
福島空港ファンクラブ会員特典協賛企業一覧
会員証を提示することによって、下記店舗・施設でサービスが受けられます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

県北地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

陽日の郷 あづま館
日帰り入浴　大人1,000円⇒800円　小人500円⇒
400円　（利用時間14：00～17：30）年末年始、GW、
お盆期間はお休み　※会員様のみ

福島県二本松市岳温泉1-5 0243-24-2211

櫟平ホテル
夕食時に日本酒又はソフトドリンク1本をサービスい
たします。

福島県二本松市岳温泉2-8 0243-24-2626

東北サファリパーク

通常の入場料大人：２，９００円、小３～小６：１，８０
０円、シニア（６５歳以上）：２，１００円を、１０％割引
にてご提供いたします。

福島県二本松市沢松倉1番地 0243-24-2336

ペンション　シャンカー 朝食時にモーニングコーヒーをサービス。 福島県二本松市岳温泉3-37-3 0243-24-2951

岳温泉　静流とやすらぎの宿　㐂ら里

宿泊料金を10％割引にてご提供いたします。（※特
別プランを除く）また、日帰り入浴料を1000円から
700円の30％割引にてご提供いたします。（※タオル
はありません）

福島県二本松市岳温泉一丁目１０６番地 0243-24-2225

穴原温泉　吉川屋
ご宿泊のお客様1名にビール1本、またはコーヒー券
をご提供いたします。

福島県福島市飯坂町湯野字新潟6 024-542-2226

飯坂ホテル聚楽
ご宿泊の方にグラスワインをサービスいたします。
（※企画割引商品は除きます）

福島県福島市飯坂町字西滝ノ町27 024-542-2201

シーフードレストランメヒコ
福島店

店内でのお食事3000円以上のお会計で500円割引
福島県内のメヒコ福島店・郡山店・いわきフラミンゴ
館・いわきマリンタワー店でご利用いただけます。

福島県福島市南矢野目字中屋敷64番地6 024-555-1330

欧風彩宴 とらのまき お会計時に１０％ＯＦＦ
福島県福島市陣場町8-6 エルミタージュビル
3F

024-529-6973

ビアレストラン ローゼンケラー
カードをお持ちの方1枚に付き当店自慢のサクラの
葉アイスクリームお1つサービス

福島県福島市栄町12-10 ひかりビル 1F 024-522-8611

笑月庵 たむら ご来店の時、生ビール又はソフトドリンクサービス 福島県福島市万世町1-33 024-524-2424

ワイン＆チーズ　マリアージュ
ドライシェリーorデザートワインを１杯ずつサービ
ス！※前日までにご予約の方。各種パーティプラン
や他のクーポンと併用はできません。

福島県福島市置賜町1-29佐平ビルB1 024-522-4723

楽酒楽菜あしび 福島県の地酒１合サービス
福島県福島市置賜町４−２７
 ニコニコビル2F南号室

024-529-7271

株式会社日本旅行東北
福島支店

ツアーお申し込みの方に
ジェフグルメ券1000円分プレゼント

福島県福島市本町5-8
福島第一生命ビル１F

024-522-6163

彩食美酒　小町
会員証提示でファーストドリンク１杯サービス（生
ビール又はソフトドリンク）

福島県福島市新町１－１２ 024-573-5888

喜久寿し 会員証お持ちの方ソフトドリンク一杯サービス 福島県福島市渡利字柳小路５９－１ 024-522-4826

県中地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

福島エアポートサービス
福島空港店

お買い上げ金額から５％ＯＦＦ（ただし一部割引除外
品あり）

福島県石川郡玉川村北須釜字はばき田21
福島空港ターミナルビル2Ｆ

0247-57-1650

道の駅 こぶしの里

下記商品を（）内価格でご提供いたします。
冷凍さるなし（350） さるなしドライ（550）
さるなし100％ストレートジュース（950）
さるなしジャム（350） ソフトクリーム各種（200）
空芯菜入豆菓子（マリモ豆）（350）
さるなし入豆菓子（赤マリモ）（350）

福島県石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前
140-2

0247-57-3800

母畑温泉 八幡屋
チェックイン時に「ちょっぴりプレゼント」をご提供い
たします。

福島県石川郡石川町母畑字樋田75-1 0247-26-3131

猫啼温泉 式部のやかた 井筒屋
宿泊の方にはお酒かウーロン茶を1本サービスいた
します。また、入浴のみの方には入浴料金を150円
割引にてご提供いたします。　※会員様ご本人のみ

福島県石川郡石川町字猫啼22
0247-26-1131
0120-89-1228（予約専
用）

磐梯熱海温泉 をりふしの宿 昭月 ご宿泊のお客様に品物をプレゼントいたします。 福島県郡山市熱海町熱海5-30 024-984-3309

四季彩一力
ご宿泊のお客様にグラスワインをサービスいたしま
す。

福島県郡山市熱海町熱海4-161 024-984-2115

ホテル虎屋 宿泊料金を会員価格でご提供いたします。 福島県須賀川市宮先町41 0248-76-1121

玉木屋本舗
1000円以上のお買い上げで10％割引の商品券をプ
レゼントいたします。

福島県須賀川市大町302 0248-73-2393

ホテル　シャローム　オークラクラッシック 宿泊料金を10％割引にてご提供いたします。 福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原1-4338 0248-94-3330

星総合病院
人間ドック（半日ドック）を10％割引にてご提供いたし
ます。

福島県郡山市向河原町159-1
024-983-5511
0120-33-4895（予約専
用）

温泉ペンション メリーキングス
宿への直接予約（電話または公式ホームページか
らのご予約に限ります）の場合は、宿泊料金を１０％
割引にてご提供いたします。

福島県岩瀬郡天栄村羽鳥字高戸屋32-7 0248-85-2300
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福島空港ファンクラブ会員特典協賛企業一覧
会員証を提示することによって、下記店舗・施設でサービスが受けられます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

県中地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

ペンション　レモンの木 天栄村の特産品をプレゼントいたします。 福島県岩瀬郡天栄村田良尾芝草1番地3348 0248-85-2545

エンゼルフォレスト那須白河
日帰り入浴料金を下記料金にてご提供いたします。
大人1200円→1000円　　小人600円→500円

福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原 0248-85-2525

公益財団法人福島県都市公園・緑化協
会
福島空港公園

各種イベント・教室などの参加費を10％割引にてご
提供いたします。

福島県須賀川市田中字関林174-16 0248-89-1766

リカちゃんキャッスル
入場料を10％割引にてご提供いたします。
※但し1会員につき計5名まで

福島県田村郡小野町大字小野新町字中通
51-3

0247-72-6364

ホテルプリシード郡山
宿泊料金を全タイプ20％割引にてご提供いたしま
す。

福島県郡山市中町12-2 024-925-3411

天空のハーモニー
波動セラピー岩盤浴　通常3,000円を2,500円にてご
提供

岩瀬郡天栄村上松本上屋敷25 0248-82-3109

しばざくらのさと 道の駅ひらた
道の駅ひらた 御当地ソフト100円引。(会員証呈示し
た方1名様に限る)

福島県石川郡平田村上蓬田字横森後160 0247-55-3501

ペンション　オペライカ
フットサルコート日帰り20％オフ
フットサル宿泊パックご利用で15名様以上の場合
「生ビール1樽(１０ℓ)」サービス

福島県岩瀬郡天栄村田良尾芝草1-3341 0248-85-2608

ふぁみりぃぺんしょん　もめんのおうち
宿泊料金（￥8,190～）15％オフと
1テーブルに1本ボトルワインをサービス

福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原 0248-85-2366

野の花　花ごよみ 会計総額より、10％割引 福島県岩瀬郡天栄村飯豊字宮ノ下50 0248-83-1187

レストラン　シャロン 利用料金から、５％割引
福島県石川郡玉川村北須釜字はばき田21
福島空港ターミナルビル2F

0247-57-1580

パープルフラッグはりきゅう院 せんねん灸の粗品プレゼント
福島県郡山市富久山町久保田字我妻
72-4

024-934-0941

株式会社エイチ・アイ・エス
郡山営業所

ご成約の方に粗品プレゼント
※ご予約時にお申し出ください。

福島県郡山市駅前1-6-5 ピースビル郡山
1階

050-5833-9213

シーフードレストランメヒコ
郡山店

店内でのお食事3000円以上のお会計で500円割引
福島県内のメヒコ福島店・郡山店・いわきフラミンゴ
館・
いわきマリンタワー店でご利用いただけます。

福島県郡山市富田町久根下１ 024-952-7323

ホテルリステル猪苗代
クアハウス C'S

日帰りクアハウス利用で大人3000円と小人2000円
から1000円引き

福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字天王坂
2414

0242-66-2233

湖穂里 当店で飲食の方にデザート（シャーベット）サービス
福島県郡山市字燧田195 JR郡山エキナカ
2F

024-921-2020

癒しの湯　高蔵内源泉 越の寒梅、又はウーロン茶グラスサービス 福島県石川郡石川町母畑湯前32-1 0247-26-5111

県南地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

菜華軒 1000円以上ご飲食につき50円割引 福島県白河市新白河3-8 0248-24-0312

会津地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

漆器工房 鈴武

蒔絵体験を行った方に旅情箸をプレゼントいたしま
す。
ご来店のお客様へは工房のご案内及び売店にてお
茶をサービスいたします。

福島県会津若松市門田町一ノ堰
会津漆器工業団地内

0242-27-9426

会津東山温泉　いろりの宿 芦名
宿泊の方に竹墨のかりんとうをプレゼントいたしま
す。

福島県会津若松市東山町湯本下原 0242-26-2841

ペンションすまいる
宿への直接予約（電話または公式ホームページか
らのご予約に限ります）の場合、ご宿泊代より５％割
引いたします.

福島県耶麻郡
猪苗代町大字若宮字大原丙278-3

0242-67-1010

ヒーリングイン ホワイトペンション
宿泊の方に夕食時にグラスワインをサービスいたし
ます。

福島県耶麻郡猪苗代町字不動33-13 0242-65-2034

ペンション　ヴェルレーヌ
夕食時にグラスワインまたはソフトドリンクをサービ
スいたします。

福島県都耶麻郡猪苗代町西葉山7110-20 0242-63-0855

佐久山食堂
ラーメンを50円割引、また、自家製漬物をご提供い
たします。

喜多方市松山町村松字常盤町2712 0241-22-0701

赤れんが
どのメニューでも、お会計代金より10％割引にてご
提供いたします。

喜多方市岩月町宮津字惣社原4181 0241-22-5030

生江(なまえ）食堂 お会計代金より10％割引にてご提供いたします。 喜多方市字桜ガ丘1丁目26 0241-22-2966

橙（だいだい）
ラーメンご注文のお客様に味付煮卵１ヶサービスい
たします。

喜多方市字北町2906 0241-23-0606

福島屋
麺を大盛サービスいたします。（ミソ野菜ラーメン、タ
ンメン除く）

喜多方市字1丁目4634 0241-23-2702
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福島空港ファンクラブ会員特典協賛企業一覧
会員証を提示することによって、下記店舗・施設でサービスが受けられます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

会津地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

ラーメン　蔵美（くらよし） 50円割引にてご提供いたします。 喜多方市字2丁目4648-6 0241-24-4053

株式会社エイチ・アイ・エス
会津若松営業所

ご成約の方に粗品プレゼント 島県会津若松市大町 2-14-24　山本ビル 050-5833-9199

蔵前 ラーメンを100円割引にてご提供いたします。 喜多方市東町4095 0241-24-2955

伊藤食堂 ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市谷地田7413-1 0241-22-1804

たんぽぽ亭 ラーメン一杯50円割引にてご提供いたします。 喜多方市梅竹7254-1 0241-21-1477

葵飯店 どのメニューでも50円割引にてご提供いたします。 喜多方市梅竹7294 080-3336-7122

大安食堂 ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市3丁目4774 0241-22-6268

宝夢蘭
下記商品を50円割引にてご提供いたします。
・ラーメン・チャーシューメン・宝ラーメン

喜多方市大道田7485 0241-23-2502

源来軒 ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市一本木上7745 0241-22-0091

本家大みなと味平 ラーメン類　50円引き 喜多方市関柴上高額北町396-5 0241-24-2990

櫻井食堂 ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市町田8279-1 0241-22-0615

丸見食堂 餃子を100円割引でご提供いたします。 喜多方市町田8257-5 0241-22-0506

大喜 ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市関柴町上高額字東原1261-2 0241-23-1695

すがい食堂 喜多方ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市豊川町高堂太字西前田2129 0241-23-3673

上海 各ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市字2丁目4650 0241-22-0563

すがい食堂　バイパス店 喜多方ラーメンを50円割引にてご提供いたします。 喜多方市関柴町西勝西原3441 0241-24-5790

猪苗代リゾートホテル＆スキー場
ホテル売店での利用料金を10％割引、観光ゴンドラ
（大人往復）を300円割引にてご提供いたします。

耶麻郡猪苗代町綿場7126 0242-65-2131

元祖輪箱飯
　割烹・会津料理　田季野

起き上がり小法師１個サービスいたします。 会津若松市栄町5-31 0242-25-0808

猪苗代スキー場[中央×ミネロ]
センターハウスばんだい内大浴場割引で大人700円
を500円、小学生500円を300円にて対応させていた
だきます。入浴受付時間は14時から16時30分です。

耶麻郡猪苗代町字葉山7105 0242-62-5100

牛乳屋食堂 お食事された方に牛乳を1本サービスいたします。 会津若松市大戸町上三寄香塩343 0242-92-2512

会津ニ丸屋　武蔵亭
食事をされた会員様に、鰊山椒漬け(3切れ）１皿、
又は　ミニ生麩善哉１皿をサービスいたします。

会津若松市材木町2-8-18 0242-28-1208

東横イン　会津若松駅前 東横インオリジナルクリアファイルプレゼント 福島県会津若松市白虎町222-1 0242-32-1045

会津東山温泉　原瀧（はらたき） ご宿泊の方に、起き上り小法師を１人１個プレゼント 福島県会津若松市東山町湯235 0242-26-4126

料理旅館 田事
御食事の方にはコーヒーサービス。御宿泊の方に
は起き上がり小法師の根付けをプレゼント。

福島県会津若松市城北町5-15 0242-24-7500

いわき地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

アルプストラベルサービス株式会社 いわ
き支店

国内・海外の各種パッケージツアー旅行代金から最
大5％割引にてご提供いたします。

福島県いわき市好間工業団地20-1
 アルパイン株式会社内

0246-36-6151

有限会社 磐植 1000円以上お買い上げで季節の鉢花をプレゼント 福島県いわき市平中平窪字宮田58 0246-22-8787

割烹旅館 天地閣
5900円以上の懐石膳をご注文いただいた方、また
は宿泊で1泊14040円以上のご予約をいただいた方
に海産物のお土産をプレゼントいたします。

福島県いわき市小名浜下神白字綱取
143-23

0246-53-3285

れすとらん さすいち
れすとらん さすいちのソフトドリンクサービス券をプ
レゼントいたします。

福島県いわき市小名浜字辰巳町36-1 0246-73-0141

常磐交通観光
当社にて企画・実施する福島空港発着ツアーお申
込みのお客様に粗品プレゼント

福島県いわき市平上荒川字長尾74-8 0246-29-5611

割烹　しが 本日おすすめ一品サービスいたします。 福島県いわき市小名浜中町境1-10 0246-53-3973

鳥坊主 700円お買い上げごとに焼き鳥1本サービス 福島県いわき市常磐西郷町字落合62-1 0246-44-4818

スパリゾートハワイアンズ 入場料金・宿泊料金10％割引きいたします 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 0246-43-3191

和楽　魚菜亭 ワンドリンク無料　生ビール、チューハイ各種 福島県いわき市平白銀2-10 0246-24-0045

吹の湯旅館
夕食時に日本酒又はソフトドリンク1本をサービスい
たします。

福島県いわき市常磐湯本町吹谷48 0246-42-2158

株式会社エイチ・アイ・エス
いわきラトブ営業所

ご成約の方に粗品プレゼント
福島県いわき市平字田町120番地
ラトブ1階

050-5808-8410　
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福島空港ファンクラブ会員特典協賛企業一覧
会員証を提示することによって、下記店舗・施設でサービスが受けられます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

いわき地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

オノエー株式会社
全商品10％OFF（本店のみ）
（ただし学生服は除く）

福島県いわき市平字四町目21-13  0246-23-2515

Hair SPACE 全メニュー１０％割引 福島県いわき市平字五町目６-１ 0246-24-3100

まちポレいわき
通常料金より一般300円、その他200円の割引
ただし、割引は他のサービスとは併用できません

福島県いわき市平字白銀町1-15 0246-22-3394

シーフードレストランメヒコ
いわきフラミンゴ館

店内でのお食事3000円以上のお会計で500円割引
福島県内のメヒコ福島店・郡山店・いわきフラミンゴ
館・いわきマリンタワー店でご利用いただけます。

福島県いわき市鹿島町走熊字四反田３ 0246-29-4407

シーフードレストランメヒコ
いわきマリンタワー店

店内でのお食事3000円以上のお会計で500円割引
福島県内のメヒコ福島店・郡山店・いわきフラミンゴ
館・いわきマリンタワー店でご利用いただけます。

福島県いわき市小名浜下神白字大作９３ 0246-54-3737

手作り結婚指輪専門店　アボンド お買い上げ金額から5％引き
福島県いわき市小名浜岡小名字反町6-1
真野目ビル1F

0246-38-6361

あかい菜園株式会社 1000円以上お買い上げで大玉トマト１コプレゼント 福島県いわき市平赤井字一の町55-1 0246-68-6969

熟成とんかつ　まる兵衛　郷ヶ丘店
お会計より１０％ＯＦＦ（他割引券との併用不可、店
内でのお食事のみ有効）

福島県いわき市郷ヶ丘2丁目47-2 0246-38-7810

熟成とんかつ　まる兵衛　内郷店
お会計より１０％ＯＦＦ（他割引券との併用不可、店
内でのお食事のみ有効）

福島県いわき市内郷御厩町前田105 0246-26-2360

熟成とんかつ　まる兵衛　泉店
お会計より１０％ＯＦＦ（他割引券との併用不可、店
内でのお食事のみ有効）

福島県いわき市泉町滝尻字泉町８３－１ 0246-88-7470

金澤翔子美術館
会員様とお連れ様合わせて最大５名様まで、入館
料を　１０％割引いたします。

福島県いわき市遠野町根岸字横道71 0246-89-2766

ホテル 浜とく 当館の売店利用時、お会計より10%OFF 福島県いわき市常磐藤原町蕨平32 0246-42-3665

道の駅 よつくら港
１F海側広場の道カフェで、ソフトクリーム全品５０円
引き

福島県いわき市四倉町五丁目218-1 0246-32-8075

旬鮮食房 柚香
会員証をお持ちの方１名につき、ワンドリンク（ソフト
ドリンク、グラスビール、チューハイ各種）を無料でご
提供いたします。

福島県いわき市谷川瀬字明治町63-2 0246-21-9486

和食酒場 AFRO
会員様とお連れ様合わせて最大５名様まで、５００
円以下のワンドリンクをサービスいたします。

福島県いわき市平字田町68 2F 0246-35-0150

矢吹量一酒店
お買上1,000円以上でノベルティグッズ（グラス・バッ
ク・飲料等）プレゼント

福島県いわき市平六町目2-9 0246-22-3223

春木屋旅館
当旅館へ直接予約された場合、会員証提示した会
員様の宿泊料金を１０%割引いたします。

福島県いわき市常磐白鳥町勝丘118 0246-43-2724

いわき湯本温泉　ホテル美里

会員証提示した方のみ、酒又はソフトドリンク1本付
き。※直接のお申し込みの方のみで、各エージェン
トを通してのお申し込みの場合は特典は付きませ
ん。

福島県いわき市常磐湯本町吹谷57-2 0246-42-2181

resort&dining Cascade ワンドリンクサービス
福島県いわき市平字三町目35
三町目館ビル 5F

0246-25-9349

いわきワシントンホテル椿山荘
カフェレストラン　ボンジュール

ランチメニューをご注文の方には、料金１００円引き
で提供いたします。

福島県いわき市平字1丁目1番地 0246-35-3375

グランパークホテル
パネックスいわき

宿泊料金を500円割引にてご提供いたします。
ランチバイキングでのご利用料金を100円割引にて
ご案内いたします。

福島県いわき市平字白銀町9-1 0246-35-5515

ダイニングバー ダリコ
(DINING BAR D・RICO）

ディナータイムにご来店（１９：００～２４：００）のお客
様
１名様につき、おつまみ1品サービス

福島県いわき市平字四町目22-2 0246-88-1270

いわきの海産物老舗ブランド　丸市屋 おつまみ小袋180円一個プレゼント 福島県いわき市平字四町目4 0246-22-0182

和 cafe WaWa ～和輪～
ドリンクをご注文頂いたお客様にミニスイーツをサー
ビス（セットドリンクは除く）

福島県いわき市平字田町33-6 0246-23-6637

ラーメン 大喜 味付煮玉子サービス 福島県いわき市平中神谷字六本榎13-2 0246-34-8316

いわきチョコレート
1000円以上のお買上げで100円前後の商品
1個サービス

福島県いわき市小名浜寺廻町16-6 0246-53-5265

Pfad パンケーキ５０円引き 福島県いわき市四倉町名木字荒神下14-3 0246-32-5427

いわき・ら・ら・ミュウ
館内でのお買上・ご飲食のレシートをインフォーメー
ションコーナーに提示（金額不問）で粗品プレゼント

福島県いわき市小名浜辰巳町43番地の1 0246-92-3701
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福島空港ファンクラブ会員特典協賛企業一覧
会員証を提示することによって、下記店舗・施設でサービスが受けられます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

いわき地区

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

肉の大成 ラトブいわき店
大成の国産豚肩肉切り落とし、当店通常価格より
１０%OFF

福島県いわき市平字田町120 ラトブ 1階 0246-21-8129

ナチュラル美容センター 施術メニュー全10%OFFでご提供いたします。 福島県いわき市新田前5-9 0246-25-3455

東京プラチナ 東京プラチナ利用の方全員に駄菓子プレゼント！！ 福島県いわき市平下神谷字後原59-7 0246-34-2802

せんだいや 履物店 全商品10%OFF 福島県いわき市平字田町63-3 0246-23-0254

BodyLabo KURABAR STYLE 全コース10分追加無料サービス
福島県いわき市平字田町一丁目一番地
 T1ビル 1F

0246-88-1686

フラワースタジオ・ミヨコ
当スタジオ商品をご購入頂いた会員様には商品価
格を割引いたします。(10％引き)

福島県いわき市平字紅葉町41-3 0246-23-2228

コーヒー　モカージュ ブレンドコーヒーを50円割引にてご提供いたします。 福島県いわき市作町3-2-3 0246-24-9082

キッチンTOMO 全メニュー10％OFF 福島県いわき東田町菖蒲沢４５番地 0246-63-5938

B.B.WANS(salon de WANS)
3000円以上お買い上げの方にワンちゃんの肉球プ
ニュプニュマッサージを１回サービスします。

福島県いわき市鹿島町走熊17-1 0246-29-0100

しんごさん饅頭本舗 ソフトクリームを200円で販売 福島県いわき市鹿島町久保3-3-9 0246-58-5594

麺遊心 ラーメンを50円割引で提供します。 福島県いわき市平字中町14-2武蔵ビル1F 0246-21-0774

杜のおやど 喜楽苑 宿泊者お一人様にソフトドリンク1本サービス 福島県いわき市常磐白鳥町勝丘１１９ 0246-43-2227

福島県外

店舗・施設名 サービス内容 住所 電話番号

ピアノ調律 ピアノフォルテ
下記商品価格を10％割引にてご提供いたします。
ピアノ用乾燥剤   イス   白磁器等   メトロノーム

群馬県前橋市高花台2-15 RA102 027-269-5064

五浦観光ホテル
当ホテルへ直接お申し込みされた場合は、会員様
の1泊2食基本宿泊料金を10％割引にてご提供いた
します。

茨城県北茨城市大津町722 0293-46-1111

道の駅 奥久慈だいご
温泉入浴料金500円を10％割引の450円でご提供い
たします。

茨城県久慈郡大子町大字池田2830番地1 0295-72-6111

あんこうの宿　まるみつ旅館
夕食時にお酒、またはジュースを1本サービスいたし
ます。

茨城県北茨城市平潟町235 0293-46-0569

那須サファリパーク
通常の入場料を10％割引にてご提供いたします。
大人2800円 →2520円
小人1900円→ 1710円

栃木県那須郡那須町高久乙3523番地 0287-78-0838

ステーキハウス 寿楽
3000円（税込み）以上のステーキを召し上がった方
に、ウインナーをサービスいたします。

栃木県那須郡那須町湯本379 0287-76-3844

那須ハイランドパーク
通常の入園料を300円割引にてご提供いたします。
大人1600円 →1300円（中学生以上）
小人 800円 →  500円（3歳～小学生）

栃木県那須郡那須町高久乙3375 0287-78-1150

ホテルサンバレー那須

会員証をご提示された会員様には、ランチバイキン
グをお召し上がりの際に２００円のソフトドリンクを
サービスさせていただきます。なお、元年１１月５日
以後は土曜日と日曜日のみのサービスとさせてい
ただきます。

栃木県那須郡那須町湯本203番地 0287-76-3800

那須珈琲Café La Détente
（カフェ ラ ディトンツ）

珈琲、珈琲豆10％OFF 栃木県那須郡那須町寺子丙3番地 0287-73-5272

ぎゃらりー瀧
陶芸教室または商品購入3,000円以上ご利用で、
500円割引

栃木県那須郡那須町高久乙2905-45 0287-63-7423

EDO　WONDERLAND　日光江戸村
通行手形（ﾌﾘｰﾊﾟｽ券）を10％割引にてご提供いたし
ます。

日光市柄倉470-2 0288-77-1777

東武ワールドスクウェア
入園料を
大人　2,800円→2,300円
小人　1,400円→1,200円に割引いたします

日光市鬼怒川温泉209-1 0288-77-1000（代表）

那須野ケ原カントリークラブ モーニングコーヒーをサービスいたします。 栃木県大田原市南金丸２０２５番地 0287-23-1101
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