤枝店　藤枝市田沼2-20-22
　　　　　　℡054-634-0970

商品代金の総額より10％ＯＦＦ
※他のサービスとの併用はできません

Pet shop hisa 藤枝市立花1-1-12
℡054-689-5703

ペット用品・ドッグフード・キャットフード・カフェ店内ドリンク定価より
20％ＯＦＦ　※一部対象外あり

牧之原市静波2228-43
℡0548-22-1717
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藤枝シネ・プレーゴ 藤枝市前島1-7-10Bivi藤枝4F
℡054-668-9511

6、11月窓口料金1,100円　3D作品1,400円
　　（サービスセンターの共通割引券使用可）
他の月　会員証１枚につき１名のみ1,800円→1,600円
　　（サービスセンターの共通割引券との併用はできません）

静岡東宝会館 静岡市葵区七間町17
℡054-252-3854

会員証1枚につき1名のみ1,800円→1,600円
(共通割引利用券との併用はできません）

静岡市美術館 静岡市葵区紺屋町17-1
℡054-273-1515

展覧会観覧一般料金→団体料金（会員と同居家族）

ちびまる子ちゃんランド 静岡市清水区入船町13-15
エスパルスドリームプラザ3階
℡054-354-3360

通常入館料から100円引き
※5名まで

森町体験の里
アクティ森

周智郡森町問詰1115-1
℡0538-85-0115

体験料金の10％割引

藤枝市民会館 藤枝市岡出山1-11-1
℡054-643-3931

5％割引（自主事業のみ・一部事業を除く）

藤枝グランドボウル 藤枝市下当間652
℡054-641-8381

1ゲームに付き100円引き　袋井・浜岡グランドボウルも可
※他の割引等と併用はできません。

ＧＡＭＥ USA 焼津市石津港町2-4
℡054-624-5237

メダルコーナーでのメダル1枚通常400円を200円
※会員及び同居登録家族

龍ちゃんのカッパ館 焼津市大住746-2
℡054-629-8131

入館料10％引き
※他の割引との併用不可

黄金崎クリスタルパーク 賀茂郡西伊豆町宇久須2204-3 入館料　大人　　　　800円→720円
　　　　　 小・中学生400円→360円

下田海中水族館 下田市3-22-31
℡0558-22-3567

大人２００円引　　小人１００円引

下田ロープウェイ 下田市本郷1-3-2
℡0558-22-1211

大人100円引
小人　50円引　　※５名まで

伊豆三津シーパラダイス 沼津市内浦長浜3-1
℡055-943-2331

入場料　中学生以上  　2,200円→1,800円
　　　　　 4歳～小学生　1,100円 →  900円　　　対象５名まで

Pilates＋Running　yuie 静岡市葵区伝馬町21-2
℡054-252-7033

・グループレッスン体験1回1,000円（税抜）
・グループレッスン回数券6回（3ヶ月有効）
　　12,000円→9,600円（税抜）
　　※利用対象者：会員と同居家族
　　※その他割引等と併用不可

グランツスイミング 静岡市駿河区敷地1-18-28
℡054-237-1076

スイミング、フィットネス、カルチャー初月月会費2,000円引　入会金０円
対象：会員と登録同居家族・同伴者３名まで

島田市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
ローズアリーナ

島田市野田1689
℡0547-37-4539

月会費　5,040円→4,010円

スポーツクラブ　POPAIE 藤枝市音羽町2-13-12
℡054-647-0930

入会金50％割引

（株）天王スポーツプラザ 焼津市利右衛門357-8
℡054-622-3523

ゴルフ練習用ボール１０枚綴り１０コイン（１コイン６０球）の回数券
通常価格１冊5,000円　→　4,500円

大谷ゴルフ場 静岡市駿河区大谷5905-1
℡054-237-2717

練習場回数券をご購入の方、1カゴ（500円分）ボールサービス
※会員証提示者と同伴者1名まで　※他サービスとの併用不可

聖隷健康ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
Shizuoka

静岡市駿河区曲金6-8-5-2
ﾏｰｸｽ・ｻﾞ・ﾀﾜｰ東静岡2階～4階
℡0120-283-170

1日人間ドック44,280円→42,120円
脳ドック57,240円→55,080円
スペシャルドック（1日人間ドック+脳ドック）79,920円→77,760円
対象：会員と登録同居家族

公益財団法人静岡県予防医学協会

総合健診センター
ヘルスポート

藤枝市善左衛門2-19-8
℡0120-39-6460

人間ドック（日帰り）基本コース　税込価格から2,000円引き
※対象：会員と登録同居家族

アイエス施術院 吉田町川尻813-3
℡0548-32-2305

整体治療費から1,000円割り引く（要予約）
会員（会員証提示者）

パールエステサロン 御前崎市白羽5930-1
℡0548-63-5030

エステ、脱毛、よもぎ蒸し
＊各10％引き、当日会員カード提示

はせがわ整骨院 焼津市五ヶ堀之内1156-3
℡054-631-6173

リンパマッサージ20％OFF　または　ラジオ波15分1,000円無料
※会員及び同居登録家族　※要予約

カット イン サム 焼津市道原1125-2
℡054-623-8088

理美容通常メニュー価格より500円引き
※会員及び同居家族

ストレッチ専門店
ケア・ストレッチ

静岡市清水区村松1-2-40
℡054-368-5005

ケアストレッチ60分コース　6,500円を500円引
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ほねつぎ安倍川はりきゅう接骨院 静岡市駿河区広野1-1-1
℡ 054-260-6446

・骨盤プログラム　2,700円　→　1,080円
・猫背プログラム　2,700円　→　1,080円
・美容鍼　　　　　　3,000円　→　2,000円
※ 月5回まで使用可能　※　保険適用外のもの　※　会員と同伴者4
名まで可

ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ アピタ静岡店 30分以上のコース　500円引
※ 会員と家族のみ　　※ 4名まで

ビューティーウテナ 藤枝市駅前2-1-14
℡054-641-0744

ヘアー、エステ、着付け　10％割引
対象：会員と登録家族

ニチイライフ（家事代行） ℡0120-212-295 「デビューライフ」「スポットプラン」「定期プラン」　5％割引

SBS学苑　 遠鉄校・浜松校・藤枝校・静岡校・
パルシェ校・イーラｄｅ沼津校

会員：入会金無料
同居家族：入会金半額

(有)フジエダボデー 藤枝市泉町767-1
℡054-635-7880

通常料金（工賃）の10％割引

ゆたか美装 藤枝市大東町78-1
℡0120-412-844

外壁・屋根などの建築塗装　施工金額より5％割引
上記の建築塗装10万円以上の見積もりの方に500円のQUOカードプ
レゼント

車のシズヨシ 牧之原市静波2260-13
℡0548-22-2668

自動車購入時／新車：1万円キャッシュバック
中古車（車両30万円以上）：普通車2万円引き軽自動車1万円引き
軽自動車1万円引き
6ヶ月点検無料又はエンジンオイル半額！
会員（会員証提示者）及び登録家族

(有)高林タイヤ 牧之原市地頭方574-4
℡0548-58-0856

FALKEN(ファルケン）・ダンロップの乗用車用タイヤ購入時5％引き
会員（会員証提示者）

名波畳店 牧之原市須々木431-1
℡0548-52-1275

購入額の5％引き
会員（会員証提示者）

㈱ブレス ℡ 0120-99-4576
http://www.kk-bless.com/

・バリューコース（換気扇・キッチン・浴室・トイレ）　52,780円　→
38,000円
・台所レンジフード清掃　11,000円　→　8,980円
・浴室清掃Ａ（換気扇廻り・バスタブ下）　11,000円 → 8,980円
・浴室清掃Ｂ（天井・壁・扉・バスタブ・蛇口）　12,000円 →　9,800円
・エアコン清掃　9,800円 → 8,980円
・エアコン（フィルター自動洗浄機能付き）清掃　18,000円 → 15,800円
・お掃除便利便2時間　18,000円 → 12,000円
・レンジフードフィルター（無料おためしサービス）　2,900円×枚数 →
0円
※　申し込み時に会員である旨を伝え、作業時に会員証を提示してく
ださい
※　表示は税抜き価格です

柚木の郷 静岡市葵区長沼577
℡054-261-1101

入泉料　平日918円・土日祝日1,026円→平日・土日祝日835円（税込）

薬石健美房（岩盤浴）　1,080円→985円（税込）

対象：会員のみ

大江戸温泉物語
すんぷ夢ひろば
天下泰平の湯

静岡市駿河区古宿294
℡054-237-4126
宿泊のお問い合わせ
℡054-237-0268（9：00～21：00）
お風呂･宴会・その他の問合せ
℡054-237-4126

①日帰り入浴　タオルセット無料
　　利用対象者：会員のみ
②日帰り宴会プラン4,320円より（4名様以上）
　　飲み放題1,500円→1,000円
③宿泊の場合岩盤浴無料

蓬莱の湯 島田市旭2-1-30
℡0547-34-4126

・大人入館料　平日670円・土日祝770円　→　620円
・「ボディケア」「足つぼ」「エステ」「あかすり」各コース40分以上ご利用
の場合500円引き
対象：カード提示同時入館2名まで

接岨峡温泉会館　接岨の湯 榛原郡川根本町梅地175-2
℡0547-59-3764

入浴料金及び休憩料金を大人、小人いずれも100円引き
※他の割引等との併用は不可
対象：会員及び同居家族

笑福の湯 焼津市柳新屋241-1
℡054-620-4126

・大人入館料　平日　　820円　→　720円
　　　　　　　　　土日祝　930円　→　830円
・「ボディケア」「足つぼ」「エステ」「あかすり」各コース40分以上ご利用
の場合500円引き
対象：カード提示同時入館2名まで

おふろｃａｆé　ｂｉｊｉｎｙｕ 静岡市葵区籠上15-15
℡ 054-252-1126

フリータイム通常料金（1,380円）+選べるお食事（980円）+ソフトクリー
ムｏｒソフトドリンク（380円）の通常価格2,740円　→　2,180円
対象：会員のみ　他の割引との併用は不可　特典利用対象外日あり
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静波スウィングビーチ 牧之原市静波2228-43
℡0548-22-1717

レストランの食事料金 １０％引き（イベント企画商品、お飲物は除く）
１泊朝食の料金割引 （１室大人２名以上の大人１名の料金）
平   日 ： ６,８００円 を ６,１２０円（シングル利用は１，２００円増）
休前日 ： ７,８００円 を ７,０２０円 （シングル利用は２，０００円増）
会員証提示で会員と同伴者併せて5名まで割引可能
会員証はご利用の事前にお申し出ください

寸又峡の宿　翠紅苑 榛原郡川根本町千頭279
℡0547-59-3100

宿泊料金：休前日5％引き、平日10％引き
※直接予約の方のみ（旅行エージェント等を除く）

寸又峡の宿　光山荘 榛原郡川根本町千頭318の2
℡0547-59-2302

宿泊料金の10％割引（ネット予約を除く）

ホテル オーレ 藤枝市前島1-3-1
℡054-634-0001

宿泊料金　定価よりお一人様 500円割引

大鉄観光サービス
【全店】

島田市金谷東二丁目1112-2
℡0547-46-3131

国内フレンドツアー→旅行代金の5％割引
（謝恩企画商品は除く）※対象会員と同居家族

静鉄観光サービス
【藤枝支店】

藤枝市前島1-2-1　オーレ藤枝3F
℡054-634-1201

国内オレンジツアー→旅行代金の3％割引
海外オレンジツアー→旅行代金の3％割引
（謝恩企画商品は除く）※対象会員のみ

アンビア ツアーズ
【全店】

焼津市栄町2-2-21
℡054-620-7725

国内アンビア倶楽部→旅行代金の5％割引
海外アンビア倶楽部→旅行代金の3％割引
（謝恩特選企画商品は除く）※対象会員のみ
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