
富士市吉原2-4-3 
☎0545-52-1458 
      一口ジュース1杯サービス 

杉山フルーツ 

富士市今泉1-13-16
☎0545-52-1411 
      商品5％割引  

菓道KANSEIDO(かんせいどう) 

富士市松岡231-1 
☎0545-61-1672 
　　杏仁プリンサービス

中華料理 元(ユアン) 

富士市中之郷820-２ 
☎0545-81-0274 
　　黒糖どらやき１つサービス

南岳堂

富士宮市宮町4-23 
☎0544-25-2144 
　　富士宮焼きそばお買い上げごと
　　にお茶1本サービス

団子・天むす・太巻  むすびや 

富士宮市宮町4-23  
☎0544-25-2061 
　　1000円以上で、富士山湧水コ
　　ーヒー1杯サービス

お宮横丁 茶屋ぷくいち 

富士宮市宮町10-4 
☎0544-26-3003 
　　5％割引

呉服・洋装の大丸 

富士宮市下条777-1 
☎ 0544-58-7078 
　　ジェラート5％割引

DOIFARM(ドイファーム) 

とことん味にこだわったカルビ
一丁の焼き肉。まずは三大名物
「激厚牛タン」「国産牛特選カル
ビ」「プレミアムハラミ」を。

青色(青空)と赤色(夕焼け)２種
類の富士山の手ぬぐいも人気。

富士宮市宮町8-31 
☎0544-26-3006 
　　5％割引

森染 

富士宮浅間大社の門前にある
創業200余年の染物・提灯・祭用
品の専門店。半天・鯉口シャツ・祭
帯など祭用品が揃う。印染から着
物の染め替え・シミ抜き・仕立て
もこなす京染呉服屋。 富士市蓼原町1671 

☎0545-65-1188 
　　飲食代金より10％割引(上限額
3,000円)

富士宮市中央町8-13 
☎0544-26-3380 
　　3,000円以上で粗品プレゼント

増田屋 本店 

三島市栄町1-32 
☎055-972-7018 
　　グラスワイン又はソフトドリンク
　　1杯サービス(平日ディナーのみ)

かぼちゃ

富士宮市宮町9-1 
☎0544-25-8848 
　　イートインで10％割引

アンキャトルエピス

タルトは常時
20種類以上。お
勧めは季節のフ
ルーツを贅沢に使ったタルト。店
内やテラスでコーヒーと一緒に。

沼津市西椎路87-1
☎055-967-0035
　　ペアでクッキープレゼント

洋菓子店 トレントサンク

沼津市大手町5-5-2
☎055-962-3375
　　店内喫茶注文で白玉トッピング

村上屋

沼津市吉田町12-7 
☎055-931-7466 
　　店内のお食事で手作りデザート
　　2品サービス (1グループ2名様まで)

イタリア料理 リストランテ 
サンマリノ 

沼津市下香貫柿原2861-1 
☎055-932-0680
　　ディナータイム限定ソフトドリン
　　ク1杯サービス

おいしい料理とお酒のお店 
杉菜(すぎな)

富士宮市根原449-19  
☎0544-52-0102 
　　500円(税込)以上でコーヒー1杯
　　サービス

甘味処 かくたに芋工房 

富士宮市若の宮町224-2 
☎0544-24-3756 
　　グラスワイン又はジュース又は
　　シャーベットを1つサービス

ベルポーム ジロー 

富士宮市上条1799-7 
☎0544-58-3624 
　　お買い上げでラスク1つサービス

焼きたてパンの店 クックドゥル

三島市中田町1-43 
☎055-975-7278 
　　入館料10％割引

佐野美術館

富士宮市宝町1-2 
☎0544-26-4208 
　　10％割引

やまだ食堂 

カルビ一丁富士店

大人気の食べ放題メニュー。ご
家族でも職場グループでも。新年
会や忘年会などの宴会、歓送迎会
などは最大40名様まで。
富士宮市小泉815-1
☎0544-25-2511 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

カルビ一丁富士宮店

三島の食材にこだわった本格フ
ランス料理をゆったり&カジュアル
に。「ステーキ丼フォアグラ添え」は
彩りも豊かな贅沢丼。お得なフレ
ンチディナーコースやデザートも。
三島市芝本町1-1 
☎055-991-5670 
　　ソフトドリンク一杯サービス

ハートフルダイニング おんふらんす

三島市東町8-50 
☎055-981-0187 
　　コーヒー1杯サービス(1グループ2
　　名様まで)

リバーサイド ガーデン 
フォーシーズン 

三島市広小路町11-27 
☎055-976-3607 
　　3,000円以上ご利用でグラスワ
　　イン1杯ずつサービス

キッチン 空 

沼津市下香貫島郷2975-5  
☎055-919-1029 
　　サイドメニューからお好きなトッ
　　ピング一品サービス

らーめん 銕(くろがね) 

沼津市千本港町128-3  
☎055-954-6366 
　　お食事で5％割引(他券併用不可)

TONY'S HONOLULU 沼津店 

沼津市大手町2-4-8 
☎055-963-5677
　　ワンドリンクサービス

ピッツェリア 沼津 アレグロ 

沼津市高島町1-12 
☎055-924-0600 
　　ウェルカムドリンク

Lapin Agile(ラパン アジル) 

沼津市大手町5-6-3
☎055-919-5051 
　　グラスワイン又はデザート一品サービス

Numazu slow food Ristorante 
伴蔵-Vanzo- 

沼津市岡宮1246-1 
☎055-924-5991 
　　女性2名以上で杏仁豆腐サービ
　　ス又はペアで5％割引

七輪焼肉 牛繁 沼津インター店 

静岡市葵区御幸町5-2 
☎054-251-4100 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

もぅ一丁新静岡店 

自家製の天然酵母パンをはじ
め、手作りパスタやデザートなど
メニューが豊富。人気の「牛ホホ
肉の煮込み」に、ソムリエがセレ
クトしてくれるワインを合わせて。
三島市芝本町5-23 
☎055-916-3956 
　　小学生以下のお子様アイスクリ
　　ームサービス

とびきりワイン&マンマの
イタリアン ロザート 

「子供たちにもTPOにあったお
洋服を」が創業からのモットー。
新生児の洋服は、日本製の商品
や綿100％の素材のものが中心。
富士宮市大宮町10-15 
☎0544-26-1129 
　　ミキハウスの子育て冊子進呈

リトルファッション ヴィラ 

経験豊富なスタッフが作り上げ
る繊細なヘアスタイル。沼津駅か
ら近いので気軽に立ち寄って。
沼津市大手町2-6-10 
☎055-952-1671 
　　技術料10％割引

美容室  ブランカ 

三島野菜を使ったジャムやカレ
ーなど、三島・伊豆の特産品が並
ぶ。地元農家から毎朝届く新鮮な
旬の野菜は人気。市民の作品を
展示・販売する手作り品コーナー
も覗いてみよう。
三島市本町9-3 1F 
☎055-943-7698 
　　店内商品500円以上で50円引き

ストランズ

お洒落なバッグ・
アクセサリーまで豊富な品揃え。
洋服はアンサンブル、ブラウス、コ
ート、パンツなど、色鮮やかなも
のからシックなものまで。
富士宮市中央町2-5 
☎0544-26-2039 
　　1,000円以上お買上げで粗品プ
　　レゼント

レディースショップ いとくま

富士山本宮浅間大社の西
側に1830年（天保元年）頃、
初代山中正吉翁が酒蔵を
構えたのが始まり。酒の仕
込み水は富士山の伏流
水（軟水）のため、口当
たりの優しい感じの酒
質に。杜氏は能登流に
よる山廃仕込が特徴。
富士宮市宝町9-25 
☎0544-27-2008 
　　2,000円以上で粗品プレゼント

富士高砂酒造株式会社

富士市伝法2515-1  
☎0545-52-9488 
　　ドリンク1杯サービス

富士パークホテル レストラン 
ヴィルゴ 

富士市大野新田699-2 
☎0545-33-1661 
　　1000円以上でパン1個サービス

BAKERY HOLO-HOLO
(ホロホロ) 

厳選した新鮮素材を使用。良い
物をよりお安く提供がモットー。
おまかせのお造りは絶品。飲み放
題コースは質もボリュームも満点。
静岡市葵区呉服町2-5-21 
☎054-274-0607 
　　10％割引 (他券併用不可)

呉服町ハイボール 

木とレンガ作りの落ち着いた店
内、挽き立ての珈琲をサイフォン
で入れる。庭の草木を楽しみなが
らのんびりと。駿河湾深層水を使
用。レザンブレンドがおすすめ。
静岡市葵区常磐町1-7-9 
☎054-253-7641 
　　20％割引(セットメニュー除く)

静岡市駿河区聖一色486-1 
☎054-263-9255 
　　単品パスタ・ピザ注文でデザート
　　サービス

庭のあるコーヒーの店レザン

グラッチェ

静鉄長沼駅から徒歩1分。駐車場
90台完備。エリア唯一「打ち放題シ
ステム」は初心者や女性におすす
め。緑豊かな愛宕山に向かっての
レイアウトはリフレッシュに最適。
静岡市葵区長沼500
☎054-264-3159 
　　平日・昼夜問わず打球清算で1球2
　　円割引

愛宕ゴルフガーデン

15種のお風呂を湯らりとめぐる
温泉パーク。温泉とお食事をたっ
ぷり味わえる宿泊プランも。

静岡市駿河区古宿294 
☎054-237-4126 
　　日帰り入館料100円割引・宴会飲
　　み放題500円割引

大江戸温泉すんぷ夢ひろば 

毎日食べられる、昔ながらの定
番ものから、変わりダネまで豊富
に揃う。
静岡市駿河区池田1089 
☎054-265-2548 
　　ラスク100円割引

ベーカリーまいむ

静岡市駿河区池田1267-１  
☎054-295-9684 
　　3,000円以上の方10％割引

池田の森 しらす屋 カネナカ商店

静岡市駿河区池田1788-10 
☎054-264-0131 
　　食事で1ドリンク又はアイスクリー
　　ム無料

カフェレストラン グリーンハウス

ル・コンテ
(フランス料理)

店名の「7C」
はお店の7つ
のコンセプト
から。オムニゴ
ット・ナチュラルランドリーなどを
扱う。ネット通販もあるが来店で
ファッションアドバイスも。

全席喫煙。
ペペロンチー
ノはスライス
ガーリックと
フライドガー

リックのバランスがたまらない。
ピザ、ハンバーグもおすすめ。

日 本 平
の 山 麓 。
庭に広が
る豊かな
自然を楽
しみなが

ら肉厚なハンバーグやカレーを。
パーティー等の貸切営業や仕出
し弁当の宅配サービスも。 

毎朝仕込
むハンバー
グ、旬の素
材を使った
コース料理、
手作りケー

キにファンも多い。コーヒー、紅茶、
ハーブティーなどはオーガニック。
野菜もできるだけ無農薬で新鮮
なもの(一部自家栽培)で。

生しら
す、釜揚
げしらす、
焼きたた
み な ど 、
静岡ならではの品々が揃う。普
段にもお土産にも。

常時50種類ほど
揃うワインと一緒に
カジュアルフレンチ
を。シャラン産鴨も
も肉のコンフィ・国
産牛ほほ肉の赤ワイン煮込みなど
産地や調理法にもこだわる。

静岡市駿河区聖一色40-1 
☎054-265-7741 
　　4,500円以上お買上げの方に500
　　円割引

NANCY HOME(ナンシーホーム)

ティーインストラクターが開いた
木のぬくもりを感じるカフェ。スコ
ーンは種類も豊富！独自のルート
で輸入した新鮮な紅茶も販売。
静岡市葵区千代田3-7 
☎054-249-2223 
　　1,000円以上で手作りクッキープ
　　レゼント

紅茶や茶楽

静岡市駿河区曲金7-8-12 
☎054-202-8805 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

赤から東静岡駅南店 
静岡市清水区八坂東2-15-17 
☎054-367-1129 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

赤から清水インター店 

焼津市祢宜島410-1
☎054-623-8118 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

赤から焼津店 
静岡市駿河区緑が丘町2-10 
☎054-289-8811 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

カルビ一丁静岡店 

静岡市駿河区敷地2-8-37 
☎054-237-6076 
　　ワンドリンクサービス(ディナー
　　タイムのみ)

静岡市駿河区南町10-14   
☎054-266-3886 
　　グラスワイン又はソフトドリンク
　　１名様１杯(ディナーのみ)

ファミリーやカップルで訪れるア
ットホームな雰囲気と、髪に優し
い本物の技術に定評があるヘア
サロン。
静岡市葵区両替町1丁目3－14 
☎054-255-2480 
　　ヘッドスパ 4320円 →3880円

アダムスヘアーファッション 

西洋料理 夢蔵
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この「お試しカード」を
切り取って、ご使用ください！

お手元にまだ
届いていない方・ご家族様は

★特典の詳細は直接お問い合わせください★
特典や内容は一部のみ表記されている場合があります。HPやリスト掲載内容が施設・店など
の都合により変更になっている場合もございます。詳しくは直接ご確認ください。事前にカード
持参のお申し出が無く特典がご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。

Hello!

Hi!

働く皆さんの
ア・カ・シ
LWカード!!

●お勤め先からお届けさせていただいた本カードには有効期限がありません。
●紛失した場合は、特別な手続きはありません。再発行を希望される場合には、発行を受けた団体・企業・
　お勤め先などに直接お問い合わせください。不明な場合は事務局までお問い合わせください。

LWカードを持って
サポートショップへGO!

☎0544 26 3006
　　5％割引

　　飲食代金よ
3,000円)

働く皆さん5,000人が登録！ご家族でもOKです

登録は簡単! 
サクッと1分で完了するよ♪

rengo@d.blayn.jp

記入不要

すぐに送られてくるメール
に従って簡単にクリック！
※携帯の場合、返信メー
ルが届かない時には、携
帯電話会社の｢迷惑メー
ル｣設定をご確認ください。

通勤途中でもお友達との待ち合わせでも､お
昼休みでもちょっとの時間があったら、アクセ
ス!メンバーになってみませんか。働く皆さん
の　　　　　　　必要に応じたお得で便利
な　　　　　　　　　情報をお届けします。
　　　　　　　　　　もちろんご家族でも。

rengo@d.blayn.jp

携帯・スマホは新規メール
作成画面から空メール！

件名も本文もいりません
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働く皆さんと地域のネットワーク拡大中

「ワーク・ライフ・バランス」に取り組む
NPOの活動にご理解をいただいた静
岡県内のサポートショップ1,700に､
割引や特典をご用意いただいていま
す。働く皆さんとそのご家族が、地域
の施設やショップを活用いただくこと
により「地域活性化」にも繋がる活動
となっております。お仕事帰りや休日
のレジャーにお役立て下さいね。

ミニLWを発行しました。
置いていただいたご協力に感謝します。

LWとパートナーショップ様とご利用されるお客様とのコミュニケーション

NEW

サッカーブラジル代表元監督の
ドゥンガさんが、名付け親。自家製
の北イタリアの生パスタを中心に、
静岡イタリアンで、地元食材を生
かした「地産地消」自然食のお店。
磐田市二之宮629 
☎0538-33-6363 
　　指定のソフトドリンクサービス(ラ
　　ンチセット以外)

ラ・カンティーナ 

契約農家から届く新鮮な地場の
食材をふんだんに使用。辛さの中
に旨みがある醤の数々は全部手
作り。特製杏仁豆腐は来店したら
必ず食べたい一品。シェフ自ら厳
選したワインも揃う。 

苺、みかん、静
岡メロンなど、
地産地消を心掛
ける。お菓子作り
に重要な卵も浜
松産。砂糖を抑
えて素材の持ち
味を最大限に生
かしたケーキ､
焼き菓子が並ぶ。

浜松市西区雄踏町宇布見4863-178 
☎053-596-3939 
　　グラスワインサービス

新中国四川料理ムーラン

浜松市浜北区内野2696-1 
☎053-585-3100 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

カルビ一丁浜北店 

柑橘系のさわやかな香りと少し
甘酸っぱい味わいの「みかん」、ま
ろやかでくせがない「れんげ」など
採れたてそのまま100%の国産純
粋のはちみつなど豊富。果肉いっ
ぱいの「はちみつジャム」も人気。
磐田市二之宮浅間2-6 
☎0538-33-8883 
　　商品2,000円以上で5％割引

はちみつ館

磐田市豊岡2900
☎0538-66-9277
　　コーヒー100円・カフェオレ100
　　円に割引

Bakery Hana(ベーカリーハナ) 

磐田市国府台45-6
☎0538-32-3886
　　ケーキセット50円割引

cafe kitagawa (カフェ キタガワ) 

磐田市一色38
☎0538-58-0676
　　子メロンの漬物1袋サービス

メロンの松香園(ショウカエン) 浜松市浜北区貴布祢1200
☎053-585-7139 
　　ペアで10％割引

プレ葉ウォーク 浜北店 

袋井市久能2871-1 
☎0538-44-1117 
　　ドリンク一杯サービス(アルコール
　　飲料を除く)

フィオレンティーナ 

浜松市東区植松町268-1  
☎053-411-8550 
　　ソフトドリンクまたはグラスワイ
　　ン1杯サービス

ひらまつ亭 

浜松市北区細江町気賀340-2
☎053-522-0306
　　ドリンク1杯サービス

中国料理 二葉

浜松市東区和田町910-1 
☎053-466-9333 
　　ラーメン50円割引

荻窪ラーメン 十八番 

浜松市東区小池町1663 
☎053-463-5756 
　　ソフトドリンク1杯サービス

EAST！(イースト) 

ストレート、アレンジ等、数十種。
コーヒーはこだわりの水で一杯一
杯サイフォンで入れる。世界各地
の良質の珈琲豆と名窯カップを
ゆったり楽しんで。ケーキはすべ
て自家製♪クラシックチョコケー
キ・ダッチコーヒーゼリー・バニラ
の黒ゴマオリーブなど。
浜松市中区板屋町522 
☎053-413-1131 
　　10％割引

珈琲香爐
(カフェ こうろ)

浜松市東区原島町278 
☎053-461-0539 
　　ペアで10％割引

こぎく 原島店 

浜松市西区雄踏1-16-18 
☎053-489-3263 
　　1,000円以上でお勧めの焼き菓
　　子プレゼント

小さなお菓子屋さん キュイドール

うなぎは肉厚の極上のものだ
けを厳選。旨みを逃さないよう関
西風に蒸さずに焼き、創業以来守
り続けている秘伝のタレで仕上
げる。「うな重定食」や「うなぎま
ぶし」が人気。
浜松市西区舘山寺町2306-4 
☎053-487-0108 
　　ウーロン茶1本サービス

うなぎ和食処 割烹 松の家 

辛さを極め
たやみつきの
旨さ。焼き肉と
ホルモン・赤
から鍋の店。
浜松市中区船越町50-1 
☎053-461-5777 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

赤から浜松柳通店 

とってもお
得なランチメ
ニューもあり。
甲羅の三大名
物は「タラバ
炭火焼」「かに

しゃぶ」「かにすき」。ご家族の団
らんから、友人同士の会食、さら
に大人数での宴会までゆっくりと。
浜松市中区高林4-2-12 
☎053-478-2251 
　　飲食代金より5％割引(上限額
　　3,000円)

甲羅高林店 

浜松の地酒「花の舞」や浜松酒
造の日本酒「出世城」、全国各地
の地酒・本格焼酎のほかワインも
揃う。地酒の試飲も気軽に声をか
けて。お酒の知識やおいしい飲み
方も教えてくれる。
浜松市西区舘山寺町2035-1 
☎053-487-0139 
　　3,000円以上で開運招福トイレッ
　　トペーパー1個プレゼント

ご家族の団らんから、友人同士
の会食、さらに大人数での宴会ま
で、幅広く対応できる。落ち着く日
本情緒を漂わせた上品な空間で
「かに料理」をゆったり楽しんで。 

添加物を使
わず、吟味し
た素材を使
った安心・安
全なケーキ

づくりにパティシェが腕を振う。
地元のお茶を使用したオリジナ
ルクッキーやパウンドケーキを。

四季折々の
旬の素材を
ちりばめたお
すすめ重、か

に太巻寿司やかにセイロが嬉し
いお得なランチメニューが揃う。
時にはちょっと贅沢に産地直送の
活がにを好みの調理法で。女子会
や忘新年会など、かに会席も。

たこ焼きのほ
かにも季節ごと
に大判焼き・か
き氷など、テイク
アウトのお店です。

浜松市中区鴨江2-49-20 
☎053-456-0051 
　　飲食代金より5％割引(上限額　
　　3,000円)

牧之原市相良町相良58-3 
☎0548-52-0587 
　　1,000円以上で粗品進呈

大村酒店 

浜松甲羅本店

静岡市駿河区中田1-5-10 
☎054-288-7771 
　　飲食代金より5％割引(上限額
　　3,000円)

静岡甲羅本店 

ブーランジェリー・ルウブル

らーめん専門店まむし 

カフェレストラン カプチーノ 

地元野菜な
どふんだんに
使う和食ダイ
ニング。ちょっ
と隠れ家的な落ち着いた雰囲気。
昼はお弁当と日替りランチも。

切り花
用・贈答
用・鉢用
などを合
わ せ て
100種類以上の花が揃う。プリザー
ブドフラワー・生花を使ったアレン
ジメント雑貨はオーダーで。

県内で
も珍しい
豆・乾物
類を専門
に取り扱う。ライフスタイルに合わ
せて乾物選び、キッチンスタジオで
美容にいい調理法もレクチャー。

菓子・総
菜・デニッ
シュ・ハー
ド系など
毎日10 0

種類以上のパンが並ぶ。キャラク
ターパンも人気。

添 加 物
を一切含
まないト
ウモロコ

シ、魚粉、牧草などを自家製で配
合したエサで育てた鶏の「さくら
たまご」を使用するなど安心安全
なお菓子作りをと細やか。

『家×メ
ガネ』家で
掛けるメ
ガネがお
店のモッ

トー。機能メガネから人気ブラン
ドも取扱う。コンタクトスタッフも
知識豊富。無料でカウンセリング。

静岡市駿河区池田197-1 
☎054-263-3321 
　　プチデザート

静岡市清水区迎山町2-3 
☎054-335-0901 
お　菓子プレゼント(キャンディ等)

静岡市清水区真砂町4-9 
☎054-365-5585 
　　3,000円以上で粗品プレゼント

静岡市清水区真砂町6-25 
☎054-366-4354 
　　土日祝日に1,000円以上お買上げ
　　で豆・乾物10％OFF

静岡市清水区谷田17-3 
☎054-348-2540 
　　コーヒー・カプチーノ・カフェ
　　ラテ・お湯などサービス

静岡市清水区蛇塚311-1 
　　☎090-4189-4169 
　　刻み海苔トッピングサービス

看板メニューは豚骨醤油らー
めん。じっくり煮込んだスープに、
中太ストレート麺がよく絡む。

静岡市清水区村松624-35 
☎054-335-4949 
　　お食事でスペシャルブレンドコｖ
　　ーヒー1杯無料

ゆったりとくつろげる
シンプルな家具で統一。おすす
めはハンバーグ。自家製デザート
にリピーターが多い。

ラ・フォンテーヌ洋菓子店 

萌木

ポッポ

蒲原屋 

花の店 Un ami(アン アミ)

とんぼ玉、アクセサリーやガラス
細工などいろいろ集めたショップ。
オリジナルのアクセサリーやイン
テリア小物を手作りできる体験工
房もあり。
浜松市西区舘山寺町1891 
☎053-487-0030 
　　体験料200円割引

ルーベラ

浜松市東区貴平町1702-2 
☎053-434-6139 
　　ペアで10％割引

こぎく 笠井店 

浜松市東区和田町498-1 
☎053-571-8034 
　　ソフトドリンク1杯サービス

ブラウニーサンドイッチ

浜松市東区半田町1649 
☎053-434-7886 
　　5％割引

菓子工房 どりあん 

浜松市東区中郡町1987-2
☎053-435-0577 
　　ソフトドリンクサービス

エッセ

浜松市東区有玉北町1593 
☎053-435-3365 
　　お買い上げで季節の和菓子プレゼント

御菓子司 あおい 

浜松市東区半田山5-38-5 
☎053-435-3888 
　　ソフトドリンク1杯または杏仁豆
　　腐サービス

○清龍 

浜松市西区
入野町825-3 
☎053-447-1010 
　　飲食代金より
　　10％割引(上限額3,000円)

浜松市東区積志町180-2 
☎053-545-9588 
　　デザートサービス(ランチタイムのみ)

中国料理 ういめい 

浜松市東区薬師町309-18  
☎053-421-2811 
　　味玉1個サービス(1杯につき1個まで)

麺屋 破天荒 風雅 

浜松市天竜区二俣町二俣1566-28
☎053-925-2895 
　　夕膳に自家製豆乳アイスクリーム
　　サービス

手作り豆富と創作料理の店 ぎふや 
 

浜松市天竜区二俣町鹿島542-1 
☎053-925-2626 
　　800円以上のお食事でコーヒー
　　または紅茶1杯サービス

ぱんぷきん 
 

浜松市浜北区本沢合113-2 
☎053-587-6610 
　　1,000円以上で定番かあさんコロッケ
　　または野菜コロッケを1個プレゼント

すいーとまむ 
 

浜松市天竜区船明175-1 
☎053-925-2039 
　　お食事でソフトドリンク1杯サービス

船明荘(ふなぎらそう) 
 

袋井市川井963-1 
☎0538-43-5380 
　　プチデザートサービス

Good Day Cafe(グッデイ カフェ) 

磐田市一言3003-3
☎0538-34-2751
　　ペット同伴でジャーキープレゼン
　　ト。同伴でない方は飲食でコーヒ
　　ー1杯サービス  

浜松市東区植松町70-14 
☎053-411-4470 
　　フルーツ商品(加工品・特価品を
　　除く)5％割引

cafe de mama(カフェデママ) 

フルーツ Shomeido(ショウメイドウ) 

浜松市北区
初生町1362-1 
☎053-420-3500 
　　飲食代金より10％割引(上限額3,000円)

赤から
浜松初生店 

浜松市中区早出町231-15 
☎053-467-0036 
　　1000円以上お買上げで5％割引

藤枝市前島1-7-1 
☎054-636-6006 
　　通常レンズ1枚につき1,000円割引、　
　　使い捨てレンズ1箱につき300円割引

オー・フリアン
ディーズ 

コンタクトアカデミー

浜松市浜北区於呂2568-1
☎053-588-7650 
　　1,050円以上で粗品プレゼント

ビアン正明堂 

浜松市浜北区染地台4-21-3 
☎053-585-3619 
　　2,000円以上でフィナンシェを1
　　つプレゼント

atelier PouR Vous(アトリエ プールヴー) 

浜松市北区新都田5-3-17
☎053-428-0729
　　プチデザート1品サービス

カレー工房 まあや

浜松市西区西山町2113-2 
☎053-485-7139 
　　ペアで10％割引

こぎく 西山店 

浜松市中区領家1-4-27 
☎053-461-0839 
　　ペアで10％割引

こぎく 領家店 

浜松市中区上島1-13-8 
☎053-472-0064 
　　ご飲食で紅茶(茶葉)プレゼント

珈琲・紅茶専門店 Scene(シーン) 

浜松市中区鴨江2-51-16 
☎053-454-4088 
　　コーヒーまたは Tea無料(1杯)サ
　　ービス

ギャラリー&フルーツパーラー 
TRE・PINI(トゥレピーニ) 

浜松市中区文丘町2-9 
☎053-471-4049 
　　7,000円(税込)以上ご飲食された
　　方5％割引

海平屋 

赤から浜松入野店 赤から浜松入野店 

元祖炭焼きハンバーグ。牛肉
100％の炭火焼ハンバーグはとて
もジューシー。デミグラスソースは
10日間かけてじっくり煮込んだフ
ォンドボー(牛すじ、牛骨)がベース。
さっぱりとした味わいが好評。
浜松市中区佐鳴台2-30-17 
☎053-449-1800 
　　500円の食事券プレゼント

パピオット(ハンバーグ) 

異国情緒漂うシックなエントラ
ンスを抜けると、洗練されたアシ
アンリゾートの世界がひろがる。
和・洋・中・エスニックの枠をうち
破り、大胆に融合させた「フュージ
ョン」料理を。
焼津市小土1244-1 
☎054-628-7775 
　　飲食代金より10％割引(上限額
　　3,000円)

バリハイ焼津店 
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