
静岡法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

㈱メンズショップナナミ 静岡市駿河区稲川１－２－２２ 小売り 全商品５％ＯＦＦ 特になし
大江戸すんぷ夢ひろば 静岡市駿河区古宿２９４ 日帰り温泉 入浴料１００円引き 通年
ライフ・ワン㈱ 静岡市駿河区中原１１７－１ ﾘﾌｫｰﾑ工事 商品券贈呈 H29.11.30
㈱天文本店 静岡市葵区七間町４ 飲食店 桜えび天ぷらサービス 特になし
(有)ニチブン 静岡市駿河区中田１－１４－２３ 呉服店 商品代金５％割引 特になし
(有)駿府宅配センター 静岡市駿河区津島町１２－８ 宅配 毎月１００円引き H30.12.31
㈱ＴＩＧＥＲ 静岡市駿河区豊田１－１－３６ 健康補助食品 全品５％ＯＦＦ 無期限
四川京 静岡市葵区沓谷６－１５－３ 飲食店 杏仁豆腐等サービス 特になし
㈱加藤源太郎商店 静岡市葵区井宮町２１９ 茶販売 全商品１０％割引 通年
アイカワ㈱ 静岡市葵区南安倍１－３－１２ 燃料他 燃料油Ｌ２円引き 無期限
(有)藤原木工 静岡市駿河区新川２－９－１８ 木工 通常値引より５％引き 無期限
㈱オフィスモリシタ 静岡市葵区中ノ郷２０６－５ ｶｰﾌｨﾙﾑ施行他 ５０００円引き 無期限
福原紙器㈱ 静岡市葵区新間１０８９－７３３ 紙器 書類整理箱１枚８０円 無期限
山重建設工業㈱ 静岡市葵区南１５６１－８ 建設業 見積もり５％ＯＦＦ 無期限
ホテルセンチュリー静岡 静岡市駿河区南町１８－１ ホテル ﾚｽﾄﾗﾝ・ﾊﾞｰ１０％優待 H29.12.31
㈱入船鮨本店 静岡市葵区両替町２-５-３-５Ｆ 飲食店 1000円以上ｱｲｽｻｰﾋﾞｽ 12/31～1/5除く

清水法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

清水シティホテル 静岡市清水区真砂町２－２ ホテル 宿泊代500円引き 通年
レストランカプリコーン 同上 レストラン お食事の方プチデザートサービス 通年
(有)丸尚レンタ・リース 静岡市清水区大坪町１－４－１５ レンタカー レンタル料金２０％割引 通年
日本ゼネラル観光㈱ 静岡市清水区本郷町１－２ 旅行代理店 旅行代金３％割引等 通年
ゆい桜えび館 静岡市清水区由比６７３－１ 土産物販売 えびせんべいﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 通年
㈱東海ｷｬｯｽﾙﾂｰﾘｽﾄ 静岡市清水区駒越北５－１４ 旅行代理店 田子重ﾎﾟｲﾝﾄ５倍提供 通年
(有)とん兵 静岡市清水区小芝町３－４６ 飲食業 にごり酒かｼｬｰﾍﾞｯﾄ付 通年
㈱むらさき 静岡市清水区北脇新田１９７ 給食・お弁当 3種給食ﾒﾆｭｰ試食無料 通年
㈱エルモ 静岡市清水区楠５１１－１ 印刷業 ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞ名刺10％ＯＦＦ 通年
ケア・ストレッチ 静岡市清水区村松１－２－４０ ストレッチ 初回割引 通年
大日工業㈱ 静岡市清水区辻１－９－３０ 電気部品製造 「ははのて」製品代割引 通年
静岡県ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ講習ｾﾝﾀｰ 静岡市清水区興津中町５２２－１ ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ講習 教本代１０００円引き 通年
㈱ワカタ清水営業所 静岡市清水区原５８－１５ ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代割引 通年
ｼｰｸﾞﾗﾝﾃﾞ清水ｽﾃｰｼｮﾝ 静岡市清水区真砂町３－１１ ホテル 宿泊客ﾉﾍﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ 通年
レストラン大海 同上 レストラン ｿﾌﾄﾄﾞﾝﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ 通年
スルガ自動車学校 静岡市清水区興津中町５２２－１ 自動車学校 通学ｺｰｽ3000円ＯＦＦ 通年
㈱エスクリエイト 静岡市清水区辻１－７－９ 印刷業 ふりかけ1本ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 通年
大日工業㈱ 静岡市清水区辻１－９－３０ 電気部品製造 携帯式水筒容器割引き 通年

伊豆下田法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

ラムズ　エステ 下田市吉佐美１９３７－１ エステ パックサービス等 お正月ＧＷ等除く
(有)叶家社中 東伊豆町稲取１８９３－１ 海産物加工販売 全品５％値引き等 特になし
山田屋観光㈱ 東伊豆町大川１６０－１４ 土産物販売 海産物等２０％割引き 通年
石田商店 河津町谷津３２１－６ 金物建材 商品１０％割引き 通年
とん亭 下田市東本郷１－４－３ 飲食店 食事代１０％割引き 通年

特約店の会員向け特典情報一覧表



沼津法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

タムタムギャラリー 沼津市獅子浜２２－２８ ギャラリー ポストカードプレゼント 通年
(有)杉長水産 沼津市千本中町３５ 水産物販売 ”おまけ”ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 通年
ホテル沼津キャッスル 沼津市日の出町１－１ ホテル ﾚｽﾄﾗﾝﾗﾝﾁ１０％ＯＦＦ 特になし
（資）ドリームハウス 沼津市多比３３５－４ 省エネ対策等 太陽光発電ｼｽﾃﾑ割引き 通年
㈱沼津ゴルフ練習場 沼津市下香貫長洞２４３９－２２ グルフ練習場 レッスン３０分無料 通年
(一社）心療対話士協会 沼津市高沢町３－１５ 心療相談 心のケア初回３０分無料 通年
安田屋旅館 沼津市内浦三津１９ 旅館 ｳｪﾙｶﾑﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ 通年
㈱花ごよみ 御殿場市二枚橋２３９二橋ﾌﾟﾗｻﾞ 花店 現金払い１０％割引き 通年
㈱ル・グラン 沼津市大岡１０４３－２８ 有料老人ﾎｰﾑ 入居時敷金無料 通年
沼津リバーサイドホテル 沼津市上土町１００－１ ホテル 宴会飲放題一種ｻｰﾋﾞｽ 通年
うなぎ処　京丸 沼津市春日町３３－７ 飲食店 平日ｻｰﾋﾞｽﾗﾝﾁ土日ＯＫ 通年
エリアネット㈱ 沼津市西沢田３３２ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成 作成費用３０％引き等 通年
オーシャンビューフジミ 沼津市西浦江梨９９３ ホテル ｳｪﾙｶﾑﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ 夏季ｼｰｽﾞﾝ除く
チャイナ厨房　廬山 御殿場市茱萸沢１４５－１６ 飲食店 食事代最大1000円引き 通年
あじや 沼津市千本港町１２８－１ 飲食店 ｸﾞﾗｽﾋｰﾞﾙ等1杯ｻｰﾋﾞｽ 通年（月～金）
伊藤整体院 沼津市五月町３－２２ 整体 60分ｺｰｽ500円引き 通年
(有)ふなと 沼津市岡一色３３２－３ 土産物販売 お買上げ代金５％引き 通年
レストランカスケード 沼津市泉町１３－１４ レストラン ﾃﾞｨﾅｰﾌﾟﾁﾃﾞｻﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ 通年
鉄板焼　会 沼津市上土町１００－１ 飲食店 ｺｰｽ料理ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ 通年
(有)ｷﾑﾗﾓｰﾀｽ沼津 沼津市大諏訪７４４－１ 板金塗装等 工賃１０％割引き 通年
㈱光徳 沼津市千本港町１２４ 飲食店 飲食代１０％割引き 通年

三島田方法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

にしはらグループ 三島市富田町３ー３０ 飲食店 かつ銀等食事代5％割引 特になし
伊豆ﾊｲﾂｺﾞﾙﾌ倶楽部 伊豆市地蔵堂８４５－６７ ゴルフ場 プレー代割引き 特になし
(有)IDLﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 三島市南二日町２３－５１ 養成研修 内部監査員研修無償 特になし
㈱ミロク 三島市大場４４９ 天然水 天然水等5％割引き 特になし
㈱アイティエス 三島市梅名４２７－１ OA機器保守等 保守料等2カ月無料 特になし
伊豆箱根鉄道(鉄道観光) 特になし
ｸﾞﾗﾝﾌｨｰﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 三島市五輪４７１６ ゴルフ場 昼食代無料 特になし
㈱幸和住研 三島市寿町５－１３ 住宅工事等 点検診断見積もり等無料 特になし

熱海伊東法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

熱海聚楽ホテル 熱海市田町本町２－１９ ホテル グラス生ﾋﾞｰﾙ1杯ｻｰﾋﾞｽ 通年
網代観光ホテル 熱海市多賀１３４ ホテル 宿泊代金5％引き 通年
味くら 熱海市田原本町８－５ 飲食店 一口ﾋﾞｰﾙサービス 通年
佐々木海産 伊東市湯川１－９－１５ 海産物直売 全商品１０％割引き 通年
伊豆高原別邸KURO 伊東市高戸１１６０－１６ ペンション 宿泊料金１０％OFF H29.9.6
寿し忠 熱海市銀座町７－１１ 飲食店 飲食金額５％OFF 通年
ｸﾗﾌﾞﾒﾙﾍﾝ　アラスカ 熱海市銀座町４－５ クラブ 合計金額１０％引き 通年
安田製菓 熱海市紅葉が丘１０－１ 製菓 各単価３０％割引き 通年
花彩亭、かえで庵 伊東市大室高原６－６２６ 旅館 宿泊料金５％OFF 通年
お宿　うち山 伊東市大室高原２－７１６ 旅館 宿泊料金５％OFF 通年(土休前日除)
ｸﾗﾌﾞパシャ・アゲイン 熱海市中央町１０－１５ クラブ 飲み放題500円引き 通年
釜鶴ひもの店ほか 熱海市銀座町１０－１８ 海産物販売 粗品進呈 通年
海幸楽膳　釜つる 熱海市銀座町１０－１１ 飲食店 １ドリンクサービス 通年
てんぷら　鶴吉 熱海市中央町１１－１ 飲食店 １ドリンクサービス 通年
池田２０世紀美術館 伊東市十足６１４ 美術館 入館料１０％OFF 通年
シーサイドクラブ 熱海市昭和町２１－１ クラブ ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ料金1000円引 通年
民宿旅館 松登苑 伊東市赤沢２４－１ 旅館 宿泊料金１０％OFF割引 通年(年末年始除)
別邸　石の家 伊東市八幡野１２６５－９ 旅館 入湯税・ﾍﾟｯﾄ料無料 通年
山六ひもの店 伊東市宇佐美岩松３１１１－６ ひもの販売 一部商品除き１０％OFF 通年

三津ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ、十国峠ｹｰﾌﾞﾙｶｰ、芦ノ湖遊覧船の入場料等割引き



岳南法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

(有)ﾌﾟﾘﾝﾗﾝﾃｨ陽光 富士市吉原４－８－８ 貴金属等販売 貴金属等10～20％OFF 通年
中川衣料㈱ 富士市吉原４－１８－１７ 衣料製造 作業服社名入りｻｰﾋﾞｽ 通年
㈱高田企画 富士市津田野９４－１ 飲食店 ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ、お吸物ｻｰﾋﾞｽ 通年
隠れ酒家旬乃介 富士市蓼原６７２－１ 飲食店 １ドリンク無料 通年
㈱富士山ｼｬｲﾆﾝｸﾞｴﾘｱ 富士市厚原１３２４－２ ラフティング お食事代１０％引き 特になし
㈱ぱれっと 富士市中島３４９－５ 美容（ネイル） 新規１０％OFF H29.3.31
日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ(有) 富士市松本３４８－５ コンピューター 一部商品１０％割引 特になし
㈱ルームフジ 富士宮市中央町１２－１４ ｲﾝﾃﾘｱ内装 内装工事等見積り無料 特になし
（資）春田眼鏡店 富士宮市大宮町２－５ 眼鏡等販売 フレーム10～20％引き H29.3.31
シークス㈱ 富士市横割３－６－４４ ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ工房 店内商品１０％OFF 特になし

藤枝法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

SBS学苑藤枝校 藤枝市駅前３－４－４ ｶﾙﾁｬｾﾝﾀｰ 入会金無料 通年
㈱大栄 焼津市越後島５８４ 電気工事 エアコンクリーヌング割引 通年
藤枝グランドボウル 藤枝市下当間６５２ ボウリング場 ゲーム代割引 通年
㈱Ｍ・Ａ通商 焼津市八楠４－１２－３７ 運転代行 代行割引 通年
静美洞カルチャー 焼津市本町５－５－５ ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 入会金無料 通年
すぎうら整骨院 焼津市田尻北１９０ 接骨院 施術料割引 通年
㈱倉嶋自動車商会 焼津市八楠４－９－１０ 自動車整備 車検点検時プレゼント 通年
LOVE＆B.B 焼津市小土１１４２－６ ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ衣装 衣装３～２３％割引き 通年
㈱まぐろ茶屋 焼津市鰯ヶ島１３６－２６ 飲食店 店内飲食現金払５％OFF 通年
(有)クィック 焼津市中新田４７５－２ 自動車修理 修理等工賃１０％割引き 通年
(有)静岡ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽ 藤枝市高岡３－２－１０ 各種講座 入会金無料 通年
㈱ｵﾌｨｽ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 藤枝市田沼１－１４－１４ IT関連 ｳｪﾌﾞｻｲﾄ制作２０％オフ 通年
㈱柳屋本店 焼津市東小川２－１－１０ 水産加工物販売 商品１０％割引き 通年
寿司実 焼津市三和１１６７－２ 飲食店 デザートサービス 通年
㈱藤枝タイヤセールス 藤枝市田中２－３－５ タイヤ販売ほか 新品タイヤ２０％OFF 通年
きらり㈱ 焼津市石脇上１５９ 太陽光工事等 ナノシャワープレゼント 通年
㈱D-zone 藤枝市小石川町１－６－１６ 特殊プリント等 プリント代等１０％割引き 通年
あかり館 藤枝市岡部町岡部１５５７－１ 照明器具直売 自社製造商品割引き 通年
ﾘﾝｸｽ西焼津ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 焼津市大住４０６－１ ゴルフ練習場 ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞ贈呈 通年
ホテルアンビア松風閣 焼津市浜当目１５４１ ホテル 宴会１０％割引等 通年
(有)かすが園 焼津市本町３－４－３１ 防災用品販売 簡易トイレ１５％割引き 通年
ヘアーバックス 藤枝市田中２－１２－４５ 美容院 次回利用500円割引券 通年
ジョイフルパル 焼津市西小川１－２－１ ホームセンター 一部商品３％割引き 通年
(有)中村板金 藤枝市志太１－５－２０ 屋根外壁工事 工事費用割引 通年
松野塗装工業㈱ 焼津市吉永６８３ 内外部塗装工事 工事代金割引き 通年
㈱コンツナ 藤枝市岡出山２－１０－２２ ギフト販売 会員価格利用可 通年
(有)岡田塗装店 藤枝市茶町４－１６－２ 建築塗装工事 工事代金割引き 通年
㈱百々花 藤枝市本郷４５６８ ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ販売 初回２０％OFF 通年
いとう石工 静岡市駿河区広野３－１７－２０ 墓石販売 墓石１０％OFFほか 通年
Bサポート整体院 焼津市東小川２－１７－１ 整体 施術料５～１０％割引き H29.3.31
Calme et　compos'e 藤枝市高岡２－３－１ アロマ・エステ等 商品・施術10％割引き 通年
ふとんのこはり 焼津市西小川３－８－５ 寝具販売 商品割引き 通年
㈱渡仲セメント 焼津市本町２－１７－９ 建設資材販売 在庫タイル２０％OFF 通年

島田法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

Cafe　いっちゃ 島田市本通３－２－５ 喫茶 ランチタイムミニデザート 通年
㈱オカダ 島田市本通３－５－７ 文具販売 文房具等１０％割引き 通年
茶房「遊」 島田市川根町身成４６９３ 日本茶房 代金５％割引き H29.12.31
インペリアルコメヤ 牧之原市波津３－２ 靴・ﾊﾞｯｸﾞ洋品販売 １０％割引き 通年
木村飲料㈱ 島田市宮川町２４２９ 各種飲料製造 10％程度現物サービス H29.4.30
ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ　つちや 島田市大井町４－１１ 花店 「得々花まるｶｰﾄﾞ」2倍 通年
四丁目杉浦カメラ 島田市本通４－３－５ 現像等 ﾃﾞｼﾞｶﾒﾌﾟﾘﾝﾄ１０％割引き 通年
奥大井観光ﾎﾃﾙ翆紅苑 榛原郡川根本町千頭２７９ ホテル 休前日5%、平日10%引き H29.12.31
ｶﾌｪ＆ﾚｽﾄﾗﾝ　夢の丘 島田市野田１５１８－７ 飲食店 ドリンク1杯ｻｰﾋﾞｽ H29.4.30



磐田法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

醍醐荘 磐田市浜部１５５ 宴会場 飲食代８％OFF 通年
磐田グランドホテル 磐田市岩井２２８０ ホテル 宿泊料５％OFF 通年
ザ・ハウス愛野 袋井市愛野南２－１－１ 結婚式場 コース料理５％割引き 通年
いわたや 磐田市森下８１ 葬儀・仏具等販売 線香、ローソク5％引き等 通年
抗酸化陶板浴あ～す 磐田市中泉１－４－２０　２Ｆ 健康温浴施設 20分間入浴初回無料 通年
森上総合設計㈱ 磐田市二之宮１３６６－１ 設計事務所 測量・許可申請等割引 通年
温活サロンわ温 磐田市見付３９９６－４ 健康サロン 超遠赤足浴２０分無料等 通年

掛川法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

菊川製茶㈱ 菊川市中内田６３５９－１ 製茶 煎茶なでしこ1割引き 通年
ﾌｨｯｼﾝｸﾞ･ｼｮｯﾌﾟつり道場 御前崎市白羽６６０１－７ 釣り道具販売 買い上げ代金5％引き 通年
ヤングワシントン 掛川市駅前５－１２ 靴販売 1万円以上１０％割引き 通年
情熱御前崎酒場ありがとう 御前崎市池新田５４９３－１ 飲食店 １～３名分飲食代金無料 H29.8.31
出雲殿　掛川 掛川市矢崎町１－１ 結婚式場 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ１０％OFF 通年
セイケン 掛川市緑ヶ丘１－８－８ 医療器エステ １万円以上１０％OFF 通年
手もみ処まる 御前崎市比木２５７９－１ マッサージ 全コース８％引き 通年
パレスホテル掛川 掛川市亀の甲２－８－５ ホテル ﾚｽﾄﾗﾝ10％引、宿泊優待 通年

浜松西法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

㈱イケヤ 浜松市中区高林４－８－３２ 飲食店 飲食代5千円以上10％引 通年
丸加總産業㈱ 浜松市北区都田町７７０７－６９ 日本茶製造 「お茶のまるか」１５％引 なし
(有)アドシステム 湖西市吉美１７５６－２ エクステリア ｶｰﾎﾟｰﾄ門扉等４０％引 なし
明石石油ｶｰｹｱｾﾝﾀｲ明石 浜松市東区有玉南町５４２－１ 車検・整備工場 車検5千円引,洗車10%引 なし
(有)ﾉﾅｶｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 浜松市西区平松町５２１－１ 自動車販売 ﾎﾟﾘﾏｰｼｰﾗﾝﾄ施工ｻｰﾋﾞｽ なし
㈱ラクスクライン『ca』 浜松市中区佐鳴台４－３７－２３ ﾌｧｯｼｮﾝｾﾚｸﾄ 代金1万円以上30%引 H29.4.20
ﾛｼｱ料理　サモワアール 浜松市中区平田町５８－１ レストラン コースグルジア800円引 なし
HAPPYROOM㈱ 浜松市高林１－８－１０ 不動産仲介 賃貸仲介手数料２０％引 なし
プレスパルー 浜松市東区天王町字諏訪1981 ｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰ 買上げ商品５％OFF なし
Restaurant Kelapa 浜松市中区元城町２１６－２０ レストラン ﾃﾞｨﾅｰ3千円以上10％引 なし
浜松タックスサポート(有) 浜松市北区初生町６０９ 税理士法人 自社株評価料20％引き なし
浜松ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾋﾟｵｰﾄ(有) 浜松市北区初生町６０９ 税理士法人 経営計画書作成料20%引 なし
(有)fanカンパニー 浜松市中区寺島町８５３－６ 飲食店 しゃぶしゃぶ代金10％引 通年

浜松東法人会
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

毎日ボウル 浜松市東区有玉南町１８６７ ボーリング場 ｸﾞﾙｰﾌﾟ貸靴料100円引き 無期限
㈱浜松人事コンサルタント 浜松市北区本沢合８２９ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 経営、労務相談30分無料 無期限
村松泰成司法書士事務所浜松市浜北区小林１４７８－４ 司法書士 相続、贈与登記相談無料 無期限
トウヨウ㈱ 浜松市南区飯田町２７８ 一般貨物運送等 貸切ﾄﾗｯｸ運賃１０％OFF 無期限
㈱スカイネット 浜松市東区流通元町１３－６ 広告看板 屋外広告看板８％値引き 無期限
サトー建材㈱ 浜松市東区市野町６７１ 建材等販売 土のう袋１０％OFF 無期限
㈱泉ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ研究所 浜松市東区篠ヶ瀬町１２０５ ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅等 体験宿泊５０％OFF H29.5.31
㈱一馬タイヤ商会 浜松市南区中田島町５４５ タイヤ販売 ﾎｲｰﾙｺｰﾁﾝｸﾞ無料施工 無期限
新創研㈱ 浜松市東区植松町１４８７－１ 名刺等作成 名刺作成代１０％OFF 無期限
㈱コットンハウス 浜松市東区有玉北町２１８７－１ 住宅建設 展示場無料宿泊体験 無期限
飯田金物㈱ 浜松市東区西ヶ崎町７２８－１ 金物等販売 ブルーシート１０％OFF H29.6末
㈱おらん家の暖かばたけ 浜松市南区三新町８－２ 喫茶 早朝喫茶珈琲半額 無期限


