
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
(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
(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 ソフトドリンク２名様分サービス 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) 静岡市葵区日出町5-1 燃料他 純粋泡ムートン⼿洗い洗⾞各種500円引 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3%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)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11,000円無料 無期限
ホテルグランヒルズ静岡 静岡市駿河区南町18-1 ホテル レストランバー5%割引(カード提示適応人数8名) 通年
東海⾃動⾞工業(株) 静岡市駿河区国吉田2丁目1-11 総合⾃動⾞サービス ①オイル交換無料サービス　②代⾞無料サービス 通年
同上 同上 同上 ③⾞検・12ヶ⽉点検特別値引き、工賃さらに10%OFF 通年
アイカワ(株) 静岡県静岡市駿河区中村町342-1 サービス業 ご来店時にカード提示で、店頭価格より10％OFF 通年

清水法人会（25）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
(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
同上 同上 【追加特典】①オリジナル点字ネームシール10％OFF　②レインボーカラー点字シール20％OFF
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10％OFF 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 宿泊客ノベルティサービス 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
ホテルクエスト清水 静岡市清水区真砂町3-27 ホテル レストランQuomoディナーコースご注文で1ドリンクサービス 通年
堀谷(株) 静岡市清水区渋川3-11-14 外壁塗装・遮熱工事 ⼀⼾建・集合住宅・事務所・工場・倉庫他、塗装・防水工事において 通年
同上 同上 同上 ドローンによる調査・完成写真を無料で提供
望⽉燃料株式会社 静岡市清水区船越三丁目12-44 工業⽤薬品、産業⽤燃料供給 ⾼圧⼜は超⾼圧電⼒の⾒積作成でクオカード1,000円贈呈 R5.3.31
(株)カネヨ商店(★) 静岡市清水区蒲原神沢３４０１ 海産物・果実等の製造、加工、販売 通常価格5,350円のカネヨ商店詰合せセットが4,000円(25%割引) 通年
(株)ふかくら(★) 静岡市清水区島崎町１４９　河岸の市 内「ふかくら」 水産加工品・惣菜販売 ふかくら「河岸の市店」の全品１０%引き 通年
(株)カネタカ(★) 静岡市清水区小芝町3-18 OA機器・オフィス家具・事務⽤品・文具 店舗にて現⾦でのお買い上げに限り、表示価格より２０%をお値引き 通年

(株)ケイビーエス(★) 静岡市清水区上清水町１０番３５号 清掃、リフォーム、改修、補修等

・⾒積価格　30,000円以上　５%割引(通年)
・エアコンクリーニングや年末及び年度末清掃作業を当社閑散期
(1⽉、2⽉、4⽉、9⽉、10⽉)に作業実施の場合⾒積価格
30,000円以上　７%割引(通年)

通年

㈲追分農園(★) 静岡市清水区追分2丁目18の３ 観葉植物のリース・販売 お買い上げ1,000円以上で１０％割引 通年
鮨処やましち(★) 静岡市清水区蒲原3-3-10 飲食業 静岡茶　1煎パックプレゼント（深蒸し茶・国産プーアール茶・和紅茶など） R5.12.31
丸勇交通サービス㈱(★) 静岡市清水区⾼橋5-11-49 貸切旅客⾃動⾞運送 丸勇交通サービスより貸切バス(小型/マイクロ〜大型)を予約した場合、

バス⾞内にビール１ケース(銘柄指定なし)をプレゼント!
R5.3.31

※状況により中止と
させて頂く場合がござ

います。

伊豆下田法人会（4）件
特約店名 所在地 業種 特典内容 利⽤期限

(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
クアハウス石橋旅館 下田市蓮台寺185-1 旅館 温泉入浴料⾦割引 通年

特約店の会員向け特典情報一覧表

令和5年1⽉23日現在

(★)・・・「ニューライフスタイル」応援フェア特約店



沼津法人会（26）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)杉⻑水産 沼津市千本中町35 水産物販売 おまけプレゼント 通年
(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
(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) 沼津市⻄沢田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 沼津市⻄浦江梨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 素揚げ⼀枚サービス 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)キムラモータース沼津 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
石田茶業合資会社 北⼝店 沼津市⾼島町12-5 お茶の小売 1,000円以上商品お買い上げの方に⼀煎パックプレゼント 通年 
喜作寿司　本店 駿東郡⻑泉町下土狩442-9 飲食店 来店されて特上寿司を注文のお客様に中トロ⼀貫サービス 通年
同上 同上 同上 会員様１名につき４名様までOK 同上
喜作寿司 駿東郡⻑泉町下土狩442-9 飲食店 小鉢⼀品サービス 通年
カツマタ家具 駿東郡清水町堂庭301－13 家具店 インテリアを５%OFF(⼀部部外品あり) 通年
(有)タイヤステーション裾野 裾野市千福147-1 小売店 １台分のタイヤご購入の方に粗品進呈 通年
(株)雅⼼苑 沼津市足⾼292-23 菓子店 全品５％OFF 通年
ふじ田 沼津市下香貫島郷2975-5 飲食店 小鉢⼀品サービス 通年

三島田方法人会（19）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
(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)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)ワンダフルライフ(★) 三島市本町6-23 飲食店 各店の⽀払⾦額を５%OFF 通年
同上 同上 同上 対象店舗:パッパトリア(オイスター＆イタリン)LaSoffitta/Vacanza(イ

タリアンバール)スタイルワンダ函南店(ペットショップ・トリミング・ホテル) 通年
(株)ZEN(★) 三島市芙蓉台1-10-2 飲食店 ファーストドリンク無料 通年
Mishima Trust Building 三島市芝本町12-6 レンタルオフィス等 レンタルオフィス賃料　1,000円/⽉割引 通年
㈱アドウィング 三島市清住町8-23 総合広告会社 初回、動画制作費無料(上限３万円) 通年

ヘイワツーリスト㈱ 三島市梅名316-4 旅⾏業 個人旅⾏　旅⾏代⾦５％割引
団体旅⾏　旅⾏代⾦５％割引⼜はビール1ケース進呈 通年

㈱小河屋商事 三島市広小路町13-3 飲食店 「パステリア地中海」　　　　ファーストドリンク無料
「チラックス三島広小路」 　30分無料お試し 通年

㈱風土 三島市芝本町9-12 飲食店 炙り鯖の棒寿司、半額(５０%引き) 通年

⻑岡⾃動⾞工業(有) 三島市⼀番町2-29三島商工会議所3F ⾃動⾞販売 スズキ軽⾃動⾞の⾞検、12ヵ⽉点検で入庫のお客様
エンジンオイル交換時のオイル代⾦、1,000円割引いたします。 通年

㈱シタテ　“ｇuest house giwa” 三島市本町5-16 飲食店 飲食代５%割引します! 通年
㈱FPAｃtioｎ　“焼き鳥カフェ　鶏小屋” 三島市本町4-4 飲食店 ファーストドリンク無料サービスします! 通年

㈱堀江塗料 三島市梅名88-1 各種塗料の卸及び小売 幸日堂のお掃除セット￥7,150をご購入いただいたお客様に、もれなく
幸日堂のおそうじ水300㎖　￥1,100を1本プレゼント致します。 通年

㈱和楽　KoKaRa　Bakery 三島市大社町2-22 飲食店 「KoKaRa食パン３０」４種類（プレーン・レーズン・チョコマカダミア・フ
ルーツミックス）１０％割引いたします。 通年

㈱中島屋　炭火処「菊乃鶏」 三島市⼀番町11-17　大⿊ビル１F 飲食店 ⼿作りプリンをプレゼントします。 通年

㈱ＭʻsPLANNING 三島市本町3-29三島本町　タワービル2F サービス業 入会⾦11,000円無料　事務⼿数料3,300円無料　⽉会費9,900
円1か⽉無料 通年

熱海伊東法人会（23）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
⺠宿旅館 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
別邸 KURO 伊東市富⼾1160-16 旅館 ご宿泊(1泊2食) 料⾦ 10%OFF 通年
サザンクロス 伊東市吉田1006 ゴルフ場 ゴルフボール１スリーブプレゼント 通年

業務⽤サンダル本舗(★) 業務⽤サンダル製造・販売  オリジナルサンダル(名入りサンダル)の製版代無料・プリント料⾦１５０円/１足・１足から購入可(通常は１０足〜)通年

クラブ　サンズ・ベイ 熱海市渚町14-1　1F クラブ 1セット飲み放題500円引き 通年
御石ケ澤たきび湯 伊東市宇佐美35941 サービス業 利⽤料より￥1,000引き 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

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
(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 システム料⾦5%OFF 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 初回受講料50分を無料 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
そば食事処・そば居酒屋「⾦時」(★) 富⼠市本町7-18 飲食店 お食事利⽤の際、ドリンク⼀杯無料サービスor⼿⽻先⼀本サービス R10.3.31
ワタナベ学園(珠算教室)(★) 富⼠宮市富⼠⾒ヶ丘217-1 学習塾 学習（中１〜中３）　入塾⾦　無料 通年

藤枝法人会（28）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
すぎうら整骨院 焼津市田尻北190 接骨院 施術料1,000円引き 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)クイック 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 ご予算に応じた研修計画を作成 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
(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
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 焼津市⻄小川1-2-1 ホームセンター ⼀部商品3%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)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 焼津市⻄小川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
(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25%割引 通年
H&Yインテグレーション(株) 藤枝市⾼柳1-15-67 カーコーティング業 カーコーティング等20%OFF 通年
(有)日建電業社 焼津市栄町4-3-2 家電販売及び電気工事設計施工業 リモコン1台電池交換無料 通年
宝飾部アートサロン　ベヴェル 藤枝市小石川町2丁目2-2 紐類の製造・卸売 アクセサリー、デザイン加工8%割引 通年
アール人材開発（資） 焼津市北浜通140-1 人材教育⽀援等 研修半日以上実施で２０％割引等 通年
眼鏡市場　藤枝田沼通り店 藤枝市田沼3丁目26-10 眼鏡、補聴器、コンタクトレンズ等販売 眼鏡、補聴器、サングラス、コンタクトレンズを通常販売価格の５%引 通年
同上 同上 同上 (備品、修理代を除く） 同上
㈱マルワ商店 焼津市八楠4丁目13-7　焼津さかなセンター内 魚介類販売業 全商品１０%OFF 通年

島田法人会（4）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 日替わりランチ850円 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
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（6）件
特約店名 所在地 業種 特典内容 利⽤期限

ザ・ハウス愛野 袋井市愛野南2-1-1 結婚式場 挙式料のプレゼント 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
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

(株)樹〜庭の展示場〜 磐田市新貝1391-14 造園工事ほか 税込100万円以上工事にシンボルツリー1本プレゼント
店内商品5%OFF 通年

(株)Princess Co. 磐田市下本郷2001-1 エステティックサロン 全メニュー50%OFF 通年
(有)RYP 磐田市国府台36-20 WEBシステム開発事業ほか 格安でホームページ作成 通年

掛川法人会（5）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 生エサお買い上げの方10%増量 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
パレスホテル掛川 掛川市⻲の甲2-8-5 ホテル レストラン10%引、宿泊優待 通年
「これっしか処」（新幹線掛川駅構内） 掛川市南1丁目1番1号 小売店 現⾦での店頭お買上の3％割引(⼀部除外品もあり) 通年

浜松⻄法人会（16）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 商品全品10%引 なし
(有)アドシステム 湖⻄市吉美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 なし
(有)ノナカオートサービス 浜松市⻄区平松町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50%引 なし
Restaurant Kelapa 浜松市中区元城町216-20 レストラン ランチはソフトドリンク、ディナーは特別な⼀皿サービス なし
浜松ビジネスサポート(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)クリーンエンシュー 浜松市⻄区入野町10634-1 排水管の洗浄等 排水管⾼圧洗浄2千円割引 なし
(株)CHILL DINER チル・ダイナー 浜松市中区下池川町16-13 飲食店 下記5店舗全店で飲み放題→プレミアム飲み放題へ 通年
同上 同上 (対象店舗:OceanBistroとぅくとぅく・魚魯魚魯・浜松ホルモン酒場もんもん・九州おごっつぉう酒場がやがや・くずし之助)
㈱ロックセンター 浜松市北区初生町314-8 鍵屋 鍵交換10%引、⾦庫5%引 通年
うおてる 浜松市中区佐鳴台4丁目3-1 鮮魚卸売専門店 ①メリットカード提示のお客様10％割引 通年

同上 同上 同上 ②魚照ボーナスカード　お買い上げ500円ごとに１個捺印
　50個捺印で、1，000円分のご希望商品とお引換えします。

㈱KOKOROMI 浜松市中区砂山町３５５－５ エムズ砂山２階 ホームページ制作ほか ①HP製作(新規、リニューアル）当社通常お⾒積りより15%OFF 通年

同上 同上 同上
②今のHPの問題点を洗い出し集客できるHPへの改善点や活⽤方法
をお⼿伝いする
「ホームページ診断」通常2,500円→無料

有限会社スティーナヘアデザイニング 浜松市北区初生町３５１－４ 美容業 新規でご来店のお客様に限り、技術料10%OFF 通年

浜松東法人会（13）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 ⼀般大人料⾦から50%引 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
(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2,600円引 無期限
(株)⼀馬タイヤ商会 浜松市南区中田島町545 タイヤ販売 ホイールコーティング半額 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) 浜松市東区⻄ヶ崎町728-1 ⾦物等販売 ブルーシート10%OFF R5.6.30

サトーライナー㈱(★) 浜松市東区市野町550-2 産廃業 お⾒積り時に会員証提示で当社通常⾒積りより１０%OFF
(粗大ゴミ・不⽤品回収他)  ※他の割引優待との併⽤不可 通年

エスケード㈱(★) 浜松市東区市野町671 建設業 お⾒積り時に会員証提示で当社通常⾒積りより１０%OFF
(建築・リフォーム他)  ※他の割引優待との併⽤不可 通年

オーク不動産㈱ 浜松市東区安間町５３０-１ 不動産仲介 仲介⼿数料２０％OFF 無期限


