
2017年12月末日まで有効

Cakeケーキ

スパ１世 佐鳴台

ラ・カンティーナ

ATELIER M.O.F（アトリエ　エムオーエフ）

ヴェルドーラ

イル・パパトーレ

Original Italian Cafe ma-n-ma（マンマ）

パステリア地中海（ピザ）

ボナペティ デリス

１グループ

カード提示者のみ

053-449-0822

0538-33-6363

0537-23-4322

0548-33-9200

054-250-0967

055-932-0801

055-972-3630

055-983-0559

10％OFF

指定のソフトドリンクサービス（ランチセット以外）

記念写真をお撮りします

ドリンク1杯ずつサービス（ディナーはグラスワイン1杯サービス）

デザートサービス

3,000円以上飲食（コース以外）の方、ソフトドリンクサービス

ホットコーヒーサービス

ソフトドリンク1杯サービス

（浜松市）

（磐田市）

（掛川市）

（吉田町）

（静岡市）

（清水町）

（三島市）

（三島市）

あんかけ家

中国料理 二葉

仏蘭西料理 エトワール

ガト・ロッホ

サイゴン（ベトナム料理）

飲茶と中国料理 名鉄菜館

カレーハウス JIB 本店

阿於㐂食堂（あおき）

サービスランチ等一部商品は対象外 会員本人と同伴者4名様まで（5名様）

カード提示

ランチタイムを除く

お食事された方 4名様まで

１グループ

053-489-6478

053-522-0306

053-457-1111 (代)

054-646-1033

054-289-2404

0550-83-0722

0558-75-7878

0557-37-2220

料理全品80円引き

ドリンク1杯サービス

5％OFF

フード20％OFF

10％OFF

桃まんじゅうサービス

5％OFF

1名様500円以上お食事された方100円引き（サービスセットは除く）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（藤枝市）

（静岡市）

（御殿場市）

（伊豆市）

（伊東市）

レストラン クレル・レヴェイエ

船明荘（ふなぎらそう）

ラ・ノワゼット

ダイニングレストランバー もん・りーぶる

ル・コンテ（フランス料理）

デジャ ヴゥ

レスポワール

ハートフルダイニング おんふらんす

Lapin Agile（ラパン アジル）

オーベルジュ ミヨー

カード1枚につき1杯サービス

ディナーのみ

053-482-3011

053-925-2039

0537-28-7039

054-637-0828

054-266-3886

0544-24-1114

0545-64-8338

055-991-5670

055-924-0600

0557-51-2858

ソフトドリンクサービス

お食事された方に、ソフトドリンク1杯サービス

5,000円にて特別ディナーコースを用意（要予約）[アペリティフ（ノンアルコールあり）付き・アミューズ・お料理4皿・デザート・コーヒー]

グラスワイン1杯サービス（ディナータイムのみ）

グラスワインまたはソフトドリンク１名様１杯サービス

ミニデザートサービス

ソフトドリンク、ノンアルコールカクテルサービス

ソフトドリンク一杯サービス

ウェルカムドリンク

ご宿泊の方に食前酒サービス

（浜松市）

（浜松市）

（掛川市）

（藤枝市）

静岡市

富士宮市

富士市

三島市

沼津市

伊東市

麺屋 山彦

麺屋 破天荒 風雅

荻窪ラーメン 十八番

横浜屋 千代田店

あんと

らーめん　もかすけ

ごんじ亭

一匹の鯨

カード提示者のみ

¥1,000以上お食事の方 カード提示者のみ

注文時にカード提示して下さい カード提示者のみ

053-545-3985

053-421-2811

053-466-9333

054-264-0867

054-237-7416

055-944-6360

0545-21-3452

055-949-2202

つけ麺ご注文の方に、「つけあと雑炊」をサービス

味玉1個サービス（杯数分）

ラーメン50円引き

￥100引き

￥100引き

ラーメンご注文の方に、味玉1個サービス

味付けゆで卵１個サービス

ラーメンご注文の方に、好きなトッピングを一品サービス

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

（函南町）

（富士市）

（伊豆の国市）

パティスリー コムギコキッチン

小さなお菓子屋さん キュイドール

パピヨン 湖西店

カード提示者のみ 1000円以上お買い上げの方

1,000円以上のお買い上げで

053-440-7580

053-489-3263

053-577-2508

5％OFF

お勧めの焼き菓子プレゼント

当店オリジナル商品をプレゼント（お買い上げ金額に応じて）

（浜松市）

浜松市

湖西市

市川ダンススタジオ

愛宕ゴルフガーデン

乗馬クラブ ニューシーズン御殿場
会員証（L.W.カード）の提示

利用日の３日前に要予約 ２名様

054-629-4844

054-264-3159

0550-82-8520

入会金無料

平日：昼夜問わず打球清算で1球2円割引

スクール全コース受講料20％OFF（別途、保険・装具レンタル料必要）

（焼津市）

（静岡市）

（御殿場市）

うなぎの老舗 中川屋

こだわりの味 鰻処 うな正

手打ちそば・うどん 萩

つぶ食 いしもと

手作り豆富と創作料理の店 ぎふや

雅楽之助（うたのすけ）奥山店

うなぎ 湖畔食房 舘山寺園

魚河岸料理 太助

山本亭

焼肉料理 りゅうせん

三州庵本店（そば）

茶間亭

四季の庵 宮本

そば処 ゆくら

手打ちそば 京すきやき 泉の里

魚魚の家

串揚家 串よし

割烹 海さか

和風料理 一喜

虹屋ミミ

お食事の方に限る 一皿（￥350相当）サービス 注文時カード提示して下さい １グループ迄

１グループ

コース料金の利用不可 月～金曜のみ（祝日除く）  他サービスとの併用不可 １グループ

カード提示者のみ

注文時カード提示して下さい ２名迄

１グループ

全員

コース料理ご注文の方 グループ全員

２名

053-421-0007

053-437-3451

053-447-3068

053-987-0411

053-925-2895

053-543-0322

053-487-0628

053-592-1919

053-592-2485

053-460-7779

0538-37-0757

0538-33-2468

0538-44-0414

0547-45-4951

054-335-7070

054-269-2380

054-254-4374

054-250-2685

054-254-2918

0544-24-0791

ソフトドリンクサービス

お誕生日のお客様へとっておきの1品プレゼント

あげだし豆腐 or あげもちサービス

コースご予約の方に、季節の小鉢1品サービス

夕膳（1,700円 税別）を召し上がられた方、自家製豆乳アイスクリームサービス

10％OFF

ソフトドリンクサービス

ソフトドリンクサービス

粉ミルク用のお湯提供、離乳食の温めサービス

10％OFF（割引上限￥2.000）

5％OFF

ペアでご来店の方にデザートサービス

ソフトドリンク1杯サービス

食後コーヒーサービス

1,000円以上の注文に限りバニラアイスクリームプレゼント

5％OFF

10％OFF

ワンドリンクサービス

１品サービス

トッピング1品サービス

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（磐田市）

（磐田市）

（袋井市）

（島田市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（富士宮市）

Italianイタリアン10％OFF

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

富士味噌焼きそば丼に温泉玉子サービス

全員にシャーベット1個提供します

店内のお食事について10％OFF

10％OFF

ソフトドリンク1杯サービス　

全品消費税カット

5％OFF

卵1個サービス

お食事した方に自家製コーヒー お子様にりんごシュース

お食事された方に、そば菓子1つサービス

お食事された方にやすらぎの香りポプリ１つプレゼント

お食事された方に、デザートサービス

0544-26-4208

0544-24-7155

0544-27-6161

0545-53-2805

0545-66-1121

0545-64-5720

0545-61-0205

0545-60-6670

0558-94-2114

055-963-8099

0557-35-5688

0558-32-1533

0557-95-3658

0558-42-0100

0558-55-1431

やまだ食堂

うるおいてい

一休

佐重

寿司 ふくろう

百万石かなざわ

金時

和風ダイニング 茶華

さかなや 魚清

鮪小屋 本店

天茶家

海広

誇宇耶（こうや）

であい村 蔵ら

やぶ誠

（富士宮市）

（富士宮市）

（富士宮市）

（富士市）

（富士市）

（富士市）

（富士市）

（富士市）

（沼津市）

（沼津市）

（伊東市）

（河津町）

（東伊豆町）

（松崎町）

（西伊豆町）

カード提示者と同伴者

カード提示者と同伴者

17：00以降のみご利用可能 ４名

グループ全員

カード提示された方に１品サービス カード提示者のみ

本日のホルモン1品サービス

800円以上お食事された方に、コーヒーまたは紅茶1杯サービス

ソフトクリーム（バニラ・しいたけ味の2種類）を1割引します

5％OFF

ドリンクサービス

当日ディナー時にご来店のペア限定でデザートサービス（記念日などには3日前の電話予約でメッセージ付き）

お食事の方に1グループにつき先割れスプーン一本プレゼント

ディナーのみドリンク一杯無料

シャーベットサービス

お食事割引券を進呈（※日替り本日のランチカレーをご注文の場合は不可）

次回ご利用お会計の10％OFFお食事券進呈

生ビールorソフトドリンク1杯サービス

グラスワイン1杯サービス

ギョーザが200円

食事をされた方に1ドリンク又はアイスクリーム無料

5％OFF

１ドリンクサービス（525円以内）

トータル金額より500円引き

カールスバーグ生(1/2パイント)1杯サービス

L.W.スペシャルコース（ドリンク2杯付） 4200円

焼きそばをご注文の方に、コーヒーまたは紅茶を1杯サービス

記念写真プレゼント

グラスワイン半額

ソフトドリンクを1杯サービス

ディナータイム限定ソフトドリンク1杯サービス                                                                                                                                                                                                                                 

10％OFF

17：00以降お食事の方に限り、ソフトドリンクかグラスワイン1杯無料サービス

グラスワインサービス

アイスクリームプレゼント

3,000円以上ご利用の方に、グラスワイン1杯ずつサービス

ウーロン茶1人1杯サービス（ペアで）

会計より5％OFF

053-545-4129

053-925-2626

053-924-0129

053-457-1111

053-458-7859

0538-21-1511

0537-85-5522

0548-54-0351

054-645-1657

054-625-1802

054-629-3867

054-346-7171

054-282-9876

054-286-4200

054-264-0131

054-273-5250

054-252-7635

054-221-0087

054-255-7595

054-251-5030

0544-23-5885

0545-57-0111

0550-83-2873

055-993-5555

055-932-0680

055-951-3423

055-964-4944

055-922-6902

055-973-5858

055-976-3607

0557-45-6568

0557-51-3453

炭火焼肉 笑

ぱんぷきん

道の駅 いっぷく処横川

ベーカリーブッフェカフェダイニング シャンゼリゼ

ブラッセリー セルフィッシュ

レストラン ハーモニー

がっこーにいこう！

創作西洋料理 Etsuna（エツナ）　

キッチン 萌木

カレーの店 はんぐりぃ

いなか風中華 伊志川（いしかわ）

焼肉レストラン千番閣

ミタ

紺のれん望月 東静岡店

カフェレストラン グリーンハウス

ヴォーシエル

桃翠茶寮

Restaurant＆Cafe HANAHANA

テキーラダイナー

ビストロ・ブキニスト

みますや2

KICHI TO NARU KITCHEN（キチトナルキッチン）　

欧風めしや せるぽあ

和風レストラン みよし

おいしい料理とお酒のお店 杉菜（すぎな）

洋食屋ToんChiんKaん

スプーニー

三の蔵

そーにょ

キッチン 空

ステーキサロン・カウボーイズ

レストラン メキシコ

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（磐田市）

（御前崎市）

（牧之原市）

（藤枝市）

（焼津市）

（焼津市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（富士宮市）

（富士市）

（御殿場市）

（裾野市）

（沼津市）

（沼津市）

（沼津市）

（沼津市）

（清水町）

（三島市）

（伊東市）

（伊東市）

1テーブル

サービスランチ等一部商品は対象外 会員本人と同伴者4名様まで（5名様）

１杯のみ ４名以上から

1グループ5名様まで

1枚限り

1グループ4名様まで

来店時 1グループ4名まで

お食事のお客様限定 4名様

前日までに要予約 2名様以上

お一人様1杯のみ

11：00～15：00のランチタイムは除きます カード提示者のみ

１杯のみ

１グループ迄有効

来店時カード提示 カード１枚で４名まで

当店オリジナル商品をプレゼント（お買い上げ金額に応じて）

全品5%割引き

自家製品のみ5％OFF

10％OFF

店内にてケーキ飲食者に限りコーヒー1杯のみサービス

053-594-5875

0547-54-4795 

054-284-1033

054-273-8778

055-923-0141

パピヨン 新居店

Patisserie Colori （パティスリー コロリ）

カテリーナ

マリアサンク

シェ・ワタナベ

（湖西市）

（島田市）

（静岡市）

（静岡市）

（沼津市）

カード提示者のみ

注文時ｶｰﾄﾞ提示したご本人様のみ有効 カード提示者のみ

ワンドリンクサービス

コーヒーor Tea無料（1杯）サービス

飲食5％OFF

2000円以上お食事の方にお土産でシフォンケーキプレゼント

ポイントカード2倍、ソフトクリーム・喫茶メニューどれでも100円引

生ジュース・クレープ・コーヒー50円引き

安倍川もち小皿サービス

お食事ご注文の方にプチデザートプレゼント。お誕生日、記念日のご予約の方記念写真プレゼント

お食事の方にカモミールのティーバッグを1袋プレゼント

1,000円以上購入（飲食）で5%割引

ハーブティーサービス

消費税サービス

季節限定ミニサンデープレゼント

お食事された方にプチパフェ1つサービス

苺三昧を注文の方に名水「河津七滝」500mlペットボトル1本プレゼント

053-437-2602

053-454-4088

053-458-0229

0537-24-1281

0547-53-4545

054-366-0727

054-287-2111

0545-88-0957

055-973-3341

0558-85-1000

0558-85-2104

0558-72-2500

0557-37-2563

0557-36-3803

0558-36-8070

PAUSE CAFE（ポーズカフェ）

ギャラリー&フルーツパーラー TRE・PINI（トレピーニ）

参花苑

バール・ぷち・リッチ

いっぷく茶処やませき

ポップクローバー MURAKOSHI（ムラコシ）

登呂もちの家

Cafe Einstein（カフェ アインシュタイン）

カフェ コルソ マルケ38

東府やベーカリー&カフェ

森の手作り屋さん かたつむり

hono hono café

スィートハウス わかば

カフェみその

七滝茶屋

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（掛川市）

（島田市）

（静岡市）

（静岡市）

（富士市）

（三島市）

（伊豆市）

（伊豆市）

（伊豆市）

（伊東市）

（伊東市）

（河津町）

お食事で

１グループ

注文時に提示

１杯のみ/注文時カード提示して下さい カード提示者のみ

1,000円以上お買い上げの方に、5％割引

お買い上げの方に季節の和菓子プレゼント

「鯛焼き」10匹お買い上げで1匹おまけします。

5％OFF

5％OFF

5％OFF

成金豆消費税カット

成金豆消費税カット

053-925-2348

053-435-3365

0537-86-4710

0547-35-4040

0545-39-0335

0545-64-6551

0557-23-0205

0557-23-2603

遠州菓子処 むらせや

御菓子司 あおい

たいやき ことら

小倉屋

ささごほんぽ 富士東手焼せんべい店

ささごほんぽ 富士店

清月堂 本店

清月堂 駅前店

（浜松市）

（浜松市）

（御前崎市）

（島田市）

（富士市）

（富士市）

（東伊豆町）

（東伊豆町）

一部商品割引き対象外 大量注文時は別途 カード提示者のみ

一部商品割引き対象外 大量注文時は別途 カード提示者のみ

メガネフレーム・レンズ・補聴器 店頭価格より10%引 コンタクトレンズ5％引

1,000円以上お買い上げの方に、50円引き

1,000円以上お買い上げの方に、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

まつ毛パーマ2,500円を2,000円に アートメイク(ナチュラルライン＋アイライン)30,000円を18,000円(修正無し)

5％OFF

5％OFF（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）

ドイツHABA社ピンバッチプレゼント

和紙タオル5枚以上お買上げの方に粗品プレゼント

ウエディングブーケスタンドプレゼント

お買い上げの方に、「特製うなぎたれ」を1つサービス

5％OFF（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）

2,500円以上お買い上げでお汁粉orたい焼きプレゼント

休憩場所の提供

レジで1,000円以上お買上げの方に「山吹撫子」ペットボトル1本プレゼント

森町の緑茶サービス

5％OFF（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）

10％引き

5％OFF

10％OFF

工賃 15％OFF

5％OFF

053-584-6178

053-587-3473

053-587-6610

053-471-3539

053-430-4544

053-438-2569

053-447-7790

053-489-2331

053-596-3135

053-448-5004

0537-37-0658

053-962-5461

090-4269-6316（鈴木）

0538-85-1500

0538-85-3536

0537-23-4878

0547-59-2387

0548-52-4482

0537-24-0618

0547-37-2869

054-647-2200

ビジョンメガネ サンストリート浜北店

なかやす牧場 手づくりアイス工房

すいーとまむ

COCO MODEL

浜松コンピューティング

眼鏡市場 浜松初生店

シンプリィ・ショップ（玩具）

和紙のタオル屋さん

アトリエりすの森

うなぎの鈴恭

眼鏡市場 菊川店

米屋 白壁館

見附いっぷく処

おさだ苑本店

静邨陶房

眼鏡市場 掛川店

手造りの店 さとう

Natty

㈲中央スポーツ店

㈲平松自動車鈑金工業所

エレガンスフラワー ミルローズ

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（菊川市）

（磐田市）

（磐田市）

（森町）

（森町）

（掛川市）

（川根本町）

（牧之原市）

（掛川市）

（島田市）

（藤枝市）

他の優待券との併用は不可

新規の方のみ

オリジナルノートPC、デスクトップPCに限る ご本人のみ

補聴器は除く ご本人のみ

￥5,000以上お買いあげの方に１個 カード提示者のみ

補聴器は除く ご本人のみ

補聴器は除く ご本人のみ

１グループ

レストラン一般 Restaurant

Schoolスクール

Bridalブライダル

ミワチャチャ緑茶商品定価の20％OFF

ウエルカムボード 10％引き 他 5％引き

5％OFF

ペアでお買い上げの方に5%割引きします

ピローケースプレゼント

お買い上げ3,000円以上で粗品プレゼント

5％OFF

消費税分OFF

ご来店の方にプレゼント

5％OFF

シャツご注文時、同じ生地でのハンカチ制作

粗品進呈

5％OFF

お買い上げの金額の5％割引

5％OFF

全品10％OFF

1,000円以上のお買い上げで手作りクッキープレゼント

各種割引き

Tポイント5倍付与

ジェラート5％OFF

何名様でも全員50円引き

小物入れ（とんがりくん）

5％OFF

商品5％引き

2,000円以上お買い上げのお客様に粗品プレゼント。

5％OFF

オイル交換工賃サービス UVカットフィルム30％OFF

ゆうすいポイント2倍

1万円以上お買い上げの方10％OFF

ネームタグプレゼント

ジュエリー時計10％OFF メガネ5％OFF（一部除外品あり）

5％OFF（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）

2,000円以上お買上げの方に粗品プレゼント

3,000円以上の購入でわさびのり1パック贈呈

消費税サービス、名前彫り無料

割引（2,000円以下50円、2,000円以上100円）

1,500円以上お買い上げの方に伊豆の名水”河津七滝”をプレゼント

帯うどんをお買い上げの方に粗品プレゼント

5％OFF（眼鏡一式・レンズ替・コンタクトレンズ）

054-624-5946

054-628-7117

054-353-0083

080-8258-9777

0543-66-5371

054-365-5585

054-366-1216

054-283-3601

054-265-1369

054-257-7115

054-255-4041

054-275-0070

054-247-6231

054-252-5963

054-255-1168

054-261-2719

054-249-2223

054-255-4726

054-252-5578

0544-58-7078

090-1825-8989

0544-27-3392

0544-26-3006

0544-26-2501

0544-27-2008

0545-61-8808

0550-84-6677

055-975-2311

055-960-9973

055-976-8502

055-954-6662

055-923-4088

0557-81-4835

0558-85-0159

0558-72-3922

0557-37-3812

0558-35-7604

0557-95-2256

0558-23-8303

ほのぼの空間 三和

ガラスアート アルカイック

ハリカ清水店

メロウ

松永ふとん店

花の店 Un ami（アン アミ）

布の大和屋

神栄漢方薬局

イージーダイバー

ビーチタウン静岡

ナガタワイシャツ

みんなのお店 わ

ラ・クロシュ

自然食品ショップ 大恵

オーダースーツサロン アーク

リビングカサイ 董庵

紅茶や茶楽

ビーチタイム

オプティック コイズミ

DOIFARM（ ドイファーム）

ハートランド・朝霧（牧場の小さなソフト屋さん）

くらし館にしかわ

森染

エンドー時計店

富士高砂酒造株式会社

ROSE HIPS

アウトスペック

カナリヤ鞄店

booth サーフ＆スポーツ

コーラルウェイ三島店

ヤマトヤ 沼津店

眼鏡市場 沼津リコー通り本店

ひもの光生

浅田わさび店

修善寺彫

松田椿油店

出合茶屋

遠藤製麺

眼鏡市場 下田とうきゅう店

（焼津市）

（焼津市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（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）

（富士宮市）

（富士宮市）

（富士宮市）

（富士宮市）

（富士宮市）

（富士市）

（御殿場市）

（三島市）

（三島市）

（三島市）

（沼津市）

（沼津市）

（熱海市）

（伊豆市）

（伊豆市）

（伊東市）

（河津町）

（東伊豆町）

（下田市）

割引商品を除く

計測により枕をお求めのお客様に限る

割引セール期間除外/現金のみ

カード提示者のみ

カード提示者のみ

1,000円以上お買い上げの方

特価品を除く

スクール￥3,000引き ツアー￥1,500引き １グループ

グループ全員

器材購入者に限る

補聴器は除く ご本人のみ

補聴器は除く ご本人のみ

５名迄

面貸は土日祝日の午後（13：00～18：00）は利用不可

４名まで

利用料金　5％OFF

オートテニス￥50/ゲーム引き

会員入会金10％OFF/スクール入会金1000円OFF 面貸し10％OFF（要予約）

入会金20％OFF

入会金50％OFF  プレフィー10％OFF

0555-62-1397

053-465-3280

054-278-3261

054-287-5300

055-924-3600

乗馬クラブ 馬車道

サンシャインテニス

千代テニスクラブ

フィットネスクラブ フィズ・ナカダ

コスモステニスクラブ

（山梨県）

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

（沼津市）

20％OFF

トリートメントサービス

￥1,000OFF

パーマ・カット10％OFF

0545-65-2004

0550-84-5684

055-977-6256

055-951-3193

ヘアドレッサーズ ジャーニーワーク

ヴァングレス TORAMO

ユキ美容室

美容室 CECILE

（富士市）

（御殿場市）

（函南町）

（沼津市）

１グループ

来店時提示 ご本人のみ

CUTのみでは使用不可

要予約 １名

ウェルカムドリンク1杯サービス・宿泊費5％OFF

10％OFF宿泊プラン有り

グラスワイン、ソフトドリンクサービス

宿泊料金10％OFF

会員証提示で、ご宿泊された方に、夕食時グラスワインまたはソフトドリンクサービス

10％OFF

信州産ハーフワインおみやげ一本プレゼント

宿泊料金10％OFF

0558-94-2920

0558-99-0706

0557-67-2507

0558-22-7672

0557-23-4372

0557-54-7272

0261-72-6848

0460-82-1788

イエローハウス かも川

温泉リゾートペンション IZUMI

ペンション マリンスター

ペンション クレッセント

リゾートペンション ビーグル

ハーブの薫るプチホテル ラトゥール

源泉かけ流し天然温泉　白馬シンフォニー

リバティーハウス

（沼津市）

（伊豆市）

（熱海市）

（下田市）

（東伊豆町）

（伊東市）

（長野県）

神奈川県

電話予約時にカード利用の申し出必要 25名様迄

宿泊の方に1杯のみ 1グループ

夏期を除く

平日限定 ２名様迄

１グループ

全メニュー10％OFF

10％OFF

お一人様1回限り6300円→4725円

ネイルカラー&アート1,000円OFF

20％OFF

20％OFF

20％OFF

20％OFF

053-454-5887

053-451-1165

054-247-5628

054-297-3146

0544-26-6336

0545-63-1936

055-980-6656

055-952-3615

ボーテパール ラ メール

ネイルサロン ラ・スール

アロマスタジオ ワンハート

WORDS WORTH

メディカルエステマドンナ富士宮店

メディカルエステマドンナ富士店

メディカルエステマドンナ三島店

メディカルエステマドンナ沼津店

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

（富士宮市）

（富士市）

（長泉町）

（沼津市）

お一人様1回限り

ご本人のみ

要電話予約

要電話予約

要電話予約

要電話予約

生ビールサービス

ソフトドリンク1杯サービス

おすすめの1品をサービス

飲食代金5％OFF（一部対象外のものあり）

オリジナルフードサービス

お食事代10％割引き（ランチ&コース不可）

焼酎梅割１杯サービス

ソフトドリンク1杯サービスorお食事の方に合計金額より5%引きor記念写真お撮りします

ドリンク1杯サービス

生ビール1杯サービス

生ビール1杯無料

お会計から10%OFF

生ビール１杯サービス

ソフトドリンクサービス（ランチタイム不可）

ワンドリンクサービス

祝祭日前日を除く日～木曜生ビール一杯サービス

生ビール1杯サービス

おすすめの日本酒グラス1杯サービス

生ビール（小）1杯サービス

10％OFF

グラスワイン1杯かソフトドリンク1杯サービス（一部対象外あり）

10％OFF

053-469-0100

053-585-6100

053-456-2989

053-413-1118

053-453-7277

053-456-1030

0538-32-1423

0538-44-1778

054-334-8818

0543-34-8282

0543-53-6050

054-371-0055

054-283-1756

054-221-8380

054-254-3277

054-253-1117

054-251-0664

054-252-5568

054-252-8228

054-274-0607

055-975-9555

055-955-7740

地鶏酒房 赤どり

旬楽家 ひろ竹

市楽

280円均一「てらきん」

BEENS ONE

アジアン居酒屋 Aji家（アジヤ）

秀八（ひではち）

台所や いちゑ

食酒屋 つきや

AsianBar 海蛇

めしや くうべえ

海鮮居酒屋 はなの舞 清水駅前店

和夢（なごむ）

食酒 おかむら屋 「とと」

やさい亭

居酒屋たぬき　本店

居酒屋　金波

Sake Dining 長月

酒肴 しゅしゅ

TAKEUMA-竹馬(旧 呉服町ハイボール)

おいしい居酒屋 WOW

鶏屋じげん

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（磐田市）

（袋井市）

（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）

（静岡市）

（三島市）

（沼津市）

１杯のみ

平日のみ

※ 割引上限1万円まで ※ 他の割引、サービスとの併用不可 2名様～

注文時

グループ全員

注文時にカード提示 月～木に限る 4名まで

ランチは除く 4名様以上で利用可能 4名以上10名まで

他券併用不可 クレジット併用不可

１泊２食付き １人￥500円引き

基本宿泊料10％OFF

3,000円以上ごお食事の方100円割引

湖西市のおすすめスポットなど教えます（観光案内）

宿泊代の5％OFF

日帰り入浴100円引き

宿泊の方に小さなお土産を差し上げます

飲食5％OFF（平日限り）

女性に色浴衣貸出、夕食時ワンドリンク・特製デザート付

ソフトドリンク1杯サービス

宿泊の方にモーニングコーヒーをサービス

１泊２食料金10％OFF ドリンクサービス

平日ご来店の方にサービスあり（繁忙期を除く）

貸し切り露天風呂1回45分間サービス

展望貸切檜風呂【伊豆海洋深層水】40分間入浴サービスor 宿泊料金5％OFF（繁忙期を除く・他券と併用不可）

ワンちゃんの宿泊料金割引サービス

ソフトドリンク1杯サービス

粗品プレゼント

053-522-1115

053-487-0711

053-487-1414

053-573-2600

0548-63-3333

0547-59-3522

054-628-3155

054-335-1162

0558-98-1123

055-948-1631 

0558-55-1111

0557-38-6166

0557-44-1330

0557-37-1515

0557-53-0032

0557-51-6757

0557-23-0115

0557-23-2260

国民宿舎 奥浜名湖

舘山寺サゴーロイヤルホテル

民宿 松一

ペロはまなこ

御前崎グランドホテル

湯屋飛龍の宿

湊のやど 汀家（みぎわや）

日本平ホテル アッパーラウンジ

土肥温泉ホテル みなみ荘

かめや 惠庵（えあん）

西伊豆クリスタルビューホテル

伊東ホテル 聚楽

和のオーベルジュ 川奈 鮨長

湯あみの宿 かめや楽寛

海が庭 みなとや

Tyler’s Flat

奈良本の庄 山桃茶屋・作右衛門宿

ホテル志なよし

（浜松市）

（浜松市）

（浜松市）

（湖西市）

（御前崎市）

（川根本町）

（焼津市）

（静岡市）

（伊豆市）

（伊豆の国市）

（西伊豆町）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（東伊豆町）

（東伊豆町）

平日のみ有効 ご本人のみ

サービス込み、税別 ＧＷ・お盆・年末年始は除く ５名まで

全員

予約時、来館時にカード申請、提示 カード提示者のみ

予約時要申請/平日、休日のみ宿泊料金OFF 2名以上

体験料200円引き

入学金半額免除 練習用着物無料で貸し出し

入会金半額

入会金より3,000円割引（学校のみ）

入学金50％OFF 

ワンディレッスン講習料（1,000円）サービス（詳細は要問い合わせ）

社会人講座入学金￥3,000引き

一日無料体験可能

入学金20%OFF

無料体験レッスン

吹きガラス講座チケット1000円引

体験レッスン￥3,000が￥1,000

053-487-0030

054-261-7448

054-263-0237

054-205-9433

054-273-6116

0544-24-8924

055-954-5511

055-923-2851

055-923-1056

055-925-8504

0558-55-1750

052-979-7520

ルーベラ

庫流・みわ着付教室

ベルテニススクール

ENGLISHBOX（イングリッシュボックス）

フローラルアート エピ

AUNTY SAMANTHA（アンティ サマンサ）

資格の大原 沼津校

ヤブサキ卓球 沼津店

エブリワン・R ・アカデミー

カワイ音楽教室 沼津ピアノセンター

ガラス工房 光箱（ライトボックス）

美容レッスン ヴェーネレ

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（富士宮市）

（沼津市）

（沼津市）

（沼津市）

（沼津市）

（西伊豆町）

（愛知県）

要電話予約 女性のみ

事務局にて手続き時提示 何名でも

￥10,500（税込）を￥5,250 １名

沼津校、三島校、長泉校、トーア校で利用可能

新郎新婦に花束プレゼント

披露宴時の祝樽18L進呈（40名以上の利用）

ピアノ生演奏プレゼント（結婚式）

（レ）10％OFF（来）ペアランチ券（婚）ウェルカムボード又はブーケプレゼント

（来）ランチ券プレゼント（婚）カラーテーブルクロス、チェアカバーサービス

053-456-3229

053-926-0344

054-366-3111

0545-61-0360

0558-72-6108

マリポーサ（フレンチ）

天竜膳三好

マナーハウス エリザベート

ホテルグランド富士

ラフォーレ修善寺 聖ラフォーレ教会堂

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（富士市）

（伊豆市）

ご本人のみ

結婚式の方

他の優待・特典との併用不可

予約要 カップル

入館料 10% OFF

入館料200円引き

入館料10％割引き

入館料大人50円引き/小中学生30円引き

入館料割引 入館料大人600円を550円、小・中学生350円を300円に割引します。

10％OFF

入館料割引 入館料大人800円→750円、小・中学生400円→350円に割引します。

入館料大人1,200円を1,100円、小・中学生600円を550円に割引。

054-334-2385

055-986-1300

055-975-7278

0557-54-0959

0557-51-0237

0557-51-8570

0557-53-0900

0558-23-2500

東海大学海洋科学博物館

ベルナール・ビュフェ美術館

佐野美術館

おもしろ博物館

伊豆高原からくり時計博物館

伊豆アンモナイト博物館

伊豆オルゴール館

下田開国博物館

（静岡市）

（長泉町）

（三島市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（伊東市）

（下田市）

他の割引との併用不可 1グループ５名様まで

１グループ

1グループ

１グループ

入館時カード提示 １グループ

１グループ

入館時、支払い前に提示 グループ全員

トリートメントサービス

1000円割引（カットのみは不可）

美容技術料10％OFF

パーマ、カラー1,000円引（新規の方）

サービスチケットプレゼント

ヘッドスパ4,320円 → 3,880円

053-462-3196

053-456-0795

054-348-1918

054-208-1037

054-221-4618

054-255-2480

ヘアーコスメ ブロード

美容院 アルファタッチ

Asai Hairs ASAI Club Hair RIGA    

ケル・パロル

HAIR WELLNESS PROSH

アダムスヘアーファッション

（浜松市）

（浜松市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

（静岡市）

ご本人のみ

￥5,000分

他メニューと併用で

大人入浴料￥200引き（￥800を￥600） 小人入浴料￥100引き（￥500を￥400）

おすすめの観光スポットをご紹介します

日帰り入浴料金￥1,500を￥1,000(税込み）

入浴料10%OFF

入館料（大人900円 小人450円）各10％OFF

温泉浴バーデゾーン￥1200を￥1000に

入場料10％OFF 

入浴休憩室割引き

055-998-1616

0550-76-7000

0558-98-1189

0558-87-1192

0558-63-0026

055-263-7071

0465-62-2688

0460-85-7683

富士遊湯の郷 大野路

小山町町民いこいの家 あしがら温泉

粋松亭

湯の国会館

南伊豆町営温泉 銀の湯会館

クアハウス 石和

ゆとろ嵯峨沢の湯

上湯温泉大衆浴場

（裾野市）

（小山町）

（伊豆市）

（伊豆市）

（南伊豆町）

（山梨県）

（神奈川県）

（神奈川県）

2名以上

１名～グループ可

１名～団体迄有効

高校生以上75歳以下 定めた事項に適用しない方は不可 来館時にカード提示して下さい

５名迄有効

￥300引き ３名まで

Ethnicエスニック

Ramenラーメン

Cafe喫茶店

Night spotナイトスポット

ペンション Pension

1グループに1本要直接予約（サイト・旅行社は不可）
年末年始（12/29～1/4）、冬期土曜日、1月・2月・3月・5月・10月の連休は除く

ハイシーズン除く（連休、5月連休、お盆、年末年始） 
１グループ

ホテル他 Hotel

Onsen温泉

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

 LW Magazine

Estheticエステ


