
静岡法人会（16）件
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

(株)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

(株)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

(株)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

(株)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(株) 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

(株)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(株) 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(株) 静岡市葵区南1561-8 建設業 見積もり5%OFF 無期限

(株)入船鮨本店 静岡市葵区両替町2-5-3-5F 飲食店 1000円以上アイスサービス 12/31～1/5除く

(株)鈴和商店 静岡市葵区安西3丁目68 お茶販売 呈茶一煎パック進呈 H30.11.1

(株)サロンすずらん 静岡市葵区大岩本町26-3サンシャインビル3階 結婚相談所 入会金10,800円無料 無期限

清水法人会（21）件
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(株) 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 えびせんべいプレゼント 通年

(株)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 田子重ポイント5倍提供 通年

(有)とん兵 静岡市清水区小芝町3-46 飲食業 にごり酒かシャーベット付 通年

(株)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

(株)エルモ 静岡市清水区楠511-1 印刷業 チェンジング名刺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(株) 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

同上 同上 同上 携帯式水筒容器割引き 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

(株)ワカタ清水営業所 静岡市清水区原58-15 ハウスクリーニング エアコンクリーニング代割引 通年

シーグランデ清水ステーション 静岡市清水区真砂町3-11 ホテル 宿泊客ノベリティサービス 通年

レストラン大海 同上 レストラン ソフトドンリンクサービス 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

(株)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本プレゼント 通年

清水グランドホテル(旧サンルート清水) 静岡市清水区相生町8-8 ホテル 宿泊基本料金15%割引 H30.7.31

同上 同上 同上 会議会場使用料金5%割引 H30.7.31

三保園ホテル 静岡市清水区三保2108 ホテル 日帰り入浴大人600円→500円 H30.12.31

伊豆下田法人会（5）件
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(株) 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
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沼津法人会（22）件
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 おまけプレゼント 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
(株)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 ウェルカムドリンクサービス 通年
(株)花ごよみ 御殿場市二枚橋239二橋プラザ 花店 現金払い10%割引き 通年
(株)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ビス 通年
うなぎ処 京丸 沼津市春日町33-7 飲食店 平日サービスランチ土日OK 通年
エリアネット(株) 沼津市西沢田332 ホームページ作成 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 ウェルカムドリンクサービス 夏季シーズン除く
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 グラスビール等1杯サービス 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 ディナープチデザートサービス 通年
鉄板焼 会 沼津市上土町100-1 飲食店 コース料理ドリンクサービス 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
(株)光徳 沼津市千本港町124 飲食店 飲食代10%割引き 通年
はんこ屋さん21 沼津店 沼津市高島町4-20 印鑑、ゴム印等販売 商品代金合計1,000円以上で5%割引 通年

三島田方法人会（8）件
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

伊豆ハイツゴルフ倶楽部 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マネージメントサービス 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

(株)ミロク 三島市大場449 天然水 天然水等5%割引き 特になし

(株)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

グランフィールズカントリークラブ 三島市五輪4716 ゴルフ場 昼食代無料 特になし

(株)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（18）件
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 グラス生ビール1杯サービス 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 一口ビールサービス 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

寿し忠 熱海市銀座町7-11 飲食店 飲食金額5%OFF 通年

クラブメルヘン 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)

クラブパシャ・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 コンパニオン料金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・ペット料無料 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

三津シーパラダイス、十国峠ケーブルカー、芦ノ湖遊覧船の入場料等割引き



岳南法人会（8）件
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

(有)プリンランティ陽光 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(株) 富士市吉原4-18-17 衣料製造 作業服社名入りサービス 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

(株)富士山シャイニングエリア 富士市厚原1324-2 ラフティング お食事代10%引き 特になし

日本コンピュータシステム(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

(株)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

シークス(株) 富士市横割3-6-44 ブライダル工房 店内商品10%OFF 特になし

(株)BBBエンターテイメント 富士市吉原2丁目4-3 2階 飲食業 生ビールorタルハイ一杯サービス 特になし

藤枝法人会（34）件
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

(株)大栄 焼津市越後島584 電気工事 エアコンクリーニング割引 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

(株)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

(株)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

(株)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ビス 藤枝市高岡3-2-10 各種講座 入会金無料 通年

(株)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 ウェブサイト制作20%オフ 通年

(株)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

(株)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(株) 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

(株)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

リンクス西焼津ゴルフガーデン 焼津市大住406-1 ゴルフ練習場 サービスプリペイド贈呈 通年

ホテルアンビア松風閣 焼津市浜当目1541 ホテル 披露宴等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(株) 焼津市吉永683 内外部塗装工事 工事代金割引き 通年

(株)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

(株)百々花 藤枝市本郷4568 サプリメント販売 初回20%OFF 通年

(株)すんぷ石材 静岡市駿河区広野3-17-20 墓石販売 墓石10%OFFほか 通年

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

(株)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

(株)お仏壇のやまき 本店:焼津市坂本174 仏壇仏具の製造販売 全店舗の仏具(全商品)10%割引き 通年

ベルヴィ　ロワレーヌ 藤枝市仮宿1650−1 結婚式場 各種宴会10％割引 通年

(株)シーエスユー 焼津市塩津32-10 クリーニング クリーニング代金20%割引 通年

島田法人会（5）件
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

(株)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

インペリアルコメヤ 牧之原市波津3-2 靴・バッグ洋品販売 10%割引き 通年

フラワーショップ つちや 島田市大井町4-11 花店 「得々花まるカード」2倍 通年

四丁目杉浦カメラ 島田市本通4-3-5 現像等 デジカメプリント10%割引き 通年



磐田法人会（9）件
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分間初回入浴無料 通年

森上総合設計(株) 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

袋井グランドボウル 袋井市堀越343-1 ボウリング場 1ゲーム100円引き 通年

(株)樹～庭の展示場～ 磐田市新貝1391-14 造園工事ほか 税抜100万円以上工事にシンボルツリー1本プレゼント 通年

掛川法人会（8）件
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

菊川製茶(株) 菊川市中内田6359-1 製茶 煎茶なでしこ1割引き 通年

フィッシング・ショップつり道場 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

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

(株)夢源ダイニング 御前崎市池新田5493-1 飲食業 情熱御前崎酒場ありがとう他飲食代金割引 通年

浜松西法人会（13）件
特約店名 所在地 業種 特典内容 利用期限

(株)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(株) 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 カーポート門扉等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)ノナカオートサービス 浜松市西区平松町521-1 自動車販売 ポリマーシーラント施工サービス なし

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(株) 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 シルバーアクセサリー 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 ディナー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

税理士法人浜松タックスサポート 同上 同上 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

(有)クリーンエンシュー 浜松市西区入野町10634-1 排水管の洗浄等 排水管高圧洗浄2千円割引 なし

浜松東法人会（12）件
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 グループ貸靴料100円引き 無期限

(株)浜松人事コンサルタント 浜松市北区本沢合829 コンサルティング 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(株) 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

(株)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(株) 浜松市東区市野町671 建材等販売 土のう袋10%OFF 無期限

(株)泉メディカルサービス研究所 浜松市東区篠ヶ瀬町1205 サービス付高齢者向け住宅等 体験宿泊50%OFF H30.5.31

(株)一馬タイヤ商会 浜松市南区中田島町545 タイヤ販売 ホイールコーチング無料施工 無期限

新創研(株) 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

(株)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(株) 浜松市東区西ヶ崎町728-1 金物等販売 ブルーシート10%OFF H30.6末

(株)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
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