
チェーンや
西部エリア
も充実

入学金免除　きもの着付料割引
0120-330-911長沼静きもの学院 静岡校（静岡市）

ワンディレッスン講習料サービス
0544-24-8924AUNTY SAMANTHA（アンティ サマンサ）（富士宮市）

入会金半額サービス
0545-62-1470ホリーホックタウン Holly Hock Town（富士市）

入学金50％割引
055-963-7550栄光ビジネスパソコン専門学校（沼津市）

利用料金  5％割引
0555-62-1397乗馬クラブ 馬車道（山梨県）

体験乗馬、教室体験20％割引

要事前問合せ

教育給付金コースを除く

1回のみ

キャンペーン期間を除く

0537-86-8757パロミノ・ポニークラブ（御前崎市）

入会金割引
054-275-1010スポーツクラブセイシン葵の森（静岡市）

入会金割引
054-264-6330スポーツクラブセイシン千代田（静岡市）

スクール基本料金10％割引
055-933-1337カヤック タパ（沼津市）

全コース受講料20％割引
0550-82-8520乗馬クラブ ニューシーズン御殿場（御殿場市）

5％割引
0538-66-5183bar bourbon（バー バーボン）（磐田市）

ドリンク1杯サービス
0538-43-6724MOON FOREST（ムーンフォレスト）（袋井市）

お食事代10％割引
053-456-1030アジアン居酒屋 Aji家（アジヤ）（浜松市）

プチデザートサービス
0537-22-1575季節料理 月さやか（掛川市）

ドリンク（アルコール類も含む）1杯サービス
053-464-1606居酒屋 鳥源（浜松市）

おすすめの1品をサービス
053-456-2989市楽（浜松市）

飲食代金5％割引 一部対象外あり
0538-21-1888鮨と肴の小路「凜喜桜変」（磐田市）

お通しサービス
054-253-1586小料理 菊正（静岡市）

10％割引
054-252-9111居酒屋探偵団 満月（静岡市）

生ビール又はチューハイ1杯サービス
0120-400-725魚匠ととや（静岡市）

生ビール1杯サービス
054-353-6050食楽酒房 喰兵衛（静岡市）

生ビール1杯サービス
054-221-4855団楽酒坊 哉（静岡市）

5％割引 1人4,000円以上、上限2,000円(金土祝前日は不可)
054-221-8828遊心（静岡市）

ドリンク一杯サービス
054-283-4311鉄板焼 びすとろ平野屋（静岡市）

ドリンク1杯サービス
054-271-7121和家（waga）（静岡市）

生ビール１杯サービス
054-283-1756和夢（なごむ）（静岡市）

グラスワイン1杯又はソフトドリンク1杯サービス 一部対象外あり
055-975-9555おいしい居酒屋 WOW（三島市）

オリジナルカクテル1杯プレゼント
055-925-2051こ洒落居酒屋99℃（沼津市）

ドリンクサービス
055-951-9900パーティーバー BooFooWoo（沼津市）

5％割引 3,000円以上のご利用
055-925-9330居酒屋ダイニング創（つくる）（沼津市）

料理一品サービス
0544-22-6830居酒屋靖・えい吉（富士宮市）

10％割引

2名まで

055-955-7740鶏屋じげん（沼津市）

ソフトドリンク1杯サービス お食事の方
0550-75-2056焼肉 イブ（駿東郡）

生ビール（グラス）1杯サービス
0558-22-0094呑み喰い処 太鼓判（下田市）

10％割引
055-926-8801番屋（沼津市）

ランチ&コース不可

ゲストブックプレゼント（成婚者）
0545-55-2531ビギンウェディングプロデュース（富士市）

ディナーご予約の方

2,000円以上のお食事の方

各種特典あり 20名以上
0537-23-2210THE ORIENTAL SUITE（ジ･オリエンタル･スイート）（掛川市）

カラー診断10％割引
053-471-8707アート・アーカイヴス（浜松市）

粗品サービス他
0538-33-3033ヴィーヴル迎賓館 磐田（磐田市）

クッションプレゼント
053-441-2175シュクレ浜松（浜松市）

来館時お食事プレゼント 成約時特典多数あり
053-457-1111ホテルコンコルド浜松（浜松市）

新郎新婦に花束プレゼント
053-456-3229マリポーサ（フレンチ）（浜松市）

ブーケ注文10％割引
054-251-5508MILK FLOWERS（ミルクフラワーズ）（静岡市）

ワインプレゼント 婚礼20名様以上のご成約者
054-203-7272ゲストハウス アンジョーヌ（静岡市）

ワインプレゼント 婚礼20名様以上のご成約者
054-205-0041ゲストハウスAnge（アンジュ）（静岡市）

初年度分登録料を無料に レンタル会員
054-346-5939ジュエリー アイジェンヌ（静岡市）

BOOK型ミニアルバムプレゼント スナップ撮影ご契約の方
054-653-3535フォー・リーフ・クローバー（静岡市）

レンタル衣裳10％割引
054-287-7272フォトスタジオ中屋（静岡市）

粗品プレゼント　ご成約でうれしいプレゼント有り
054-286-5559ブライダルステーション ア・デュー（静岡市）

レンタル衣裳10％割引
054-282-5894マイウェディング中屋（静岡市）

ピアノ生演奏プレゼント（結婚式）結婚式の方
054-366-3111マナーハウス エリザベート（静岡市）

会員特典有り
053-453-6210KURETAKESO（浜松市）

ビストロ・ド・ターバン

フレンチレストラン アンジェロ

マリポーサ

ラ・サリーブ

ラ・ノワゼット

ル・ポットフー

レストラン クレル・レヴェイエ

西欧料理 サヴァカ

食前酒サービス

5％割引

飲食代10％割引　ディナータイムのみ

オリジナル食前酒1杯サービス

特別ディナーコースを割引　要事前予約

グラスワイン又はドリンクサービス

ソフトドリンクサービス

飲食代金5％割引

5％割引 (眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ)
054-634-0188眼鏡市場 藤枝田沼通り店（藤枝市）

帯うどんをお買い上げの方に粗品プレゼント
0557-95-2256遠藤製麺（賀茂郡）

干ししいたけスライス（20g）プレゼント
0558-72-8484　塩谷商店（伊豆市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-344-3788眼鏡市場 イオン清水店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）補聴器は除く

補聴器は除く

0557-45-8198眼鏡市場 伊東店（伊東市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0558-23-8303眼鏡市場 下田とうきゅう店（下田市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0537-24-8214眼鏡市場 掛川塩町店（掛川市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0537-23-4878眼鏡市場 掛川店（掛川市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0537-37-0658眼鏡市場 菊川店（菊川市）

5％割引 (眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ)
0550-83-7711眼鏡市場 御殿場店（御殿場市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
055-973-8068眼鏡市場 三島店（三島市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
055-924-7611眼鏡市場 沼津リコー通り店（沼津市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
055-923-4088眼鏡市場 沼津リコー通り本店（沼津市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
055-969-3302眼鏡市場 沼津原店（沼津市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
055-934-2118眼鏡市場 沼津香貫通り店（沼津市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）補聴器は除く
055-964-0008眼鏡市場 沼津大岡店（沼津市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-656-0668眼鏡市場 焼津店（焼津市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0548-24-0678眼鏡市場 榛原店（牧之原市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-361-2088眼鏡市場 清水駅前店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-346-8898眼鏡市場 清水草薙店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-355-3308眼鏡市場 清水梅が岡店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-203-8008眼鏡市場 静岡SBS通り店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-285-3116眼鏡市場 静岡駅南店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-209-2488眼鏡市場 静岡浅間通り店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-268-1368眼鏡市場 静岡東新田店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-654-5388眼鏡市場 静岡富士見台店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-205-5900眼鏡市場 静岡本店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-262-8015眼鏡市場 静岡流通通り店（静岡市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0538-45-1808眼鏡市場 袋井川井店（袋井市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0558-76-8528眼鏡市場 大仁店（伊豆の国市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0547-33-0428眼鏡市場 島田宝来店（島田市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-644-5148眼鏡市場 藤枝駅前店（藤枝市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
054-644-5158眼鏡市場 藤枝店（藤枝市）

補聴器は除く

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-412-6658眼鏡市場 浜松曳馬店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0538-21-6028眼鏡市場 磐田上岡田店（磐田市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0538-37-4534眼鏡市場 磐田店（磐田市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-411-2928眼鏡市場 浜松参野店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-411-4608眼鏡市場 浜松市野店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）

053-445-5078眼鏡市場 浜松志都呂店（浜松市）

053-438-2569眼鏡市場 浜松初生店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-465-3988眼鏡市場 浜松中島店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-586-3513眼鏡市場 浜北店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-431-5028眼鏡市場 浜松有玉店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-456-7238眼鏡市場 浜松蜆塚店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-584-5568眼鏡市場 浜北大橋通り店（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0544-22-1818眼鏡市場 富士宮阿幸地店（富士宮市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0544-23-6229眼鏡市場 富士宮店（富士宮市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0545-53-5980眼鏡市場 富士錦店（富士市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0545-63-1643眼鏡市場 富士本店（富士市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
0545-66-5323眼鏡市場イオン富士南店（富士市）

半日体験、一日体験コースをそれぞれ10％割引
0266-66-2278KPS富士見高原パラグライダースクール（長野県）

スクール・ジュニア月謝割引
053-472-9401萩丘テニスクラブ（浜松市）

お菓子、お料理教室入会金10％割引
054-289-3223En Terrasse（アンテラス）（静岡市）

1日体験教室割引
054-265-3325MAC FLOWER （マックフラワー）（静岡市）

テキスト代免除
054-272-5491ライブリー学院 大人の英会話（静岡市）

入学金半額免除練習用着物無料貸し出し
054-261-7448庫流・みわ着付教室（静岡市）

シャーベットサービス
053-435-4656中国料理 蘭天（浜松市）

自家製デザートサービス
053-439-7234イタリア料理 LA・ALITALIA（浜松市）

お食事代5％割引　
053-427-3077イタリア食堂 オルトラーナ（浜松市）

ドリンク1杯ずつサービス
0548-33-9200ヴェルドーラ（榛原郡）

10％割引
053-925-5655カスター（浜松市）

ソフトドリンク1杯サービス
053-456-0088スパゲッティー専門店 オレンジ・パパ（浜松市）

ワンドリンクサービス
0538-44-1114プラムフィールド（袋井市）

飲食代500円引 1グループ1枚限り
054-251-0117イタリアン居酒屋 長谷川Tacoya（静岡市）

ドリンクサービス
054-251-0456イタリー亭 伊太利亭（静岡市）

デザートサービス
054-263-9255グラッチェ（静岡市）

ドリンク1杯ずつサービス
054-646-5598土木土木イタリアン（藤枝市）

コーヒー又は紅茶サービス
0557-51-3884La Porta（ラ・ポルタ）（伊東市）

ソフトドリンクサービス
055-932-0801Original Italian Cafe ma-n-ma（マンマ）（駿東郡）

ノンアルコールカクテルサービス
0545-53-1291イタリアレストラン カンパーナ（富士市）

ソフトドリンク1杯サービス
055-978-4811イタリアンカフェレストラン SEED（シード）（田方郡）

ご飲食代10％割引
055-973-0550イタリアンバイキング マリオパスタ（三島市）

コーヒー1杯サービス
0558-43-0885イタリアンレストラン サルーテ（賀茂郡）

手作りデザートを2品サービス
055-931-7466イタリア料理 リストランテ サンマリノ（沼津市）

10％割引
055-997-3529ウィンズ（裾野市）

デザート1個プレゼント
0545-65-0022ヴェッキア ランテルナ（富士市）

食事代10％割引
0550-87-6908ロベスの娘（御殿場市）

入会金50％割引
エステサロンマイン（浜松市）

全メニュー10％割引
ボーテパール ラ メール（浜松市）

10％割引
エステ・ド・ソワン  （静岡市）

オイルマッサージ割引
カ-ル プロジェクト（静岡市）

全身コース（痩身）1日ご優待
ジョイマックス静岡（静岡市）

20％割引（全てのメニュー）
ソワン・ド・パリス（静岡市）

5％割引
ネイルサロン「ティエファ」（静岡市）

新規のお客様500円割引
リフレクソロジーFoot Angel（焼津市）

リラクゼーションカプセル1,000円引
K・ROAD （ケイロード）（沼津市）

血行促進マッサージ1,000円引
Oreille オレイユ（富士市）

施術料15％割引
サレーヌ漢方美容サロン （富士市）

ネイルメニュー10％割引
ネイルサロン AN'S（アーンズ）（沼津市）

コラーゲン1袋プレゼント　フェイスリフトUPトリートメント50％割引
日本リンパ美容健康普及会（沼津市）

お食事5％割引
0538-37-6669Rat House（ラットハウス）（磐田市）

ドリンク1杯サービス
053-448-3264ウッディベル（浜松市）

ノンアルコールビール1瓶サービス
053-447-5737喜慕里（きぼり）（浜松市）

5％割引
053-457-1111中国料理 王府井（浜松市）

ソフトドリンク1杯、ディナーで飲食代10％割引
0550-84-8322御殿場インディア（御殿場市）

デザートサービス
054-265-3567ネパールの館（アジア料理）（静岡市）

ソフトドリンク１杯サービス
054-265-4000マハラジャ ダイニング（静岡市）

中華風蒸しカステラプレゼント
054-250-2500広東料理 棗 (なつめ)（静岡市）

テイクアウトキムチをサービス
054-251-5074静 JONG（ジョン）（静岡市）

!"#$%#&イタリアン

'(")*"%+エステ

ディナーCコース限定

ディナーはグラスワイン1杯

5時以降スパゲッティー注文の方

2名まで

単品パスタ・ピザ注文

3,000円以上（コース以外）の方

ランチ

お食事の方

2名まで

2名まで

お食事の方

初回のみ

入会者は通常コースの50%OFF

2名まで

お食事の方

ランチ

10％割引
054-286-8577中華 唐子（静岡市）

チャイ又はアイスを1つプレゼント
0544-22-5760インド料理 王様のカレー（富士宮市）

5％割引
0558-75-7878カレーハウス JIB 本店（伊豆市）

デザート盛り合せサービス
055-949-2900旬彩ダイニング ニュー・シャイン（伊豆の国市）

デザートサービス
055-949-4004中華料理 華々（伊豆の国市）

杏仁プリンサービス
0545-61-1672中華料理 元（ユアン）（富士市）

用品10～20％割引/他
054-352-4570アウト・ドア・スポット（バイク）（静岡市）

全商品1割引
0558-42-0298アサイミート（賀茂郡）

1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
0557-23-4555いでゆ干物店（賀茂郡）

特製うなぎたれを1つサービス
053-448-5004うなぎの鈴恭（浜松市）

はちみつキャンディープレゼント
0558-72-0828みつばち工房 修善寺花の道（伊豆市）

全品5％割引
0558-72-0312みつぼ商店（伊豆市）

,)-..%&/ショッピング

ラーメンのみ

お食事の方

特価品除く

コース料理注文の方

1人1,000円以上のご利用

'")&%+エスニック

ドリンク1杯サービス
053-522-0306中国料理 二葉（浜松市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
055-995-2788眼鏡市場 裾野店（裾野市）

5％割引（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）
053-445-2778眼鏡市場 浜松東若林店（浜松市）

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

補聴器は除く

初回月のみ

,+)--$スクール

入会金割引
054-205-9433イングリッシュボックス ENGLISHBOX（静岡市）

学校のみ

女性のみ

キャンペーン期間を除く

保険・装具レンタル料必要、3日前までに要予約

 （浜松市）

（磐田市）

（浜松市）

（浜松市）

（掛川市）

（磐田市）

（浜松市）

（菊川市）

053-454-0012

0538-37-0087

053-456-3229

053-434-9966

0537-28-7039

0538-35-1740

053-482-3011

0537-37-1820

0%/)"1(.-"ナイトスポット

23%4#$ブライダル

53*&+)フレンチ

仏蘭西料理 タルタル

和膳洋菜 みすとらる

キャトル プレジール

RESTAURANT Mitsu（レストラン ミツ）

オーベルジュ ミヨー

フランス風田舎料理 アン フルール

フレンチレストラン ラ・フェーヴ

プロヴァンス・ド・すずき

ベルポーム ジロー

レストラン クレール

053-453-7334

0538-44-1994

054-209-8600

0544-22-4439

0557-51-2858

055-972-2888

055-924-4760

0558-42-3701

0544-24-3756

0557-81-8467

グラスワイン1杯サービス　ディナータイムのみ

ソフトドリンク1杯サービス

アイスクリームプレゼント　お食事の方

アルコール又はソフトドリンク1杯サービス　2,500円以上のコース

食前酒サービス　ご宿泊の方

ソフトドリンク1杯サービス　お食事の方

食前酒又はアイスジャスミンティー1杯サービス　ディナータイムのみ

ウェルカムドリンク1杯サービス　コース料理

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

シャーベット１つサービス

（浜松市）

（袋井市）

（静岡市）

（富士宮市）

（伊東市）

（三島市）

（沼津市）

（賀茂郡）

（富士宮市）

（熱海市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（沼津市）

（富士宮市）

（駿東郡）

（富士市）

（駿東郡）

（沼津市）

（御殿場市）

（三島市）

（沼津市）

（沼津市）

clear.D'（クリアディ）

Legend

real good time

クワフール セレーノ

ジェイズ・ヘアー

ジャストフィットヘアーファンタジー

トータルヘアー ミラ・ファクト

ビューティーサロン ジョークジョーダン

ビューティーパーラー ジョージくん

ヘア クラブ HEADS

ベルジュバンス･サロン ネネ美容室

BOWIE×GUK

Fleur de lis （フルールドゥリス）

gajumal（ガジュマル）

Hair&Make MEC'CA

HAIR&MAKE upすずらん’S

ideal（イデアル）

LUCIDO STYLE CheRu

アンビエイト

クラブ・ヘア

ボウイズヘアー ボウイプラス

054-257-3229

054-653-7888

054-205-4444

054-284-5331

054-259-9920

054-262-9978

054-221-5045

054-247-7958

054-247-6783

054-258-3125

054-259-4715

055-951-1011

0544-66-8666

055-994-9779

0880-200-8771

0550-75-2037

0120-78-8686

0550-81-5200

055-973-7572

055-951-3155

055-926-6608

カラー、カット、パーマ、縮毛矯正いずれか30％割引

悪魔のトリートメントサービス

10％割引

全メニュー10％割引

技術料10％割引

核技術10％割引

技術料10％割引

20％割引

10％割引

10％割引

美容技術料5％割引

5％割引

トリートメントサービス

粗品プレゼント

1,000円引

新規の方に限り技術料20％割引

ヘアカラー10％割引

10％割引

パーマ、カラー1,000円引

10％割引

5％割引

初回のみ

初回のみカット以上のオーダー

初回のみ   　　　　　　　　　　

エクステンション除く            

着付け、メークは除く                        

初回のみ                                   

紹介者１名につき、さらに10％OFF

初回のみ    

初回のみ                                              

初回のみ                  

ごはん処おかず処くわ屋食堂

レストラン ラ・ペーシュ

Restaurant Cascade（カスケード）

RESTAURANT&BAR FARAO

SALY サリー

あるふぁ・がーでん 三島店

シチューとパスタのお店 ポレポレ

レストラン Kiya（キヤ）

どてかぼちゃ

洋食屋ToんChiんKaん

和風レストラン みよし

054-253-5034

054-256-3640

055-925-6454

055-951-3181

055-931-5105

055-976-5676

055-975-0843

055-978-0801

055-972-3712

055-951-3423

055-993-5555

10％割引

シャーベットサービス

グラスワイン1杯又はアイスデザートサービス

カクテルサービス

生ビール100円引

ランチバイキング300円引

バニラアイスクリーム又はゆずシャーベットサービス

函南クラシックぷりんをサービス提供

ハウスワインサービス

10％割引

ソフトドリンクを1杯サービス

（静岡市）

（静岡市）

（沼津市）

（沼津市）

（沼津市）

（三島市）

（駿東郡）

（田方郡）

（三島市）

（沼津市）

（裾野市）

（山梨県）

（神奈川県）

（山梨県）

（神奈川県）

（山梨県）

（神奈川県）

（神奈川県）

（山梨県）

（焼津市）

（賀茂郡）

アクアリゾート清里

かっぱ天国

クアハウス 石和

ゆとろ嵯峨沢の湯

河口湖 温泉寺

上湯温泉大衆浴場

箱根園コテージ

野天風呂 開運の湯

西焼津 笑福の湯

メールクラブ

0551-48-5551

0460-85-6121

055-263-7071

0465-62-2688

0555-72-6111

0460-85-7683

0460-83-1151

0555-73-2655

054-620-4126

0558-62-3672

入館料10％割引

大人、小人各10％割引

温泉浴バーデゾーン200円引

入場料10％割引 

入浴料200円引

入浴休憩室300円引

日帰り入浴10％割引

入浴料10％割引

岩盤浴コース1,480円を1,100円に

入場料大人、小人各300円引

１時間利用除く

高校生以上75歳以下

タオルセット（大・小タオル）付き

（袋井市）

（浜松市）

（浜松市）

（島田市）

（牧之原市）

（浜松市）

（周智郡）

（静岡市）

（静岡市）

（富士市）

（富士市）

（熱海市）

（伊東市）

（伊東市）

（田方郡）

（三島市）

（伊東市）

（賀茂郡）

（三島市）

伊豆市）

Cafe＆Bakery げんらく

cafe+Bar COZY（コージー）

PAUSE CAFE（ポーズカフェ）

This is cafe 新金谷駅店

カフェレストラン T&T

ギャラリー&フルーツパーラー TRE・PINI（トレピーニ）

やさい畑

おしるこ喫茶 船橋舎

ティファニー

Cafe Einstein（カフェ アインシュタイン）

imaru de cafe（イマルデカフェ）

M&M（エムアンドエム）

pupu cafe（ププカフェ）

SCRATCH（スクラッチ）

オープンガーデンカフェ Vivra Vivre（ビブラ ビブレ）

カフェレストラン モア

スィートハウスわかば

やすみいし

リバーサイド ガーデン フォーシーズン

茶庵 芙蓉

0538-23-0141

053-449-2211

053-437-2602

0547-46-5810

0548-22-4774

053-454-4088

0538-85-1111

054-352-6915

054-237-6316

0545-88-0957

0545-23-0106

0557-85-5586

0557-53-8311

0557-35-9572

055-979-5656

055-971-8900

0557-37-2563

0558-62-1820

055-981-0187

0558-72-0135

ミニデザートサービス

ワンドリンク（一部除く）サービス

ワンドリンクサービス

ラテホットご注文でスペシャルラテアートを

自家製パン（2ヶ入）お土産サービス

コーヒー又はTea1杯サービス

食後のドリンク100円引

10％割引

全品50円引

プチデザートプレゼント

ドリンクサービス

オール商品50円引

ワンちゃん用手作りメニュー5％割引

ドリンク１杯サービス

お食事をされた方に限り、ドリンクをサービスいたします

商品10％割引

季節限定ミニサンデープレゼント

50円引

コーヒー1杯サービス 

自家製ミニ梅ジュース1杯サービス

2,000円以上のご利用

ディナーのみ

平日ディナー限定

お食事の方

1日1回限り

ゴルフブース利用（初回のみ）

1グループ2名様まで

（牧之原市）

（牧之原市）

（浜松市）

（周智郡）

（浜松市）

（浜松市）

ふるさと創菓処 扇松堂（せんしょうどう）

ほおばり菓子 桃林堂

遠州菓子処 むらせや

菓子司 中島屋

菓匠 大しろ

御菓子司 あおい

0548-28-0036

0548-58-0404

053-925-2348

0538-85-2310

053-586-7927

053-435-3365

下茶園クッキー50円引

10％割引

5％割引

みそまん1つ

100円引

季節の和菓子プレゼント

1,000円以上のお買上   　　　　    

1,000円以上のお買上                 

2,000円以上のお買上（6、7、8月限定）

手作りの店ポエム新月

菜の花

お宮横丁 茶屋ぷくいち

こころ菓子舗 まめきゅう

はらや製菓

ふかせ菓子店

伊豆柏屋 本店

菓亭わかつき

美冨士製菓店

萌里多

0537-73-3083

054-352-1638

0544-25-2061

055-992-2222

0557-95-1587

0558-76-1225

0557-37-1322

0545-61-4863

055-921-1750

055-931-2981

20円引のサービス券1枚プレゼント

全商品5％割引

富士山湧水コーヒー1杯サービス

Fujiせんべい3種（各1袋）プレゼント

5％割引

狩野川の若鮎最中5本入50円引

5％割引

5％割引

自家製品20％割引 

自店製品5％割引

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（島田市）

（静岡市）

（富士市）

（富士宮市）

（賀茂郡）

（下田市）

（三島市）

（伊豆の国市）

（伊豆市）

（伊東市）

（伊豆の国市）

（熱海市）

（富士市）

うなぎ 湖畔食房 舘山寺園

うなぎの村こし

うなぎ食事処 浜乃木

うな慎

こだわりの味 鰻処 うな正

つぶ食 いしもと

そば処 ゆくら

手打ちそば 京すきやき 泉の里

うなぎや

うるおいてい

お食事処 うな瀬

かつぎ料理 海女小屋（あまごや）

そば処 ふくろく寿

そば処 まつもと

そば処 わらしな

そば処 壺ふじ

手打ち おとわ

和食処 こばやし

金時

053-487-0628

053-456-5454

053-487-0010

053-596-0303

053-437-3451

053-987-0411

0547-45-4951

054-335-7070

0545-34-0008

0544-24-7155

0557-23-4122

0558-22-3579

055-973-1157

055-948-3452

0558-72-1830

0557-37-3231

055-949-1436

0557-81-1686

0545-61-0205

ソフトドリンクサービス

ソフトドリンクサービス

10％割引

10％割引

お誕生日のお客様へとっておきの1品プレゼント

季節の小鉢1品サービス

食後コーヒーサービス

バニラアイスクリームプレゼント

うなぎの骨せんべいサービス

ソフトドリンク1杯サービス。

ソフトドリンク1杯サービス

10％割引

ソフトドリンク1杯サービス

そばかりんと50円引

お蕎麦50円引

100円引

ざるそば、ざるうどん50円引

季節のシャーベットサービス

10％OFF

（伊東市）

（駿東郡）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（賀茂郡）

（下田市）

（三島市）

（伊豆市）

（伊東市）

（神奈川県）

ねこの博物館

ベルナール・ビュッフェ美術館

メルヘンの森美術館　

伊豆オルゴール館

伊豆ガラスと工芸美術館

黄金崎クリスタルパーク

下田開国博物館

三嶋大社宝物館

修禅寺彫 松 琴回顧ミニ・ギャラリー

村上康成美術館

箱根ガラスの森美術館

0557-51-5133

055-986-1300

0557-51-0114

0557-53-0900

0557-51-7222

0558-55-1515

0558-23-2500

055-975-0566

0558-76-3702

0557-51-8021

0460-86-3111

入館料100円引

入館料200円引

入館料10％割引 オリジナルポストカードプレゼント

入館料50円引

入館料10％割引 

入館料10％割引 

入館料大人1,200円を1,100円、小・中学生600円を550円に割引

入館料200円引

松琴の書画色紙絵はがきプレゼント

入館料100円引

入館料100円引

（富士宮市）

（静岡市）

(浜松市）

(焼津市）

(富士市）

（静岡市）

(牧之原市）

アンキャトルエピス

コポー洋菓子店

パティスリー コムギコキッチン

パティスリー モリヤ

プチ・ラパン

モンサンミッシェル

ラ・フォンテーヌ洋菓子店

0544-25-8848

054-351-5430

053-440-7580

054-631-7699

0545-57-0070

054-271-6714

0548-52-0587

10％割引

焼き菓子（150円相当）プレゼント

5％割引

オススメのものを1つプレゼント

5％割引

10％割引

粗品進呈

宴会不可                                              

コースご予約の方

1,000円以上のお買上

 お食事の方           

お食事の方                                         

お食事の方        

イートインの方

1,000円以上のお買上

1,000円以上のお買上

1,500円以上のお買上

1,000円以上のお買上

1,000円以上のお買上

お買上の方

ホテル他 Hotel

（浜松市）

（周智郡）

（浜松市）

（浜松市）

（藤枝市）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（熱海市）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（裾野市）

（賀茂郡）

（駿東郡）

国民宿舎 奥浜名湖

三鞍の山荘

民宿 松一

鄙（ひな）の宿 かじか荘

富岡屋

北川温泉 大屋丸旅館

伊豆北川温泉 山十旅館

稲取東海ホテル湯苑

花のおもてなし 南楽

花の宿 介山

海が庭 みなとや

山喜旅館

星ホテル 

西伊豆クリスタルビューホテル

大月ホテル 和風館

天城温泉禅の湯

堂ヶ島温泉ホテル

奈良偲の里 玉翠

富士遊湯の郷 大野路

北川温泉ホテル

民宿 マルヤマ

053-522-1115

0538-86-0225

053-487-1414

053-965-0020

054-641-8771

0557-23-0567

0557-23-0633

0557-95-2121

0558-62-0171

0557-33-1970

0557-53-0032

0557-37-4123

0557-22-0555

0558-55-1111

0557-81-6111

0558-35-7253

0558-52-0275

0557-23-2171

055-998-1616

0557-23-2150

0550-75-2056

１泊２食付き１人500円引

ウェルカムドリンク1杯サービス

100円割引

ドリンク1杯サービス

藤枝のお茶サービス

ニューサマーみかんワイン1本プレゼント

「特製ムーンロードキーホルダー」サービス

貸切風呂1回50分間サービス

宿泊料10％割引

お食事時に一品サービス

展望貸切檜風呂40分間入浴サービス又は宿泊料金5％割引

コーヒー1杯サービス

「黒根岩風呂入湯料」プレゼント

モーニングコーヒーサービス

宿泊代金10％割引

岩盤浴、露天風呂付き大浴場1時間無料貸切

ソフトドリンクサービス

オリジナルカクテルサービス

入浴料大人200円引小人100円引、レストラン飲食代5％引

ソフトドリンクサービス

オリジナルタオルセットをプレゼント

平日のみ              

ランチ又はディナー

3,000円以上のお食事の方            

お食事の方                      

ご宿泊の方

2名                     

平日のみ                                 

繁忙期を除く

ご宿泊の方 

ご宿泊の方       

要事前予約、現金払い     

1日2組のペア限定　※夜10時以降からの入浴

夕食時、大人のみ、特別期間除く

夕食時                 

ご宿泊の方                  

ご宿泊の方

（磐田市）

（浜松市）

（浜松市）

（磐田市）

（掛川市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

R食堂 IWATA CURRY

ブラッセリー セルフィッシュ

ベーカリーブッフェダイニング シャンゼリゼ

レストラン ハーモニー

レストラン ベル・エポック

CoCo palms（ココバームス)

JANEMARE(ジェーンメア）

コーヒー＆レストラン サンサーラレポレ

0538-33-8383

053-458-7859

053-457-1111 

0538-21-1511

0537-24-5556

054-346-9593

054-653-6900

054-335-7701

お食事5％割引

ドリンク1杯サービス

5％割引

デザートサービス

ドリンク1杯サービス

グラスワイン1杯サービス

グラスワイン1杯サービス

ソフトドリンクサービス

イベント時不可

サービスランチ等一部除外

ディナー時ペア限定

レストラン一般 6*("#73#&"

コース料理                                            

ランチを除く                   

お食事の方                           

お一人2,500円以上

8&(*&温泉

（菊川市）

（静岡市）

（富士宮市）

（裾野市）

（賀茂郡）

（伊豆の国市）

（伊東市）

（富士市）

（沼津市）

（沼津市）

9#:*ケーキ

053-451-3741

053-454-5887

054-346-7158

054-272-7445

054-251-7606

054-221-8907

054-273-3333

054-620-5560

055-952-0785

0544-23-6258

0545-53-2430

055-952-4545

0120-308-464

9#;*喫茶店

1,000円以上のお買上

500円以上のお買上

要事前ご注文                                        

!"#$%&%'()*


