
2022年度提携リスト（東部） 2022年6月1日時点
連番 区分 地域 店名 住所 優遇内容

1 継続 沼津・伊豆 横浜藤よし 伊豆店 伊東市富戸1305-8 ドリンク1杯プレゼント

2 継続 沼津・伊豆 七滝茶屋 賀茂郡河津町梨本363-4 「苺三昧」1,350円を100円引き

3 継続 沼津・伊豆 踊り子温泉会館 賀茂郡河津町峰457-1 入場料10％OFF（3時間：大人1,000円を900円、小人500円を450円に値引き）

4 継続 沼津・伊豆 フレンチかぼちゃ 三島市栄町1-32 グラスワイン、またはソフトドリンク1杯プレゼント

5 継続 沼津・伊豆 小さな宿＆レストラン しいの木やま 賀茂郡南伊豆町伊浜2222-2 お食事された方にセットドリンクをプレゼント

6 継続 沼津・伊豆 郷土割烹 伊豆の味 おか田 賀茂郡南伊豆町湊307-1 1,500円以上のお食事で食後のデザートプレゼント

7 継続 沼津・伊豆 プロヴァンス ド すずき 賀茂郡松崎町道部103-3 ソフトドリンク1杯プレゼント

8 継続 沼津・伊豆 Big Mountain Ranch 御殿場市中畑1558 騎乗された方にBMRオリジナルハガキをプレゼント

9 継続 沼津・伊豆 麺屋 中川 駿東郡清水町長沢136-1 麺類1つにつき味玉1個プレゼント

10 継続 沼津・伊豆 フランス料理 ヌーヴォサンス（旧：ラセール） 沼津市大岡1706-2 ディナー予約の方にウェルカムドリンク、レストランウェディング申込みの方にオリジナルウエディング生ケーキをプレゼント

11 継続 沼津・伊豆 サロン・ド・テ シェ・ワタナベ 沼津市宮前町7-7 お持ち帰りケーキ1,500円以上購入で、会計から10％OFF

12 継続 富士 富士ミルクランド 富士宮市上井出3690 バター作り体験100円引き

13 継続 沼津・伊豆 黄金崎クリスタルパーク 賀茂郡西伊豆町宇久須2204-3 美術館入館料10％OFF（大人800円を720円、小人400円を360円に値引き）

14 継続 沼津・伊豆 ニュー八景園 天空風呂 伊豆の国市長岡211 入館料330円引き

15 継続 沼津・伊豆 天然温泉 気楽坊 御殿場市神山719 1日券・夜間券のみ10%OFF

16 継続 富士 富嶽温泉 花の湯 富士宮市ひばりが丘805 1日券・夜間券のみ10%OFF

17 継続 沼津・伊豆 江間いちご狩りセンター 伊豆の国市北江間563-7 「ちょっぴりプレゼント」（江間手造りジャム入りあめ他）をグループ全員にプレゼント

18 継続 沼津・伊豆 下田ロープウェイ 下田市東本郷1-3-2 ロープウェイ往復乗車料金10％OFF

19 継続 沼津・伊豆 クレマチスガーデン・ヴァンジ彫刻庭園美術館 駿東郡長泉町東野 クレマチスの丘347-1 入館料100円引き

20 継続 沼津・伊豆 修善寺虹の郷 伊豆市修善寺4279-3 大人（中学生以上）1,220円を1,120円、小人（4歳～小学生）610円を560円に値引き

21 継続 沼津・伊豆 伊豆長岡いちご狩りセンター 伊豆の国市南江間1454 入園料100円引き

22 継続 沼津・伊豆 三島市立公園 楽寿園 三島市一番町19-3 入園券 個人（15歳以上）300円を270円に値引き

23 継続 沼津・伊豆 酪農王国 オラッチェ 田方郡函南町丹那349-1 「飲んでやさしいヨーグルト」ちょっぴりプレゼント

24 継続 沼津・伊豆 伊豆アニマルキングダム 賀茂郡東伊豆町稲取3344 ＜入園料＞大人2,500円を2,400円に値引き（100円引き）、子供1,250円を1,200円に値引き（50円引き）

25 継続 沼津・伊豆 陶芸体験 八幡野窯 伊東市八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 体験者に陶器の小物をプレゼント

26 継続 沼津・伊豆 伊豆アート体験 さくら坂 伊東市八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 体験料金100円引き

27 継続 沼津・伊豆 にぎり寿司体験 あかざわ 伊東市八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 体験者に、にぎり寿司2貫プレゼント

28 継続 沼津・伊豆 そば打ち体験 観音亭 伊東市八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 体験者になめこおろし、または山菜おろし追加サービス

29 継続 沼津・伊豆 ホテル伊豆急 下田市白浜2732-7 5歳以上の宿泊の方に、オリジナル湯上りドリンク券をプレゼント

30 継続 沼津・伊豆 下田開国博物館（黒船来航の記念館） 下田市四丁目8-13 ＜入館料＞大人100円引き、小人（小･中学生）50円引き

31 継続 沼津・伊豆 遊園地ぐりんぱ 裾野市須山字藤原2427 ＜入園料＞中学生以上1,300円を1,250円、小人（3歳～小学生）・シニア（60歳以上）850円を800円に値引き、ワンデークーポンは中学生以上3,700円を3,400円、小人・シニア2,700円を2,500円に値引き

32 継続 沼津・伊豆 佐野美術館 三島市中田町1-43 入館料10％OFF

33 継続 沼津・伊豆 伊豆・三津シーパラダイス 沼津市内浦長浜3-1 ＜入場料＞大人（中学生以上）2,200円を1,800円、小人（4歳～小学生）1,100円を900円に値引き

34 継続 沼津・伊豆 立ち寄り温泉 伊豆高原の湯 伊東市八幡野1180 大人100円引き、小人50円引き

35 継続 沼津・伊豆 和食蒲焼 高田屋 三島市本町1-41 抹茶アイスをプレゼント

36 継続 沼津・伊豆 桜とホタルの里 裾野炭酸カルシウム温浴 一の瀬 裾野市茶畑1769 日帰り温泉10％OFF、宿泊の場合はドリンク1杯プレゼント

37 継続 沼津・伊豆 TAKE FUN！ 大仁ボウル 伊豆の国市大仁868 2ゲーム以上のプレイでゲーム料金50円引き

38 継続 富士 フルーリス洋菓子店 富士宮市黒田110-26 2,000円以上購入でケーキ1個プレゼント

39 継続 沼津・伊豆 ヤマモトコーヒー 一番館 伊東市銀座元町3-20 注文一品につき50円引き

40 継続 沼津・伊豆 ヤマモトコーヒー二番館 伊東市銀座元町4-5 注文一品につき50円引き

41 継続 沼津・伊豆 沼津・湯河原温泉 万葉の湯 沼津市岡宮1208-1 ＜入館料＞大人のみ平日1,700円を1,460円、土日祝2,200円を1,880円に値引き

42 継続 沼津・伊豆 沼津ぐるめ街道の駅 竜宮海鮮市場 漁師小屋 沼津市岡宮1208-1 生ビール1杯プレゼント

43 継続 沼津・伊豆 東府やResort&Spa-Izu 伊豆市吉奈98 施設内「Bakery＆Table 東府や 豆乳工房カフェテラス」での会計から10％OFF

44 継続 沼津・伊豆 富士山 樹空の森 御殿場市印野1380-15 天空シアター 大人・小中学生各50円引き

45 継続 沼津・伊豆 ohdou cafe（オードーカフェ） 駿東郡清水町畑中65-4 お好きなスイーツ1つプレゼント

46 継続 沼津・伊豆 秩父宮記念公園 御殿場市東田中1507-7 入園料50円引き（300円を250円に値引き）

47 継続 富士 KICHI TO NARU KITCHEN 富士高嶺店 富士市高嶺町11-9 500円以下のドリンク1杯プレゼント

48 継続 富士 焼肉ふじみ 富士店 富士市青島町272 ソフトドリンク1杯、またはミニデザート1個プレゼント

49 継続 富士 奇石博物館 富士宮市山宮3670 博物館の入館料100円引き

50 継続 沼津・伊豆 くいもの屋わん 御殿場店 御殿場市新橋1990-10 BE-ONEビル1F 会計から10%OFF

51 継続 沼津・伊豆 九州自慢 沼津店 沼津市大手町5-9-21 マルトモビルB1F 会計から10%OFF

52 継続 富士 京昌園 別館 富士市瓜島町55 「石焼ビビンバ」半額

53 継続 富士 京昌園 はなれ 富士市永田町2-79-1 「石焼ビビンバ」半額

54 継続 富士 京昌園 富士みなみ 富士市鮫島370-1 「石焼ビビンバ」半額

55 継続 富士 京昌園 富士宮店 富士宮市ひばりヶ丘147 「石焼ビビンバ」半額

56 継続 沼津・伊豆 京昌園 三島駅南口店 三島市一番町16-1 アスティ三島サウスビル2 「石焼ビビンバ」半額

57 継続 沼津・伊豆 麺処 田ぶし 三島店 三島市安久142-4 煮たまごをプレゼント

58 継続 富士 タリーズコーヒー 富士市中央公園店 富士市蓼原町1822 サイズアップ無料（ShortをTall、TallをGrandeへ）

59 継続 沼津・伊豆 食事処あかざわ 伊東市八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 飲食代5%OFF

60 継続 富士 京昌園 新富士駅店 富士市川成島654-10 アスティ新富士2F 「石焼ビビンバ」半額

61 継続 沼津・伊豆 ミクニ伊豆高原 伊東市八幡野1172-2 ドリンク1杯プレゼント

62 継続 富士 杉山フルーツ 富士市吉原2-4-3 1口ドリンクをプレゼント

63 継続 沼津・伊豆 体感型動物園iZoo 賀茂郡河津町浜406-2 ＜入園料＞大人（中学生以上）200円引き、小学生100円引き

64 継続 沼津・伊豆 体感型カエル館KawaZoo 賀茂郡河津町梨本377-1 ＜入館料＞大人（中学生以上）200円引き、小学生100円引き

65 継続 沼津・伊豆 波勝崎モンキーベイ 賀茂郡南伊豆町伊浜2622-1 ＜入園料＞大人（中学生以上）200円引き、小学生100円引き

66 継続 沼津・伊豆 オーシャンスパ Fuua 熱海市和田浜南町10-1 会員本人のみ100円引き

67 継続 富士 お菓子の家もちのき 今泉店 富士市今泉2-13-18 1,000円以上購入でお菓子1個プレゼント

68 継続 富士 福食ダイニングえびす家 富士店 富士市伝法2619-1 会計から5％OFF

69 継続 富士 桃鮮酒家 富士店 富士市永田町1-87 宮本ビル1F-B 杏仁豆腐1つプレゼント

70 継続 沼津・伊豆 麺工房 海練（うねり） 裾野市佐野1542-1 味玉1つプレゼント

71 継続 富士 お菓子の家もちのき 松野店 富士市南松野2450-1 1,000円以上購入でお菓子1個プレゼント

72 継続 富士 お菓子の家もちのき 小泉店 富士宮市小泉226-1 1,000円以上購入でお菓子1個プレゼント

73 継続 富士 お菓子の家もちのき 万野店 富士宮市万野原新田3072-7 1,000円以上購入でお菓子1個プレゼント

74 継続 富士 お菓子の家もちのき 宮原店 富士宮市宮原225-3 1,000円以上購入でお菓子1個プレゼント

75 新規 富士 焼肉ふじみ 富士宮店 富士宮市元城町6-4 ソフトドリンク1杯、またはミニデザート1個プレゼント

76 新規 沼津・伊豆 東京ラスク伊豆ファクトリー 伊豆市市山550 個包装ラスク1枚プレゼント

77 新規 沼津・伊豆 東京ラスク柿田川店 駿東郡清水町堂庭199-18 個包装ラスク1枚プレゼント

78 新規 富士 王様のカレー 富士宮宮原店 富士宮市宮原385-16 マンゴーアイス1つ、またはドリンク1杯プレゼント

79 新規 沼津・伊豆 木の花の湯 御殿場市深沢2839-1 ＜利用料＞大湯（大浴場）利用料を大人200円引き、3歳～小学生100円引き

80 新規 沼津・伊豆 フォンテーヌ 下田市吉佐美1469-1 焼菓子人気No.1の「塩マドレーヌ」1個プレゼント

81 新規 富士 米えにし 富士市入山瀬599-1 ごはんのお供をプレゼント



2022年度提携リスト（中部） 2022年6月1日時点
連番 区分 地域 店名 住所 優遇内容

1 継続 静岡 入船鮨 両替町店 静岡市葵区両替町2-7-10 両替町ビル1～2F 抹茶アイスをプレゼント

2 継続 静岡 入船鮨 南店 静岡市駿河区南町6-6 抹茶アイスをプレゼント

3 継続 静岡 入船鮨 登呂店 静岡市駿河区有東2-3-29 抹茶アイスをプレゼント

4 継続 静岡 入船鮨 葵タワー店 静岡市葵区紺屋町17-1 地下1F 抹茶アイスをプレゼント

5 継続 静岡 静岡東宝会館 静岡市葵区七間町12 一般当日券200円引き

6 継続 静岡 川しん 静岡市葵区常磐町2-7-1 会計から100円引き

7 継続 静岡 くらさわや 静岡市清水区由比東倉沢69-1 飲食代5％OFF

8 継続 静岡 日本料理 椿亭 静岡市葵区常磐町2-2-8 5,500円以上のコースに限り5％OFF

9 継続 静岡 四川料理・火鍋 躍飛（やくと） 静岡市葵区呉服町2-5-22 ソシアルカドデビル1F お好きなドリンク1杯プレゼント（アルコール含む）

10 継続 志太榛原 カクタスハウス 藤枝市高洲25-7 焼き菓子をプレゼント

11 継続 志太榛原 やまめ平 島田市笹間下1707 釣り時間10分間延長

12 継続 志太榛原 焼肉ダイニング はまやん 島田市若松町2739-1 現金での支払いで会計から5%OFF

13 継続 志太榛原 奥大井観光ホテル 翠紅苑 榛原郡川根本町千頭279 大人の入浴料600円を500円に値引き

14 継続 志太榛原 御菓子司 松林堂 牧之原市坂部620-1 1,080円以上購入でお好きなどら焼1つプレゼント

15 継続 志太榛原 もりのいずみ 榛原郡川根本町奥泉840-1 通常一般料金から10%OFF

16 継続 志太榛原 藤枝シネ・プレーゴ 藤枝市前島1-7-10 BiVi藤枝4F 映画鑑賞代200円引き

17 継続 静岡 萩原農園 静岡市清水区増270 入園料100円引き

18 継続 志太榛原 HASパロミノポニークラブ 御前崎市佐倉4556 乗馬試乗会1回コースご招待

19 継続 志太榛原 雑貨&カフェ BEACH GLASS 御前崎市御前崎3141-6 飲食代5％OFF

20 継続 志太榛原 神田寿司 藤枝市駅前3-9-20 ドリンク1杯プレゼント

21 継続 志太榛原 大久保グラススキー場 藤枝市瀬戸ノ谷11021 1アイテムにつき使用料50円引き

22 継続 静岡 ホテルアンビア松風閣 焼津市浜当目1541 基本宿泊料金10％OFF

23 継続 静岡 焼津グランドホテル 焼津市浜当目1489 基本宿泊料金10％OFF、レストラン食事代10％OFF

24 継続 静岡 麺処 田ぶし 静岡店 静岡市駿河区有東2-9-20 煮たまごをプレゼント

25 継続 静岡 駿河健康ランド 静岡市清水区興津東町1234 駿河健康ランド、石和健康ランド、信州健康ランドの入館料1,980円を1,760円に値引き

26 継続 静岡 トマトボウル 静岡市駿河区下川原5-36-17 一般（大人）料金から1ゲーム100円引き

27 継続 静岡 静岡伊勢丹 静岡市葵区呉服町1-7 1点3,000円以上の商品購入で代金から5％OFF

28 継続 志太榛原 Grande Dame 榛原郡吉田町神戸2143-18 食事代のみ5％OFF

29 継続 静岡 日本平ロープウェイ 静岡市清水区草薙597-8 ポストカードをプレゼント

30 継続 志太榛原 焼津四川飯店&ガーデンズ 焼津市西小川3-6-1 レストラン食事代10％OFF

31 継続 志太榛原 藤枝四川飯店&ガーデンズ 藤枝市田沼1-23 レストラン食事代10％OFF

32 継続 静岡 中島屋グランドホテル 静岡市葵区紺屋町3-10 館内レストランの飲食代、宿泊料金から10％OFF

33 継続 志太榛原 ぬかや斎藤商店 焼津市城之腰109-1 2,000円以上購入で、かつおのしぐれ煮1袋プレゼント

34 継続 静岡 東海大学海洋科学博物館 静岡市清水区三保2389 入館料金10％OFF

35 継続 静岡 東海大学自然史博物館 静岡市清水区三保2389 入館料金10％OFF

36 継続 静岡 大野写真研究室 静岡市葵区駿府町1-46 基本撮影料5％OFF

37 継続 静岡 川村農園CAFE 静岡市清水区三保1816-2 ランチ注文の方に、トマトの盛り合わせをプレゼント

38 継続 志太榛原 朝日園 駅前本店 島田市川根町家山370-4 2,000円以上購入で粗品プレゼント

39 継続 志太榛原 朝日園 直販店 島田市川根町家山1313-5 2,000円以上購入で粗品プレゼント

40 継続 志太榛原 藤枝グランドボウル 藤枝市下当間652 通常料金から1ゲームにつき50円引き

41 継続 静岡 おふろcafe bijinyu 静岡市葵区籠上15-15 「大人フリータイム入館料（館内着・タオル付き）」1,408円に、「いでぼくソフトクリーム」385円をセットで、通常料金1,793円から1,474円に値引き（319円お得）

42 継続 静岡 Woody Cloud 静岡市葵区両替町2-6-4 ジェードビル2F 一品プレゼント

43 継続 静岡 らーめんブッチャー 小鹿店 静岡市駿河区小鹿806-8 チャーシュー1枚プレゼント

44 継続 志太榛原 くいもの屋わん 藤枝駅南店 藤枝市田沼1-2-16 岡本ビル2F 会計から10%OFF

45 継続 志太榛原 くいもの屋わん 島田駅前店 島田市日之出町1-10 岡本ビル2F 会計から10%OFF

46 継続 静岡 くいもの屋わん 清水駅前店 静岡市清水区辻1-2-1 えじりあ2F 会計から10%OFF

47 継続 静岡 JOYSOUND静岡紺屋町店 静岡市葵区紺屋町13-5 室料30%OFF（フリータイム室料は10%OFF、コースは総額10%OFF）

48 継続 静岡 京昌園 静岡紺屋町店 静岡市葵区紺屋町13-2 「石焼ビビンバ」半額

49 継続 静岡 京昌園 静岡瀬名川店 静岡市葵区瀬名川3-26-15 「石焼ビビンバ」半額

50 継続 志太榛原 京昌園 藤枝駅南口店 藤枝市前島1-1-3 アスティ藤枝2F 「石焼ビビンバ」半額

51 継続 志太榛原 ブランジュリ モザイク 藤枝市前島3-5-6 2,000円以上購入で焼き菓子1つプレゼント

52 継続 志太榛原 いっぷく茶処 やませき 島田市川根町身成3533 2,160円以上購入で会計から10％OFF

53 継続 静岡 パートナ 静岡市駿河区石田3-16-43 ソニックス1回（10分）無料

54 継続 静岡 整体＆リンパサロン 時のへや 静岡市葵区長沼2-2-20-1 初回90分以上、通常料金から1,600円引き

55 継続 静岡 カイロプラクティック施術院 晴れる屋 静岡市葵区千代1-13-76 A-1F 初回（ヒアリング、施術、歪みに合わせた体操）通常7,000円を3,500円に値引き

56 継続 静岡 京昌園 静岡駅南口店 静岡市駿河区南町10-1 アクロスキューブ静岡南町4・5F 「石焼ビビンバ」半額

57 継続 静岡 油そば専門店 味の天徳 静岡常磐町店 静岡市葵区常磐町1-5-11 つたのビル1F 麺類を注文で、お好きなトッピング（100円相当）1つプレゼント

58 継続 志太榛原 カフェレストランT＆T 牧之原市静波2270-4 アーモンドクッキー1袋プレゼント

59 継続 静岡 なすび総本店 静岡市清水区富士見町5-8 ソフトドリンクを1グループ2杯までプレゼント

60 新規 静岡 博多天ぷら専門店おひるごはん 静岡市葵区瀬名川1-22-41 各種定食・天丼1つ注文につき「えび天」1尾、または「トリ天」1個プレゼント

61 新規 志太榛原 ClimbingJAMs 焼津店 焼津市小土489-1 初回登録料20％OFF、2回目以降の利用は道具レンタル無料

62 新規 静岡 駿河湾フェリー 静岡市清水区日の出町10-80 マリンターミナルビル 「県道223号ポストカード」をプレゼント

63 新規 志太榛原 ターントクルこども館 焼津市栄町5-1-1 いとのこ体験プログラム「いとのこや」材料費100円引き



2022年度提携リスト（西部） 2022年6月1日時点
連番 区分 地域 店名 住所 優遇内容

1 継続 中東遠 キウイフルーツ・カントリーJAPAN 掛川市上内田2040 入園料100円引き

2 継続 中東遠 掛川花鳥園 掛川市南西郷1517 
＜入園料＞大人（中学生以上）1,500円を1,400円、小学生700円を650円、65歳以上1,100円を1,050円、障害者大人865円を800円、障害者小人430円を400円、障害者介添（1名のみ）

865円を800円に値引き

3 継続 中東遠 名倉メロン農場 袋井市山崎4334 スタンプカード2倍サービス

4 継続 中東遠 こだわりとんかつ かつ平 袋井店 袋井市久能1048-1 会計から5％OFF

5 継続 西遠 うなぎ専門の店 志ぶき 浜松市西区舘山寺町2252-1 グラスビール、またはソフトドリンク1杯プレゼント

6 継続 西遠 らーめんの店 貴布禰（きぶね） 浜松市浜北区貴布祢272 ラーメン1杯50円引き

7 継続 西遠 THE HAMANAKO（ザ 浜名湖） 浜松市西区雄踏町山崎4396-1 ＜ゆうとう温泉入浴料＞大人1,200円を800円に値引き

8 継続 西遠 魚料理専門 魚魚一 浜松市中区肴町318-28 ペッシェビル3F 11,000円のおまかせコースを8,800円に値引き

9 継続 西遠 LOLO Cafe 浜松市中区中央1-4-10 パークアベニュービル1F 現金での支払いで飲食代5％OFF

10 継続 西遠 うなぎ・和食処 松の家 浜松市西区舘山寺町2306-4 会計から5％OFF

11 継続 西遠 きじ亭 浜松市北区引佐町奥山1594-22 食事代10％OFF

12 継続 中東遠 カラオケ MIX BOX 袋井市高尾町1-1 3F 利用料10％OFF

13 継続 西遠 篠原ゴルフクラブ 浜松市西区篠原町23553 打球料割引

14 継続 西遠 パパガロ 湖西市新居町中之郷1977-6 飲食代5%OFF、ランチタイムは2％OFF

15 継続 中東遠 森町体験の里 アクティ森 周智郡森町問詰1115-1 パターゴルフ体験料金10％OFF

16 継続 西遠 八丁蔵 エキマチ店 浜松市中区砂山町6-1 エキマチイースト内 飲食代10％OFF

17 継続 西遠 新中国料理 ムーラン 浜松市西区雄踏町宇布見4863-178 飲食代5％OFF

18 継続 西遠 ムッシュタキの店 湖西市新所岡崎梅田入会地14-13 ドリンク1杯プレゼント

19 継続 中東遠 袋井グランドボウル 袋井市堀越343-１ 通常料金から1ゲーム50円引き

20 継続 西遠 毎日ボウル芳川 浜松市南区四本松町460-11 一般料金から1ゲーム50円引き

21 継続 西遠 パンカフェ・珈琲香爐 浜松市西区大平台2-16-10 ランチプレート880円を550円に値引き

22 継続 西遠 イル・ド・ボーテ 浜松市中区山手町30-10 「腸排毒サービス120分」通常12,000円を初回のみ9,800円に値引き（全身排毒リンパドレナージュ）

23 継続 西遠 横原自動車株式会社 浜松市西区坪井町4655-1 選べる粗品をプレゼント

24 継続 中東遠 竜洋海洋公園オートキャンプ場 磐田市駒場6866-10 ステッカーをプレゼント

25 継続 中東遠 健康ゆ空間 磐田ななつぼし 磐田市下万能410-1 レンタルタオル無料（フェイスタオル・バスタオルセット）

26 継続 西遠 餃子の大福 浜松市中区西伊場町57-15 食事代10％OFF

27 継続 西遠 らーめん武蔵 浜松市中区上島5-7-3 麺類全品100円引き

28 継続 西遠 Call Stone（コールストーン） 浜松市浜北区中瀬701-1 全8種類から選べるメインメニューにバイキング付き（ライス、サラダ、スープ、デザート、ドリンクなど）で、1,080円を税込700円に値引き

29 継続 中東遠 ねむの木こども美術館 どんぐり 掛川市上垂木3399-1 ＜入館料＞大人通常600円を団体料金500円に値引き

30 継続 中東遠 リバーサイドゴルフ 磐田市明ケ島293 施設入場料半額

31 継続 西遠 J.Diner KAMACHI（ジェイダイナーカマチ） 湖西市鷲津426-6 お食事された方に、フライドポテト1皿プレゼント

32 継続 西遠 ときわcafe communication space 湖西市ときわ3-5-13 700円以上購入で、自家製焼き菓子1つプレゼント

33 継続 西遠 浜名湖遊覧船 浜松市西区舘山寺町3315 乗船料10％OFF

34 継続 中東遠 真砂館 掛川市倉真5421 立ち寄り温泉の利用でフェイスタオル貸し出し無料。宿泊の場合は夕食時にグラスワイン1杯プレゼント

35 継続 中東遠 とりや茶屋 袋井市高尾町15-7 デザート1つプレゼント

36 継続 西遠 海鮮ダイニング はなの夢まぐろや ルートイン浜名湖店 湖西市古見1049-1 会計から10％OFF

37 継続 西遠 農家のレストラン とんきい 浜松市北区細江町中川1194-1 飲食代8％OFF

38 継続 西遠 ミートレストラン とんきい 浜松市北区細江町中川1190-1 飲食代8％OFF

39 継続 中東遠 手羽先おとうちゃん 袋井駅前店 袋井市高尾町12-5 手羽先20％OFF

40 継続 西遠 くいもの屋わん 浜松駅前店 浜松市中区千歳町95-9 花柳ビル2F 会計から10%OFF

41 継続 西遠 株式会社アマノ 三方原店 浜松市北区三方原町1950-1 文具5％OFF

42 継続 西遠 麺's Diner KAMACHI 湖西市鷲津404-1 会計から5％OFF

43 継続 西遠 椿カイロプラクティック 浜松市中区鹿谷町2-23 2F 初回限定「カイロプラクティック骨盤調整」通常5,000円を3,500円に値引き

44 継続 西遠 遠州 みなみの湯 浜松市南区松島町1960 カード提示で本人のみ100円引き

45 継続 中東遠 掛川毎日ボウル 掛川市領家499-1 一般基本料金から1ゲーム50円引き

46 継続 中東遠 株式会社三長自動車商会 磐田市今之浦4-18-9 車検を含む、整備料金工賃10％OFF

47 継続 中東遠 くりみ苺園 磐田市豊岡4958-1 コンデンスミルクを1グループにつき1本プレゼント

48 継続 西遠 にぎりの徳兵衛 西塚店 浜松市東区神立町122-1 会計から5％OFF

49 継続 西遠 株式会社アマノ 入野店 浜松市西区入野町6491-3 文具5％OFF

50 継続 中東遠 夜にパオーン 袋井市堀越5-10-13 たこまん袋井店内 カフェメニュー200円引き

51 継続 中東遠 和趣彩々 凛や 磐田店 磐田市中泉3720-1 飲食代5％OFF

52 継続 西遠 菓匠大しろ 浜松市浜北区小松1238 3,000円以上購入で5％OFF

53 継続 西遠 食事処 はせがわ 浜松市中区北田町128-6 会計から10％OFF

54 継続 西遠 和趣彩々 凛や 葵西店 浜松市中区葵西5-2-2 飲食代5％OFF

55 継続 中東遠 和趣彩々 凛や 袋井店 袋井市堀越3-16-7 飲食代5％OFF

56 継続 西遠 和趣彩々 凛や 住吉店 浜松市中区住吉2-8-21 飲食代5％OFF

57 継続 西遠 HAS浜松乗馬クラブ 浜松市北区三方原町2691 乗馬試乗会1回コースご招待

58 継続 中東遠 HAS磐田若葉乗馬クラブ 磐田市見付1650 乗馬試乗会1回コースご招待

59 新規 中東遠 肴家 魚彦 磐田市中泉4-4-14 ディナータイムにドリンク1杯プレゼント

60 新規 中東遠 レストラン くろしぇっと 磐田市安久路1-10-1 ランチタイムはデザート、ディナータイムはコースをご注文でソフトドリンクをプレゼント

61 新規 西遠 浜松市浜北温泉施設 あらたまの湯 浜松市浜北区四大地9-921 入浴券（1回）中学生以上720円を650円に値引き

62 新規 中東遠 四季の庵 宮本 袋井市田町2-4-15 お会計より5％OFF

63 新規 中東遠 麵屋純太 掛川市三俣1375-1 味玉1個プレゼント

64 新規 西遠 お好みカフェ 奈な 浜松市中区中央2-5-5 サンクレール102 遠州焼のトッピング1個、またはドリンク1杯プレゼント


