
2017年6月末日まで有効

（浜松市）
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（浜松市）
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（浜松市）

（掛川市）

（掛川市）

（浜松市）

（島田市）

（島田市）

（藤枝市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（榛原郡）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（藤枝市）

（静岡市）

（熱海市）

（富士宮市）

（富士宮市）

広島お好み焼き 寅さん

幸楽

京風とうふ料理 桂川

うなぎ藤田 浜松店

日本料理 堂満

食事処 さか希

とんかつ ゆなみ亭

日本料理 寿し半 藍路（あいろ）

食菜酒房 笑家（しょうや）

割烹 太一

食事処 料理 なかむら

弥平次

うなぎのかんたろう 蜆塚店

うなぎの老舗 中川屋

広島流お好み焼 安芸

）ズウボ（s’房 obaL dooF

福枡屋

宮前コロ助

ふじ膳

お好み焼き・鉄板焼 くらしき 

うまいもの秦（TAICHI)

串揚家 串よし

かつ蔵

日本料理 しゃぶ禅

田吉庵 十割そば店

和風料理 一喜

入船鮨 葵タワー店

手打ちそば 三好

山水亭 湯元屋

手打ちそば 吉野

和風レストラン おだ

駿河の味処 富士屋

めがね丸

志ほ川

鉄板焼 すぎ本

053-455-4992

053-452-3754

053-475-5266

053-438-1515

053-457-1111

0547-56-0110

053-426-0889

053-433-1421

053-465-0477

053-422-4350

053-463-4345

053-487-1535

053-455-8823

053-421-0007

0537-23-9815

0537-28-8707

053-526-1020

0547-36-6120

0547-37-3990

054-636-0511

054-253-0063

054-254-4374

054-265-9998

054-272-6040

0548-32-6800

054-254-2918

054-251-9178

054-282-7517

054-269-2318

054-255-3277

054-643-3050

054-335-0092

0557-67-1465

0544-24-0100

0544-26-4477

ソフトドリンク（当店指定）サービス

10％OFF

10％割引・コースは5％割引

5％OFF

5％OFF

コーヒー等サービス

「うめカツ定食」割引

ウェルカムドリンクサービス

ミニデザートサービス

旬のおすすめ一品料理サービス

ソフトドリンク1杯サービス

ミニサラダサービス

家康くんシールと、ウーロン茶又はうなぎのしっぽ

ソフトドリンクサービス

お好み焼き1枚ごとに50円引き

デザートのブランマンジェをサービス

デザート（豆乳プリン）1品サービス

コロッケ・肉団子・おからドーナツのいずれか１個プレゼント

一品サービス

¥100引き

ワンドリンク一杯サービス

10％OFF

ソフトドリンクサービス

10％OFF

50円割引

１品サービス

アイスクリーム又はデザートサービス

100円引

5％割引

一品サービス

日本酒のアイスクリームを1つサービス

ドリンク又はデザートを一品サービス

¥100引き

季節のフルーツをサービス

ソフトドリンク1杯サービス

お好み焼き1枚につき1つ。他サービス併用不可

サービスランチ等一部対象外

ペアで

お食事の方

お好み焼きお食事の方

他優待併用不可、宴会コース・ランチメニュー不可

そば大盛りご注文の方

現金のみ、出前除く。他優待併用不可

お食事の方

会席料理ご注文の方、要予約

ペアで飲食の方

1人1000円以上のお食事

Italianイタリアン

スパ１世 佐鳴台

スパ１世 有玉店

Italian Dining＆Cafe Poeta（ポエータ）小池店

Italian Dining＆Cafe Poeta（ポエータ）三方原店

Italian Dining＆Cafe Poeta（ポエータ）入野店

Italian Dining＆Cafe Poeta（ポエータ）磐田店

NeIL

手造りニョッキの店 PaPa (パパ)

ぱすた屋 REB（レブ）

アンティカ トラットリア ダル ピラータ

リストランテ スパッソ

イル コッチュート

お一人様1,000円以上ご利用の方

1週間前までのご予約

平日コース料理御注文の方

053-449-0822

053-435-0152

053-435-6278

053-522-8022

053-440-5828

0538-84-9009

054-221-9009

054-253-1819

055-949-8867

0558-34-1788

0557-51-7503

055-941-7599

10％OFF

10％OFF

サイドディッシュ一品無料

サイドディッシュ一品無料

サイドディッシュ一品無料

サイドディッシュ一品無料

プチデザート人数分サービス

ランチデザートプレゼント

創作コース料理を割引き価格にてご提供

ソフトドリンク1杯サービス

ソフトドリンク又はグラスワイン1杯サービス

イタリアワイン詳しい情報のご案内

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（磐田市）

（静岡市）

（静岡市）

（伊豆の国市）

（賀茂郡）

（伊東市）

（三島市）

10％OFF &サービス、トラベル化粧品セットプレゼント

2万円のコースを1,000円/他

天然脂質バリア化粧品サンプル3点プレゼント

入会金なし、チケット10回を11回に

10％追加サービス

各コース10％OFF

デトックスサウナ、ヘッドデトックス割引

技術料10％割引

初回割引あり

初回のみ50％OFF、毎回 (ボディー・フェイシャル) 10％ OFF

新規コースご入会でハーブティ（5,000円相当）プレゼント

フェイシャル体験割引(体験時間約120～150分)

10％OFF

サロンメニュー15％ OFF

新規コースご入会でハーブティ（5,000円相当）プレゼント

新規コースご入会でハーブティ（5,000円相当）プレゼント

0120-08-1076

053-453-3606

054-253-1620

054-254-4725

054-254-4577

054-250-8205

054-254-9557

054-261-8232

054-272-7388

054-271-7722

0120-272-554

0120-64-9311

0545-55-0678

0544-22-5386

0120-055-583

0120-552-373

シーボン・フェイシャリストサロン 浜松店

サロン・ド・ヴィザージ 浜松店

クリスタルプラザ 静岡

花森研究所

シーボン・フェイシャリストサロン 静岡店

タムタム 鷹匠店

免疫美容 サロン アルファ

アークメディカル本店

ヘルスディレクター静岡

ize 静岡店

エスティックサロン ラピュールサカエ 静岡店

シーボン・フェイシャリストサロン 富士店

シレナ 富士店 

カウンセリングエステティックサロン シエスタ.ウノ

エスティックサロン ラピュールサカエ 富士店

エスティックサロン ラピュールサカエ 長泉店

（浜松市）

（浜松市）

（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）

（富士市）

（富士市）

（富士宮市）

（富士市）

（沼津市）

料理・飲み物の5％OFF

杏仁豆腐サービス

杏仁豆腐サービス

「チキンテッカ」を人数分サービス

「子宝スパイス（スパイスの女王）」を1つプレゼント

記念写真をお撮りします

メキシコビール 10％ OFF

コーヒーサービス

合計金額から1,000円割引 

053-459-0722

053-465-0569

053-456-1720

0550-82-0715

053-435-1016

0538-84-9238

054-273-8555

0558-58-7333

055-963-6123

オークラアクトシティホテル浜松 中国料理 桃花林

浜松四川飯店 西塚店

浜松四川飯店 駅南店

NILU’S KITCHEN（ニルズキッチン）

インド・スリランカレストラン シーツー 浜松半田山店

cafe diner KONA（カフェダイナー コナ）

エル・ポジート（メキシコ料理）

四川料理 合歓

）スンハ（s’韓

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（御殿場市）

（浜松市）

（袋井市）

（静岡市）

（賀茂郡）

（沼津市）

Estheticエステ

20才以上でお仕事されている方

ご契約の方

要予約

初回の方に限る

フェイシャル又は ボディ6回以上のコース

電話予約必須、初回20歳以上の女性1回限り

サービスコース併用不可

フェイシャル又は ボディ6回以上のコース

フェイシャル又は ボディ6回以上のコース

一部除外メニューあり

1グループ2名様まで

お食事された方

3名様以上のグループ

Ethnicエスニック

当店オリジナル商品をプレゼント

当店オリジナル商品をプレゼント

焼き菓子プレゼント

和菓子1個プレゼント

和菓子1個プレゼント

お買いあげの5％OFF、ケーキ・パン教室は入会金20％OFF

フレンチどらやき（生クリーム・150円）サービス

お菓子1つサービス

5％割引

お買い上げ金額に応じて

お買い上げ金額に応じて

1,500円以上お買い上げの方

500円以上お買い上げの方

1,000円以上お買い上げの方

053-577-2508

053-594-5875

090-6467-6827

053-487-5757

053-487-0117

054-221-1333

054-252-1929

0558-42-0270

0545-57-0070

パピヨン 湖西店

パピヨン 新居店

菓子工房 ぶどうの小枝

手づくり和洋菓子つるや 呉松店

手づくり和洋菓子つるや 庄内店

ルーン・シュクレ

洋菓子のミカワヤ

菓子処 永楽堂

プチ・ラパン

（湖西市）

（湖西市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

（賀茂郡）

（富士市）

Cakeケーキ

10％OFF

10％OFF

5％OFF

メガネフレーム・レンズ・補聴器 店頭価格より10％引

メガネフレーム・レンズ・補聴器 店頭価格より10％引

杜氏による蔵見学の案内

お茶又は紅茶と手作りお菓子のおもてなしセットのサービス

お汁粉又は、たい焼きプレゼント

0538-85-3057

053-455-4626

053-476-1987

0557-44-6678

0538-39-6678

053-582-2121

0538-84-2020

053-962-5461

レッカーランド フクカワ（土産）

ビーチボーイ（サーフィン）

）アィデ（ AID

ビジョンメガネ 伊東店

ビジョンメガネ 磐田店

花の舞酒造

太田茶店

米屋 白壁館

（周知郡）

（浜松市）

（浜松市）

（榛原郡）

（磐田市）

（浜松市）

（周智郡）

（磐田市）

商品、奉仕料除く

他の優待券との併用は不可

他の優待券との併用は不可

2,500円以上お買い上げ方

粗品プレゼント

生ジュース・ソフトクリーム・かき氷10％引き。小物5％引き

ポストカード又は便箋プレゼント

商品10％OFF

10％OFF

商品10％OFF

リフレッシュコース15,000円を13,500円(レンタル代込み)

5％OFF

10％OFF

対象オーダーカーテン（200cm×200cm）1窓分を割引価格にて

5％OFF

クッションプレゼント

5％OFF

度付サングラス一式2,000円引き

10％OFF

10％OFF

お買上げ額から5％割引、1万円以上の方に房掛プレゼント

ジュエリー＆ウォッチ10％OFF

5％OFF

お手持ちの品のクリーニング無料

PADIディスカバースクーバを割引価格で

3×4サイズ証明写真(履歴書サイズ)撮影の方に2枚サービス

アメをプレゼント

ささやかなプレゼント

お茶のペットボトル1本サービス

ジュエリー時計10％OFF メガネ5％OFF

ジュエリー時計10％OFF

ジュエリー時計10％OFF

メガネフレーム・レンズ・補聴器 店頭価格より10％引

商品5％引き

プリン（キャラメル）1つプレゼント

10％OFF

うどん1袋サービス

10％引き

お菓子1つプレゼント

ミニソフトクリーム(バニラのみ）1個サービス

5％引き

お饅頭サービス

粗品プレゼント

粗品プレゼント

粗品プレゼント

全商品5％割引

毎週水曜日は商品5％引き

10％引き

0548-27-3708

0547-35-0399

0547-35-3413

054-334-0988

054-262-2781

054-237-1290

054-288-1518

0548-22-2865

054-263-5425

054-237-6648

054-205-6000

054-254-2099

0548-22-1563

054-252-5578

054-366-0582

054-367-0543

054-284-7800

054-628-3284

054-366-5277

054-285-7017

054-253-3101

054-252-6455

054-264-0529

054-237-1265

054-263-0070

055-993-3706

0550-82-0090

0545-65-8666

055-935-5558

0558-62-2804

055-948-0779

0558-56-0221

0544-65-5156

0558-87-0041

0557-95-5151

0558-22-5609

055-978-0520

0558-98-2025

0557-81-3731

0557-81-4835

0557-85-8010

0557-81-1155

0557-81-5035

0558-72-6526

0558-85-1311

(有)仲田園

そいびーんず

山本印章堂

ダイバーズ・プロ・アイアン

コットンハウスくれよん(布屋)

ブルーマリン静岡

ダイビングショップ MIU

BROS 静波店（サーフショップ）

テニスプロショップ クレストン

大市カーテン

ベイウォッチャー静岡

Quito Shop（雑貨・家具）

ジャック静波店

オプティック コイズミ

メガネの春田 清水銀座店

メガネの春田 清水駅前店

ライコー カーテン・ハウス

宝石・時計 村松

中屋赤ちゃん店

宝石・貴金属こせき

BLUE CORNER（ブルーコーナー）

ローマ写真スタジオ

村松精肉店 池田店

長島和男商店

バラエティーショップ sachi

ヤマトヤ 裾野店

ヤマトヤ 御殿場本店

ヤマトヤ 富士店

ビジョンメガネ 沼津南店

伊豆漁業協同組合南伊豆支所直売所

手作りとうふ みずぐち

安良里 宝市場

よりあいどころ

出口の黒玉

伊豆東ワイン

ロロ黒船

大美伊豆牧場 カンパナッチョ

花の店 あおい

阿部商店

ひもの光生

もりりん

早庵（そうあん）

網元 丸福

craft&zakka 創巣堂（ソーゾ）

ひなと丸

（菊川市）

（島田市）

（島田市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（牧之原市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（牧之原市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（焼津市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（裾野市）

（御殿場市）

（富士市）

（沼津市）

（賀茂郡）

（伊豆の国市）

（賀茂郡）

（富士宮市）

（伊豆市）

（賀茂郡）

（下田市）

（田方郡）

（伊豆市）

（熱海市）

（熱海市）

（熱海市）

（熱海市）

（熱海市）

（伊豆市）

（伊豆市）

1,500円以上お買い上げの方

一部除外あり

500円以上お買上げの方

セール除く

バーゲン品除く

電話又はメールで要予約

バーゲン品除く

同時に2窓以上ご注文のお客様

限定品、セール品は対象外

６万円以上のソファーをご予約の方

１人1回限り

一部メーカー品除く

一部メーカー品除く

一部対象外あり

サービス品除外　クレジットカード使用不可

商品2,000円以上お買い上げの方

1,000円以上飲食の方

一部除外品あり

一部除外品あり

 一部除外品あり

他優待券併用不可

一部商品を除く

1,000円（税込）以上お買い上げの方

2,000円以上お買い上げの方

1,000円以上お買い上げの方

2,000円以上お買い上げの方

500円以上お買い上げの方

1,000円以上お買上げの方

2,000円以上お買上げの方

3,000円以上お買上げの方

2,000円以上お買上げの方

1グループ5名様まで

要電話予約

要電話予約

入会金無料

受講料10％OFF

5000円OFF

自主学習講座 無料体験1回

自主学習講座 無料体験1回

社会人講座入学金3,000円引き

0537-22-0349

053-458-1502

053-471-7171

0120-696-916

0120-696-916

054-264-0050

イングリッシュ・アカデミー

英会話＆留学 横浜アメリカンクラブ 浜松校

静岡県自動車学校 浜松校

TOKAI パソコン教室 浜松校

TOKAI パソコン教室 静岡校

大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 静岡校

（掛川市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

Schoolスクール

054-349-1712

054-208-1024

054-256-1789

054-653-7771

055-952-2727

0558-42-0600

055-921-7171

入校時全講座10％OFF

入校時全講座10％OFF

入校時全講座10％OFF

体験レッスン1回無料

全科目５％割引

5000円OFF

5000円OFF

キッドパソコンスクール 御門台校

キッドパソコンスクール 瀬名校

キッドパソコンスクール 安倍川校

話し方レッスン エンコーポレーション

富士通オープンカレッジ沼津校

静岡県自動車学校 松崎校

静岡県自動車学校 沼津校

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（沼津市）

（賀茂郡）

（沼津市）

10名以上で1人につき1,000円ＯＦＦ

オープンウォーターコースのみ

引馬コースを除く

１日体験コース500円OFF

１カゴ50円引き

一部受講料会員扱い料金

入会金50％OFF

入会金50％OFF

各コース10％OFF

0565-82-2278

053-472-8151

054-264-6351

054-620-0343

054-627-6481

0558-62-2919

（愛知県）

（浜松市）

（静岡市）

（焼津市）

（焼津市）

（賀茂郡）

中日パラグライダースクール

和合ゴルフクラブ

セイシンアクアスポーツクラブ(ダイビング）

焼津チャンピオン スポーツクラブ

焼津チャンピオン スイムスクール

伊豆下田乗馬クラブ

Sportsスポーツ

10％OFF（面貸し）

オートテニス50円引き

面貸し（１面OK）1,000円引き、個人500円引き

プレイ10％OFF

スクール入会金免除

平日プレイ10％OFF、スクール入会金免除

プレイ、スクールメンバー入会金10％OFF

ガット張り代20％OFF 各種スポーツ用品15～30％OFF   

会員入会金10％OFF、面貸し10％OFF（要予約）

レンタルコート20％OFF、会員入会金20％OFF

入会金50％OFF  プレーフィー10％OFF

テニス教室初回年会費無料、レンタルコート20％OFF

053-578-2121

053-465-3280

053-472-9401

0548-32-6427

054-624-5500

054-643-8487

054-237-2022

054-346-2289

054-278-3261

054-623-5511

055-924-3600

0557-54-0025

ビボーンテニスクラブ

サンシャインテニス

萩丘テニスクラブ

東名吉田グリーンテニスクラブ

アイテニスクラブ焼津コート

駿河台ローンテニスクラブ

ウインビレッジテニスクラブ

静清グリーンテニスクラブ

千代テニスクラブ

グリーンポートテニスクラブ

コスモステニスクラブ

トキワクラブ

（湖西市）

（浜松市）

（浜松市）

（榛原郡）

（焼津市）

（藤枝市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（焼津市）

（沼津市）

（伊東市）

面貸は土日祝日の午後利用不可

現地精算のみ

Tennisテニス

Night spotナイトスポット

一部対象外あり

一部対象外あり

一部除外メニューあり

日～木限定、クレジットカード不可

1本限り

１杯のみ

平日のみ（火～木）、宴会・コース料理除く

クレジットカード不可

 割引上限1万円まで、他の割引併用不可

 割引上限1万円まで、他の割引併用不可

宴会コース除く

3,000円以上飲食された方

飲食代金5％OFF

飲食代金5％OFF

料理・飲み物の5％OFF

5％OFF

ペアご来店でお食事5％OFF

パティシエ気合いの一皿プレゼント

ボトル半額

冷酒グラスサービス

ワンドリンクサービス

グラスワイン1杯サービス

会計から10％OFF

1ドリンクフリー

飲食代10％OFF

会計金額より500円引き

5％OFF

5％OFF

5％OFF

5％OFF

5％OFF

5％OFF

お会計から10％OFF

お会計から10％OFF

フード全品20％OFF

ドリンク1杯サービス

（磐田市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（磐田市）

（御殿場市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（熱海市）

（賀茂郡）

（下田市）

（賀茂郡）

（伊東市）

（沼津市）

（富士市）

（富士市）

（沼津市）

（三島市）

280円均一「てらきん」

280円均一「てらきん」

オークラアクトシティホテル浜松 メインバー ドン・ジョバンニ

きん魚 浜北店

焼鳥 Ren（レン）

カジュアルイタリアン バッカスのへそ 御殿場

まぐろ家 繁正 

たべものや（居酒屋）

わたんじ

）トッエィフ ラ（ ettelliF al gniniD & eniW

海人（うみんちゅ）

Peace3（ピーススリー）

BAR-CODE

串特急 熱海店

串特急 稲取店

串特急 下田駅前店

串特急 西伊豆仁科店

串特急 伊東駅前店

伊酒家ダイニング 海人 沼津駅前店

まぐろ居酒屋 さかなや道場 富士北口店

海鮮居酒屋 はなの舞 富士北口店

オールディーズミュージックレストラン KEN & MARY

まぐろ居酒屋 さかなや道場 三島広小路店

0538-39-1221

053-413-1118

053-459-0726

053-585-2668

0538-33-7457

0550-87-6908

054-251-4101

054-273-0572

054-253-0066

054-251-6018

054-250-0155

054-273-7734

054-221-1999

054-652-4560

0557-86-5109

0557-95-8358

0558-23-7358

0558-52-6369

0557-36-2369

055-962-7636

0545-65-8081

0545-66-2030

055-943-9029 

055-983-6001

串特急 沼津リコー通り店 055-921-4727
5％OFF
（沼津市）

Bridalブライダル

パレスホテル掛川

ホテルクラウンパレス浜松

浜名湖レークサイドプラザ

浜名湖ロイヤルホテル

ホテルセンチュリー静岡

ホテルアソシア静岡ターミナル

クーポール

浮月楼

ボッカ・デラ・ベルタ

ウェディングファクトリー・ジュノー富士店

0537-22-0111

053-452-5111

0538-48-6111

053-524-1123

053-592-2222

054-287-1234

054-254-4141

054-254-0251

054-252-0131

055-947-2001

0545-37-0334

参列者は１泊朝食20％OFF

申込時に申し入れ必要

要予約

３階ブライダルサロンにて初回来館時

プランご利用の方のみサービス可

要予約・式場を決めていないカップル限定

サンクタカリナを除く

結婚でお祝い金進呈

レストラン特別割引き有り、結婚でペア食事券プレゼント

挙式当日宿泊新郎新婦はルームチャージ無料

結婚で控え室、カラオケ使用料無料

結婚で控え室、着付室、カラオケ、ケーキカット代無料

優待特典プレゼント

来館でコーヒーサービス、結婚でペア食事券プレゼント

結婚で希望の演出をサービス

下見時、お食事コース料金50％OFF

成婚者に花嫁衣装30％OFF、花婿衣裳20％OFF

（掛川市）

（浜松市）

（袋井市）

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（伊豆の国市）

（富士市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（沼津市）

（沼津市）

（駿東郡）

シーダッシュC'

美容室 オサムズヘアー

AiB (アイビー)

シスターゴールデンヘア

美容室 CECILE

髪ing・hair 沼津富士急店

クランチヘアー

054-255-7058

054-264-6991

054-246-4710

054-251-6620

055-951-3193

055-963-8123

055-933-5530

5％OFF

10％OFF

いずれかを30％OFF(カラー、カット、パーマ、縮毛矯正） 

20％OFF

パーマ・カット10％OFF

パーマ6,500円を3,500円、カット3,300円を2,300円～

お子様(小学生未満)のカットをサービス！！

初回のみ

新規の方

要予約

親子で初めてご来店さた方

伊東温泉 ビーチコミューン シンプルース

うさぎの時計

伊豆高原 オーベルジュ サン・ジュリアン 

愛犬の宿 ラブリー・ワンズ

伊豆高原 海の見えるオーベルジュ パルテール 

オーベルジュ ド ルフラン

伊豆高原温泉 かえで庵 

ホテルセレクトイン三島

美浜

ホテル志なよし

0557-38-2722

0557-38-8155

0557-54-5670

0557-51-4747

0557-51-8581

0557-51-4226

0557-33-1111

055-981-1111

0558-98-1030

0557-23-2260

記念写真プレゼント

ウェルカムドリンクにコーヒーサービス

食前酒サービス

ウェルカムドリンク1杯サービス

ハーブをプレゼント

ディナー時にグラスワイン又はソフトドリンク1杯プレゼント

宿泊料金一律10％OFF

東京医科歯科大学名誉教授藤田博士推奨のドクターウォーター1人1本プレゼント

名産あじのひもの一篭プレゼント

粗品プレゼント

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（三島市）

（伊豆市）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（裾野市）

（伊東市）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（下田市）

シーサイドリゾートペンション サーフライダー

リゾートペンション ビーグル

ふんわりこん

ペンション グリーンディッシュ

仔犬のワルツ

小さな宿＆レストラン しいの木やま

ペットと泊まる宿 ドッグリゾート フルフル

0558-52-1414

0557-23-4372

055-998-1433

0557-45-4711

0558-52-1882

0558-67-2111

0558-27-2228

宿泊料金5％OFF

ご宿泊で夕食グラスワイン又はソフトドリンクサービス

ご宿泊でノベリティグッズ（ストラップ）1つプレゼント

宿泊料金から5％OFF

犬の宿泊料サービス 

宿泊でウェルカムドリンク1杯、お食事でソフトドリンク1杯サービス

伊豆の天然水ペットボトル（500ml）1本プレゼント

お盆、正月、GWを除く

ハイシーズン除く

1グループにつき1頭のみ

（磐田市）

（浜松市）

（浜松市）

（掛川市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（御前崎市）

（牧之原市）

（静岡市）

（下田市）

（伊豆市）

（伊豆市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊豆の国市）

（伊豆の国市）

（伊豆の国市）

（賀茂郡）

（賀茂郡）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

磐田グランドホテル

フローリスホテル・ヴィラ くれたけ

ホテル リステル浜名湖

パレスホテル掛川

舘山寺サゴーロイヤルホテル

ホテル BentenKan

ホテル デイバイデイ

御前崎グランドホテル

静波リゾートホテル スウィングビーチ

日本平ホテル アッパーラウンジ

クアハウス 石橋旅館

白壁荘

粋松亭

伊東ホテル 聚楽

リゾートホテル ロブイング

チャイニーズ・プチホテル・シェンロン

プチホテル アクアガーデン ラグドール

ホテル アクアサンタ

かめや 惠庵（えあん）

伊豆長岡 ホテル天坊

ホテル四季の蔵

熱川一柳閣

オーベルジュ 花季（はなごよみ）

湯あみの宿 かめや楽寛

こまどり荘

宇佐美温泉 ふぐ地魚料理の宿 大塚

0538-34-1211

053-453-1511

053-525-1222

0537-22-0111

053-487-0711

053-592-8000

053-452-6600

0548-63-3333

0548-22-1717

054-335-1162

0558-22-2222

0558-85-0100

0558-98-1189

0557-38-6166

0557-51-3567

0557-51-8739

0557-51-6667

055-947-1999

055-948-1631 

055-947-4489

0558-32-1272

0557-23-1133

0557-38-2020

0557-37-1515

0557-36-2415

0557-48-8839

室料10％OFF

通常料金より15％OFF

基本宿泊料10％OFF

シングル、ツイン割引

基本宿泊料10％OFF

10％OFF

基本料金の30％OFF 

宿泊代の5％OFF

各種利用料10％OFF

飲食5％OFF

宿泊料10％OFF

基本宿泊料１名2,000円引き(4,7,9,12月)

料金平日3,000円引き、休前日2,000円引き

１泊２食料金10％OFF 

宿泊料金10％OFF

宿泊料金10％OFF

宿泊料金10％OFF

ディナーコースご予約の方宿泊料無料(セミダブル)

ソフトドリンク1杯サービス

ランチバイキング＆温泉300円OFF

プチプレゼント

ワンドリンクサービス

朝食後にコーヒー・お菓子サービス

貸し切り露天風呂1回45分間サービス

電話受付予約で石舟庵のお饅頭サービス

あひるのお人形プレゼント

ホテル他 Hotel

要電話予約。繁忙日は除く

ホテル宿泊企画は除く。旅行会社経由は対象外

サービス込み、税別 ハイシーズン除く

室料、テニスコート、パターゴルフ他

平日限り

予約時要申請

1,000円引(5,6,8,10,1～3月)予約時申請

予約時申請

予約時要請

休前日を除く平日のみ/予約時申請

正月・GW・お盆、その他特定日除く

月～金に宿泊の方・予約時要請

予約時要請

ご宿泊の方

ペンション Pension

ペアでご宿泊の方

ペアでご宿泊の方

公式HPからのご予約、予約時申請

ペアでご宿泊の方

一グループ、一家族

Ramenラーメン

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（熱海市）

（田方郡）

（伊豆の国市）

（伊豆の国市）

（田方郡）

麺一（めんいち）

）イユ ジンモチイ（ 結 字文一

清六家 静岡両替町店

石川屋

天一ラーメン

与志富

一匹の鯨

らーめん もかすけ

053-421-7448

053-545-5559

054-251-8777

0557-81-3075

055-979-1277

055-948-0451

055-949-2202

055-944-6360

煮玉子のトッピングをサービス

追加のチャーハンを100円引き

麺大盛または半ライスまたはトッピング1品(チャーシューは除く）

50円引き

10％引き

1ドリンクサービス

好きなトッピングを一品サービス

味玉1個サービス

ラーメンご注文の方

1グループ4名様まで

ラーメンご注文の方

ラーメンご注文の方

レストラン一般 Restaurant

（浜松市）

（御前崎）

（御前崎）

（浜松市）

（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）

（富士宮市）

（三島市）

（沼津市）

（沼津市）

（三島市）

（富士宮市）

（沼津市）

（伊東市）

（駿東郡）

（富士市）

ちゃんこ 陣屋

パリジェンヌ・ラブール

がっこーにいこう！

ミートレストラン とんきい

DEAMS フレックスミュヘン

八千代亭（焼肉）

焼肉レストラン千番閣

紺のれん望月 東静岡店

山海食彩 実りの樹 

ビストロ・ブキニスト

外苑

テキーラダイナー

マザーグース

Locomani(ロコマニ) 

どてかぼちゃ

三の蔵

キッチン 紫陽花亭

心々亭茶寮

洋食屋 CHEVRE

スプーニー

かみ風せん

カブト食堂

焼肉 京昌園本店

053-465-6789

0537-86-6012

0537-85-5522

053-522-2969

054-273-6866

054-352-8682

054-346-7171

054-286-4200

054-253-2710

054-251-5030

054-253-4548

054-255-7595

054-353-5265

054-260-6622

0544-25-0147

055-972-3712

055-922-6902

055-921-4039

055-972-0311

0544-28-0717

055-964-4944

0557-51-7730

0550-76-0254

0545-52-2727

ソフトドリンクサービス

全品10％OFF

先割れスプーン一本プレゼント

ドリンク1杯サービス

1,000円OFF

キムチ盛合わせ又は生ビール、ソフトドリンク一杯

生ビール又はソフトドリンク1杯サービス

ギョーザ200円

ランチでコーヒーまたは紅茶サービス、ディナータイム10％OFF

L.W.スペシャルコース（ドリンク2杯付）4200円

食事代 5％OFF

カールスバーグ生(1/2パイント)1杯サービス

一組につきバナナシフォンケーキをサービス

ランチドリンクサービス

カクテル又はノンアルコールカクテル

ハウスワインサービス

グラスワインサービス

紫陽花亭チキン定食100円引き、又はラーメン定食各種 50円引き

シャーベットサービス

ソフトドリンクかグラスワイン1杯サービス

5％OFF 

お食事された方にコーヒーまたは紅茶をサービス

ドリンク1杯サービス

ペア限定

お食事の方、1グループにつき

ディナー時2名様以上

1枚限り

前日までに要予約

半額デーは除外

お食事の方

１杯のみ

１杯のみ

１杯のみ

平日、ドリンク付きラーメン定食との併用不可

精進の薬膳飲茶コース以上の方

2,000円のおまかせコース御注文の方

17：00以降お食事の方

お食事の方

いっぷく茶処やませき

PMA Cafe（ピーエムエーカフェ）

森の手作り屋さん かたつむり

ハミングバード岡宮店

和カフェ 麦

South Cafe（サウスカフェ）

cafe candy（カフェ キャンディ）

とんがり帽子

Organic Cafe M2（オーガニックカフェ エムニ）

珈琲館 三島本町店NPOカフェ

珈琲専科 讃（さん）

純喫茶 パインツリー

甘味喫茶 茶保(チャオ)

中村屋

0547-53-4545

054-626-3315

0558-85-2104

055-922-9093

0544-24-1450

0558-25-5015

0557-51-5127

0557-51-7238

090-9173-7018

055-991-2203

0557-81-2753

0557-81-6032

0557-81-2575

0557-81-0010

ポイントカード2倍、ソフトクリーム・喫茶メニュー100円引

焼津のオススメスポットをお教えします

ハーブティｰ1杯サービス

ドリンク1杯サービス

ソフトドリンク1杯サービス

デザート1品サービス

グループ合計金額から5％割引

コーヒー1杯サービス

5％割引き 

お1人様につき50円割引

飲食料5％割引

おもちゃプレゼント

だいだいマーマレードをお付けします

和三盆1つサービス

（島田市）

（焼津市）

（伊豆市）

（沼津市）

（富士宮市）

（下田市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（三島市）

（熱海市）

（熱海市）

（熱海市）

（熱海市）

コースご注文の方

お食事された方

1,500円以上のお食事の方

モーニング、ランチは除く

小学生以下のお子様同伴でご来店

紅茶をご注文の方

お茶注文の方

（浜松市）

（掛川市）

（掛川市）

（磐田市）

（周智郡）

喫茶 飛行場

掛川城公園 二の丸茶室

バール・ぷち・リッチ

まちなかCafe

森のアトリエカフェ ひだまり

053-448-5679

0537-23-1199

0537-24-1281

0538-37-1176

0538-89-7385

セットメニュー200円引き

おススメスポットでの写真撮影。ご希望でお庭のご案内

お土産でシフォンケーキプレゼント

赤ちゃんにはミルク用お湯、幼児には絵本等を用意

ランチドリンク一杯サービス

2000円以上お食事の方

ランチを注文された方

Cafe喫茶店

Support Shop

1,700店！
地元パートナーショップ

ワーク・ライフ・バランスに取り組むLWの活動に地元の施設・店舗の皆さんもご協力いただいています。

LWで得しようLWで得しよう スマホでもOK!
優待店舗を
チェック！！

外出先
でも

!!1,700店


