
に関するご意見・お問い合わせは〈静岡ろうきん〉ホームページの
「お問い合わせ・資料請求」まで お寄せください
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フリーダイヤル 平日9:00～18:00

3品セット（レモン&オレンジMIX、バジル&オレガノMIX、パクチー&
レモングラスMIX）［5名様］

ドイツ産岩塩に
ハーブやかんき
つの果皮を組み
合わせ、香り高く
仕上げた「野菜
本来の味を楽し
む」サラダ用調味料の新シリーズ。後味のすっきりした
塩味と程よい酸味が野菜に合う仕立て。
キユーピー株式会社

アサヒドライゼロ スパーク PET500ｍl
ペット500ml×24本/1ケース[3名様]

ビールらしい飲みごたえ
はそのままに、130%（＊）
の高炭酸刺激で“更にド
ライなノドごし”。持ち運び
に便利なペットボトル。
7/3期間限定発売
＊充填時において。ドライゼロ
缶商品比。
アサヒビール株式会社
静岡支社

沼津市内浦長浜3-1☎055-943-2331

伊豆・三津シーパラダイス
ペアご招待券［3組様］

自然の入り江を利用
し、イルカやアシカ、
ペンギンたちがのび
のびと暮らしている。
イルカやアシカのシ
ョーはトレーナーと息
を合わせたパフォー
マンスが必見。

静岡市立芹沢銈介美術館
ペアご招待券［5組様］

芹沢銈介といえば「春
夏秋冬」の四文字が
頭に浮かぶほど。「芹沢
銈介の四季」(7月1日
(日)まで)は四季を主題
とした作品150点を展
示。その他コレクション
から郷土玩具も展示。

静岡市駿河区登呂5丁目10-5☎054-282-5522

ルヴァンプライムスナックS キユーピー   サラダソルト
30箱入り/1ケース［2名様］

サクッとした心地よい
食感とフワッと広がる
香ばしさが、次々と食
べたくなるおいしさを生
み出します。一口で違
いがわかる、プライムな
おいしさをお楽しみくだ
さい。
ヤマザキビスケット
株式会社

銀座チキンカリー
10個  [3名様]

「銀座チキンカリー」専用にブレ
ンドし、丁寧に焙煎して仕込ん
だカレールーに、ひときわスパイ
シーなカレー粉をブレンドしまし
た。さらに炒め玉ねぎをたっぷり
と加え、「銀座カリー」独自の二
段仕込みブイヨンを使用して仕
上げた洋食チキンカリーです。
株式会社 明治

65g きなころろ
12袋入り/1ケース［3名様］

しっとり さくさく やわら
か小餅。黒みつときな
こが香る上品なひとく
ちあられ「きなころろ」
が新発売。大袋１袋
当たりにお米由来の
乳酸菌「K-1」100億
個配合。

体感型動物園iZoo（イ
ズー）は、ヘビやトカゲ、カ
メ、ワニなど世界各地の爬
虫類とのふれあい体験が
できる動物園。ゾウガメと
の記念撮影やカメの餌や
り体験など、楽しいイベント
が盛り沢山！

亀田製菓株式会社

体感型動物園iZoo
ペアご招待券[2組様]

賀茂郡河津町浜406-2
☎0558-34-0003

静岡県立美術館「安野光雅のふしぎな絵本展」

ペアご招待券[5組様]

半世紀以上にわ
たり多彩な活動を
続ける絵本作家、
安野光雅。本展
では「ふしぎ」をテ
ーマに、想像力と
ユーモアあふれる
絵本原画104点を中心に展示し、安野の豊かな空想の
世界をご紹介します。
静岡市駿河区谷田53-2☎054-263-5755

キリンレモン
24本入り/1ケース[3名様]

なつかしいのに新しい「キ
リンレモン」リニューアル
発売！1928年に発売し
今年で90周年を迎えま
す。まるでレモン果実を搾
ってそのまま炭酸水に加
えたような、さわやかですっ
きりとした味わいです。
キリンビバレッジ
株式会社 静岡支社

焼そばモッチッチ
12食入り/1ケース[5名様]

手づくりの焼そばのよ
うなモチモチの食感の
「真空仕立て麺」と、だ
しの風味を利かせた食
欲をそそるソース、鰹節
と紅生姜が香るふりか
けで、インスタントとは
思えない品質のカップ
焼そば。
エースコック株式会社

伊豆テディベア・ミュージアム
ペア特別ご招待券[5組様]

100年以上の時を超え、
愛され続けるテディたち
が優しい出会いを待って
います。特別企画展とし
て大好評の“となりのトト
ロのぬいぐるみ展”は6月
15日リニューアルオープ
ンです。(6月12日～14日
は休館となります)
伊東市八幡野1064-2☎0557-54-5001

(希望小売価格260円(税別)/281円(税込))

さかさまⒸ空想工房 津和野町立安野光雅美術館蔵
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44組様に当たる！
抽選で

※LWサポートからの情報発信、プレゼ
ント発送、情報誌編集など事業活動以
外の第三者による利用はありません。
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おやこおこづかい教室 参加費
無料

「こづかいゲーム」で、子どもたちの金銭感覚を育てよう。

私の新人時代・フレッシャーズに向けて

子どもたちにおこづかいの使い方を教えていますか？
お金には、小さなころから身に付けておきたいルールがあります。
ファイナンシャルプランナーが開発した「こづかいゲーム」で、
お金の大切さや使うむずかしさを、たのしく体験しましょう。

　社会人になり、早十数年
が経ちました。新人時代を
振り返ってみると、初めて
の経験ばかりで日々予期
せぬことが起こり、うまくい
かなかったことだらけの毎
日だった気がします。
　自分で考えて解決でき
れば自分の成長に繋がり
ますが、解決できないとき
には、自分の周りの素晴ら
しい先輩や上司に、ずいぶ
んと助けてもらいました。

時には怒られ、時には褒められ、色々なことに対して相談した
り教えてもらったり、最高の環境だったと思います。
　これから社会人生活を送っていく新人の皆さんも人との繫
がりを大切にしてもらいたいです。色々な人と出会う中で、助
けてくれたり、手伝ってくれたり、教えてくれたり、怒ってくれた
り、一緒に笑ってくれたり、一緒に泣いてくれたり、一緒に悩ん
でくれたり、これから出会う多くの人と大切な時間を過ごして
いってほしいと思います。社会人として成長していく中で、繋
がりを大切にしていれば必ず自分にとって大きな財産になる
はずです。皆さんに素晴らしい出会いがあること、素敵な繋が
りが持てることを祈っています。

(公財)静岡県労働者福祉基金協会 ライフサポートセンターしずおか

【東部地区】

日　時：7/21（土）10:00-12:00  
会　場：伊東市観光会館
募　集：小学生40名とその保護者
申込先：ライフサポートセンター
           東部  
　　　  ☎055-929-9820

【西部地区】

日　時：7/28（土）10:00-12:00  
会　場：浜松労政会館
募　集：小学生30名とその保護者
申込先：ライフサポートセンター
           西部
　　　  ☎053-466-6307

【中部地区】

日　時：8/25（土）10:00-12:00  
会　場：ろうきん清水支店
募　集：小学生30名とその保護者
申込先：ライフサポートセンター
           中部
　　　  ☎054-270-3963

ロッキーカレッジ ライフサポートセンターしずおか 検索

東芝機械労働組合 副執行委員長 河瀬一貴さん 　新入社員の皆さんは社会人として新生活をスタートさせ、慣
れない日々の仕事に不安を抱えている方も多いと思います。私
も新人時代を振り返えると同じように不安でいっぱいでした。
　入社後様々な場面で「新人時代に多くの失敗をしろ」「若い
ころは失敗を恐れず挑戦してほしい」といったような言葉を耳
にする機会があったと思います。社会人となり10年が経った今、
私もこの言葉をよく思い出します。
　「ここで失敗したら上司やお客様に怒られるのでは」「こんな
ことを聞いたら恥ずかしい」と不安に思うことは誰もが経験する
ことです。しかし、そんな時こそ挑戦し仕事に取り組むことが、成
功体験を得るきっかけや、新たな課題に気づくきっかけになりま

す。その繰り返しが自分自身の
成長に繋がるのだと思います。
　皆さんの周りの先輩や上司
の方も同じように、新人時代
は多くのチャレンジと失敗をし
てきました。また当時の失敗体
験こそが今に生かされている
ことが多くあります。皆さんも
この先仕事で不安を抱えたり
悩んだりしたときでも、「新人
時代の今こそチャレンジ！」と
いう気持ちで取り組んでみて
ください。

鈴与職員労働組合 書記長 望月健太

　新社会人の皆さんへ、入社おめでとうございます。もう20
年くらい昔の話になりますが、私にも新人と呼ばれる時期が
ありました。当時は、毎日が不安との戦いだったことを覚えて
います。現在のように
LINEなどのSNSは無かっ
たため、コミュニケーショ
ンは学生時代に鍛えた大
きな声での挨拶が基本で、
それをきっかけに多くの先
輩方と人間関係が築けた
と感じています。
　これからの社会人生活
では、これまで以上に仲間
（友達）が心の支えとなり
ます。社内外における様々
な経験や交流を通じてた
くさんの仲間を作ることが、これからの人生においてみなさん
の財産になると確信しています。
　また、社会人生活では想定外のこともあると思います。悩ん
だり困ったりしたときには気軽に労働組合に相談することを
お勧めします。皆さんより少し（？）だけ長く生きている先輩か
ら、色々なアドバイスを受け取っていただければ幸いです。
大変なことも多いと思いますが、頑張ってください！

ヤマハ発動機労働組合磐田北支部
支部執行委員長 今泉 竜

鉛筆、消しゴム、電卓をお持ち下さい。
ゲーム中は、お子様への模擬紙幣受渡し（バンカ
ー役）と、簡単な計算をお願いします。
お申込みの際に、定員に達している場合がござい
ます。予めご了承下さい。

お願い：
1.
2.

3.

人との繋がりを大切に
新人時代に多くのチャレンジと失敗を たくさんの仲間が人生における

財産になるさん

さん

meets ♥ LW Magazine

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。
浜松市西区雄踏町宇布見4863-178
☎053-596-3939 
　　店内飲食5%割引

新中国四川料理ムーラン

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。
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

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。
浜松市西区大平台2-16-10☎053-485-7722
      10％割引

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

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
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

パピオット

珈琲香爐

Good Day Cafe

珈琲・紅茶専門店 Scene

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

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

紅茶や茶楽

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)

沼津市高島町1-12☎055-924-0600
　　ウェルカムドリンク

リバーサイド ガーデン フォーシーズン
浜松市中区領家1-4-27☎053-461-0839
　　ペアで10％割引

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

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

こぎく 領家店

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

富士宮市下条777-1☎0544-58-7078
　　ジェラート5％割引

御菓子司 あおい

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

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

甘味処 かくたに芋工房

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

浜松市浜北区於呂2568-1☎053-588-7650
　　1,080円以上で粗品プレゼント

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

ビアン正明堂

南岳堂

エッセ

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

フルーツ Shomeido

菓道KANSEIDO

お宮横丁 茶屋ぷくいち

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

清龍

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

袋井市川井963-1☎0538-43-5380
　　プチデザートサービス

cafe de mama
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 

浜松市西区舞阪町弁天島3212-3
☎053-592-1919
　　ソフトドリンクサービス

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)

湖西市新居町中之郷1647-1☎053-594-5875
　　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）

船明荘

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

魚河岸料理　太助

浜松市浜北区沼340-9☎053-545-4129
　　本日のホルモン1品サービス

炭火焼肉　笑

静岡市駿河区池田197-1☎054-263-3321 
　　プチデザート

萌木

焼津市三和1167-2☎054-624-3030
　　飲食の方にデザート1品サービス

寿司実本店

パピヨン 新居店

大村酒店

荻窪ラーメン 十八番

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

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

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

中国料理 二葉

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。
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)

ル・コンテ

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。
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)

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。
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)

店名の
「7 C」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。

自然の
中の「海
辺のレス
トラン」。
イタリア
ンでラン
チ＆ディナーを気軽に食す。

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

西洋料理 夢蔵

Lapin Agile

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)

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

イタリア料理 リストランテ サンマリノ

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-

庭のあるコーヒーの店レザン

7C HOME

レストラン ボスコ・マーレ

カレー工房 まあや

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

フィオレンティーナ

浜松市中区肴町318-27☎053-458-7859
　　ワンドリンクサービス（4名様以上の
ご利用から）

ブラッセリー セルフィッシュ

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。
浜松船越店 ☎053-461-5777
浜北店 ☎053-585-3100
静岡店 ☎054-289-8811
富士店 ☎0545-65-1188
      飲食代金より10％割引（上限額3,000円）

カルビ一丁

地元静岡産の紅ほっぺを使用し
たケーキ各種、森町産の栗を使った
期間限定「新栗蒸し羊かん」など、こ
こならではの味。
周智郡森町211☎0538-85-3086
　　遠州森町焼きショコラ1つプレゼント

（ペア限定）

遠州森駅の目の前の好アクセス。
餃子や五目焼きそばなどが揃うアッ
トホームな中華料理屋さん。
周智郡森町1003-5☎0538-85-4704
        お食事の方（1人800円以上で）50円割引

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。
ASTY草薙店 ☎054-376-5553
浜松入野店 ☎053-447-1010
浜松初生店 ☎053-420-3500
富士宮店 ☎0544-25-2511
清水インター店 ☎054-367-1129
東静岡駅南店 ☎054-202-8805
焼津店 ☎054-623-8118
       飲食代金より10％割引（上限額3,000円）

月花園

美濃口園

赤から

焼津市田尻1471☎054-270-6968
      1,200円以上のお食事で200円割引

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

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。
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

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。

三島市本町9-3 1F☎055-943-7698 
　　店内商品500円以上で50円引

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

「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。
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

下田市東本郷1-3-2☎0558-22-1211
　　 乗車料金10%割引（併用不可、5名様まで）

下田ロープウェイ

伊豆の国市長岡78☎055-948-1255
   ホームページ掲載料金より10％割引

（2名様以上）

夢か現実か
まぼろしか？
そんな気分
にさせてくれ
る怪しい雰

囲気が満載。昭和の時代の通り抜け
や見世物小屋、密林にたたずむ大
仏などなど、日常では体験できない
魅惑の世界へ旅立とう！

解放感た
っぷりのパ
ラグライダ
ー。気軽に
楽しめる体
験コースか
ら、本格的

にフライトしたい方も満足できる
様々なコースがずらり。

女 性 が 横
たわってい
るように見え
ることから名
づけられた

「寝姿山」。山頂から下田港や伊豆
七島が一望できる絶景スポットが。
また、山頂花公園にある愛染堂は、
恋愛パワースポットとしても人気。
ファミリーでもカップルでも楽しめ
る伊豆の名所です。

源頼朝も
入浴したと
い わ れ る
1300年もの
歴史を誇る
伊豆長岡の
天然温泉。「弱アルカリ性単純泉」の
天然の源泉100％を加水せず使用
しており、少しとろみのあるお湯が
女性に人気。露天風呂からは富士
山も一望できる。

ビクトリア
王朝に作ら
れたネック
レスや指輪
など、豪華
な宝石を年
代別に分か
りやすく展示。620個のダイヤモンド
と天然パールが使われた19世紀後
期のティアラは圧巻。

お す す
めは駿河
湾の幸が
盛りだくさ
んの「海鮮
丼」。まぐ
ろ・真鯛・
金目鯛・あじなど新鮮な地魚が綺
麗に盛り付けられている。焼魚、煮
魚、唐揚など一品料理も豊富で、良
心的な価格も嬉しい。

伊東市富戸字梅木平1310-1☎0557-51-1127
       入園料100円割引

プライベートビーチのような入田
浜。真っ白な砂浜と、透明度の高さ・
水質とも沖縄の海と並ぶ青い海。客
室から眺めたり、散歩してみるのもい
い。下田を中心に伊豆半島の半径
60km以内の地魚や旬の野菜を使っ
た料理を、地酒と共に味わえる。
下田市吉佐美348-7☎0558-22-3450
      宿泊料より10%割引

三楽の宿さかや

まぼろし博覧会

ギャラリー&フルーツパーラー 
TRE・PINI

浜辺の宿 濤亭 -TOUTEI-

ストランズ

atelier PouR Vous

DOIFARM

アンキャトルエピス

リトルファッション ヴィラ 

今井浜フライングスクール

賀茂郡河津町見高2358の先2キロ
☎0558-34-0708
　　1日体験コース1,000円引（1日10名
様まで）

伊豆高原アンティーク・
ジュエリーミュージアム

伊東市八幡野1030-63☎0557-54-5566
　　入館料10%割引（1グループ）

ダイナミックにそびえる断崖、紺碧の
海に映える白亜の灯台、海底が望め
るヒリゾ海岸は必見の価値あり。マリ
ンバード号または、五百石船が運航。

伊豆クルーズ

賀茂郡南伊豆町石廊崎55
☎0558-22-1151
　　石廊崎岬めぐり遊覧船 乗船料1割
引（乗船券購入時にカード提示）※区営
駐車場利用の場合は、駐車料金が別途
500円かかります。

約４億年前に現れ、約6500万年前
の中生代白亜紀末に、恐竜たちと共
に地球上から姿を消したアンモナイ
ト、魚類の化石などを展示。

伊豆下田にある自然の入り江を利
用した水族館。イルカやアシカなど
の楽しいショーを毎日開催。イルカと
遊べるふれあいプログラムは年間を
通じて開催。
下田市3-22-31☎0558-22-3567
　　入場料大人2,000円を1,600円、子
供1,000円を800円に割引

閑静な佇まいの和
風旅館。夕日が見ら
れる部屋や露天風

呂付きの部屋、様々な宿泊プランが
魅力。人気は露天風呂で、濃度の高
い塩泉は保湿効果も抜群。
伊豆市土肥336-1☎0558-98-1123
　　女性に色浴衣貸出、夕食時ワンド
リンク・特製デザート付

伊豆市土肥472☎0558-98-0429
　　一品サービス

下田海中水族館

土肥温泉ホテル みなみ荘

玉しげ

おいしい料理とお酒のお店 杉菜

中華料理 元

伊豆アンモナイト博物館

花の店 Un ami

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

富士市松岡231-1☎0545-61-1672
　　杏仁プリンサービス

団子・天むす・太巻むすびや
富士宮市宮町4-23☎0544-25-2144
　　富士宮焼きそばお買い上げごとに
お茶1本サービス

キッチン 空
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

らーめん 銕
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

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

富士市今泉1-13-16☎0545-52-1411
　　商品5％割引

BAKERY HOLO-HOLO
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

富士市中之郷820-２☎0545-81-0274
　　お買物合計金額より5%割引

富士パークホテル レストラン ヴィルゴ
富士市伝法2515-1☎0545-52-9488
　　ドリンク1杯サービス

ピッツェリア 沼津 アレグロ
沼津市大手町2-4-8 ☎055-963-5677
　　ワンドリンクサービス

杉山フルーツ

静岡市駿河区中田本町23-13☎054-286-8601
　　5%割引

フラワースタジオ ノエル

伊東市大室高原10-303☎0557-51-8570
　　入館料50円引き

ログハウスでのカフェ・バーベキュ
ー・キャンプ・クラフト体験・ショッピ
ングができる。カフェでは石窯でのピ
ザ焼き体験も可能。お気に入りのテ
ーブルで自慢のキーマカレーやピザ
を味わって。
伊豆市湯ケ島892-66☎0558-85-2104
      ハーブティー１杯サービス（注文時
カード提示者のみ）

かたつむり

増田屋 本店

2018年9月末日まで有効

点線で切り取り

Support Shop

●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LW事務局☎054（252）8299までお問い合わせください。

お手元にまだ届いて
いない方・ご家族様は この「お試しカード」を切り取って、ご使用ください！

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。

特典が使えなかったお店や閉鎖されていると
ころの情報など事務局までお知らせください。

特典の詳細は直接
お問い合わせください

★ ★

ご協力のお願い★ ★

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

 LW Magazine
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