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業　　　　　　　　種 掲載頁 業　　　　　　　　種 掲載頁

　　教育講座・学び 1 　　洋服・呉服 14

　  住宅・リフォーム 1 　　ギフト商品 16

　　家具・インテリア・寝具 5 　　文具・事務用品 16

　　学生服・制服 5 　　ヘア・ビューティーサロン 17

　　ホテル・旅館 5 　　引越 17

　　旅行 5 　　各種療法（ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 等） 17

　　眼鏡 5 　　ガソリンスタンド・燃料 18

　　アルコール検知器 6 　　温浴業 18

　　カー用品 6 　　自転車 18

　　自動車学校 8 　　陶器 18

　　博物館・美術館・水族館 9 　　写真・映像 19

　　レストラン・飲食店・カラオケ 9 　　フィットネス 19

　　自動車（販売・買取・修理等） 11 　　印刷業 20

　　お菓子 13 　　生花 20

　　お茶 13 　　各種相談 20

　　食品・雑貨 14     

　　介護 14 　

目　　　　次

※　本一覧表の店舗、優待内容などは変更となる場合がありますのでご承知ください。



静岡東店
（ＳＢＳ静岡東展示場内）

6

10

ワタナベ学園 会員本人またはその家族の
入塾金を免除 ワタナベ学園

（富士宮市）
0544-23-4130

9

ギター教室やまもと 会員本人に限り各受講コース
の初回レッスン料無料 ギター教室やまもと

　（静岡市葵区）
054-204-0880

住 宅 ・ リ フ ォ ー ム

13

トヨタホーム東海株式会
社

展示住宅を見学しアンケート
に答えた場合、1,000円のギフ
トカードプレゼント（郵送）
※　御家族様１回限りとします

054-349-5530

HYRSパソコン教室 会員とその家族の入会金
1,000円割引 HYRSパソコン教室・学習

塾石津校（焼津市）
050-3422-7262

HYRSパソコン教室・学習
塾東小川校（焼津市）

054-626-7666

11

12

静岡校
（静岡市駿河区）

054-282-1191

054-251-8433
　　　(介護)

054-251-0867
　　　　(医療)

お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

2
静岡校
(静岡市葵区）

5
パルシェ校
　(静岡市葵区）

054-253-1221

8
浜松校
（浜松市中区）

053-455-3359

7 藤枝校 054-644-5103

　　教 育 講 座 ・ 学 び

1

ニチイ教育講座
（株式会社ニチイ学館）

会員本人及びその第一親等
の方に、受講料５％割引

沼津校

055-954-1508
　　　(介護)

055-954-1501
　　　　(医療)

4

ＳＢＳ学苑本部 会員本人に限り入会金を半額

イーラde沼津校 055-963-5252

3
浜松校
（浜松市中区）

053-451-6870
　　　(介護)

053-451-6865
　　　　(医療)

1



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

静岡店
(ＳＢＳ静岡展示場内)

藤枝店
（ＳＢＳ藤枝展示場内）

浜松店
（ＳＢＳ浜松展示場内）

浜北店

（中日ハウジングセンター内）

三島ツーユー展示場
（三島SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

三島パルフェ展示場
（三島SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

御殿場パルフェ展示場
（御殿場SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

富士パルフェ展示場
（富士SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

23 055-941-8002

22 055-977-9966

21
三島デシオ展示場
（三島SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

055-984-1120

28 0545-32-2555

26 長泉店 055-928-5816

27 0550-84-1133

25 沼津店 055-927-0111

24 伊東店 0557-44-1404

15 054-647-4512

14

トヨタホーム東海株式会
社

展示住宅を見学しアンケート
に答えた場合、1,000円のギフ
トカードプレゼント（郵送）
※　御家族様１回限りとします

054-268-0777

18 湖西店 053-573-3050

17 053-584-6188

16 053-460-0330

20

セキスイハイム東海株
式会社

住宅展示場を見学しアンケー
トに答えた際に、会員証をご
呈示で1,000円のクオカードプ
レゼント（郵送）
※　御家族様１回限りとします

三島展示場
（三島SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

055-977-3763

19

株式会社三永 施工してくださった方に粗品
サービス（参上タオル） 株式会社三永

　（森町）
0538-85-2171

2



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

富士ドマーニ展示場
（富士SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

富士ツーユー展示場
（富士SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

清水パルフェ展示場
（静岡東SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

清水デシオ展示場
（静岡東SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

清水住宅公園展示場
（清水住宅公園内）

静岡パルフェ展示場
（静岡SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

静岡グランツーユー展示場
（静岡SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

藤枝ドマーニ展示場
（藤枝SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

藤枝パルフェ展示場

（藤枝SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

榛南展示場
（榛南SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

藤枝公園展示場
（藤枝住宅公園内）

40 054-645-7831

39 054-646-3001

38
葵住宅公園展示場
（静岡市葵区）

054-295-7511

37 054-257-3301

43 054-631-5300

42 0548-32-8441

41 焼津店 054-631-4630

33 054-346-3318

富士宮店 0544-23-5556

30 0545-33-0101

29

セキスイハイム東海株
式会社

住宅展示場を見学しアンケー
トに答えた際に、会員証をご
呈示で1,000円のクオカードプ
レゼント（郵送）
※　御家族様１回限りとします

0545-31-0128

31 富士中央店 0545-67-2113

32

36 054-258-0440

35 054-340-1020

34 054-368-6200

3



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

掛川展示場
（掛川SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

袋井展示場
（袋井SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

浜松デシオ展示場

（浜松SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

浜松ドマーニ展示場
（浜松SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

浜松『平屋の家』展示場

（浜松SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ）

浜松西パルフェ展示場
（浜松西ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

 浜松西グランツーユー展示場

（浜松西ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

浜北ドマーニ展示場
（浜北中日ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

浜北パルフェ展示場
（浜北中日ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

55 053-545-6291

54 053-489-8426

53 053-413-1710

58

株式会社ワイアード・コ
ア

来社しアンケートに答えた際
に、会員証をご呈示で1,000
円のクオカードプレゼント（郵
送）
※　御家族様１回限りとします

株式会社ワイアード・コア
（静岡市葵区）

054-204-3785

57

株式会社ＡＳＨＩＫＡＷＡ 施工代金の５％割引（他の割
引サービスとの併用は不可） ＲＥ－ＰＲＯ　リプロ

　（静岡市駿河区）
054-266-5074

56 湖西店 053-575-2100

47 0538-86-3020

45 0537-24-4746

44

セキスイハイム東海株
式会社

住宅展示場を見学しアンケー
トに答えた際に、会員証をご
呈示で1,000円のクオカードプ
レゼント（郵送）
※　御家族様１回限りとします

菊川店
（えんてつ菊川ＳＣ内）

0537-37-1690

46 掛川住宅公園展示場 0537-21-7080

52 053-415-8330

51 053-469-5113

49 053-465-2911

50 053-465-2999

48 磐田店 0538-30-7795

4



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

67

有限会社　富士見館 入浴料１００円割引
長生きの湯　富士見館
　（函南町）

055-978-3014

66

株式会社東海聚楽 日帰り入浴料を１０％OFF
月の栖　熱海聚楽ホテル
（熱海市）

0557-81-5181

旅　　　　行

68

静鉄ジョイステップバス
株式会社

貸切バス（大型、中型、小型
バス）１日１車当たりが、６万円
（税別）以上の場合を対象に
３％割引き
※ 申し込み時に会員証の提示
が必要です

静鉄ジョイステップバス株
式会社　　旅行営業課
（焼津市）

054-639-7511

眼　　 　鏡 

69

株式会社春田眼鏡店 メガネの購入価格の５％OFF
（但し、他の割引サービスとの併
用は不可）

メガネの春田清水銀座本
店
（静岡市清水区）

054-366-0582

70
メガネの春田清水駅前店
（静岡市清水区）

054-367-0543

ホ テ ル ・ 旅 館 

63

伊豆まつざき荘
（一般財団法人松崎町
振興公社）

宿泊料各コース500円割引
（但し、他の割引特典との併用
は不可）

伊豆まつざき荘
（松崎町）

0558-42-0450

62

株式会社　三幸 「さんこうポイントカード」2倍押
し さんこう西小川店

（焼津市）
054-620-3077

65

熱海　大成館 日帰り入浴料を１０％OFF
大成館
　（熱海市）

0557-68-2221

64

伊東温泉　山喜旅館 宿泊施設を利用した場合、宿
泊料金を５％OFF 伊東温泉　山喜旅館

（伊東市）
0557-37-4123

59

安間製箸株式会社 ブラインド代金の５％割引
風祭　Ｆａｃｔｏｒｙ
　（森町）

0538-30-7144

家　具 ・ イ ン テ リ ア　・　寝　具

学　生　服　・　制　服

61

学生服のやまだ
（株式会社やまだ）

販売価格の３％OFF（他の割
引との併用は不可） 学生服のやまだ

　（静岡市葵区）
054-255-2551

60

大石ふとん店 店内商品１０％引き
（特価品、一部商品は除く）

おおいしふとん店
（牧之原市） 0548-22-0354

5



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

80
オートバックスタイヤ専門
館沼津みなと店

055-932-0202

79
オートバックス沼津バイパ
ス

055-922-8343

78 オートバックス御殿場店 0550-88-2300

82
スーパーオートバックス富
士店

0545-61-4605

81 オートバックス沼津原店 055-968-1234

73

メガネのヒキノ メガネの購入価格の２０％
OFF（セット商品を除く）
※その他の割引サービスとの
併用は不可

メガネのヒキノ
　（静岡市清水区）

054-366-3608

72
メガネの春田静岡駅前店
（静岡市葵区）

054-253-0029

カ ー 用 品

75

オートバックス
　（株式会社MYコミュニ
ケーションズ・株式会社
ヒノデ・株式会社キノシ
タ）

カー用品の５％OFF（特売チラ
シ商品及び日替わり特売商品
並びに工賃を除く）

オートバックス伊東店 0557-44-6262

ア ル コ ー ル 検 知 器

74

株式会社フシミ ㈱フシミのカタログ掲載アル
コールチェッカー（セン
サー）、カタログ表示価格の
５％OFF（店頭渡しに限る）
※価格は予告なく変更される場
合があります

㈱フシミ
　（静岡市清水区）

054-369-4543

77 オートバックス２４６長泉 055-988-7777

76 オートバックス三島店 055-977-2295

71

株式会社春田眼鏡店 メガネの購入価格の５％OFF
（但し、他の割引サービスとの併
用は不可）

メガネの春田静岡呉服町
店
（静岡市葵区）

054-255-7041

6



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

92
オートバックス袋井イン
ター店

0538-44-2400

91 オートバックス掛川店 0537-22-7240

94
オートバックス浜松名塚店
（浜松市中区）

053-465-1127

93 オートバックス磐田店 0538-33-3993

96 オートバックス湖西店 053-574-2301

95
スーパーオートバックス浜
松店
(浜松市中区）

053-476-2180

86
オートバックス静岡流通店
（静岡市葵区）

054-208-3111

85
スーパーオートバックス静
岡中原店（静岡市駿河
区）

054-283-6018

88 オートバックス藤枝店 054-641-7211

87 オートバックス焼津店 054-629-2807

90 オートバックス菊川店 0537-35-8885

89
オートバックス榛原
（牧之原市）

0548-22-2950

84
オートバックス清水桜橋店
（静岡市清水区）

054-351-1610

83

オートバックス
　（株式会社MYコミュニ
ケーションズ・株式会社
ヒノデ・株式会社キノシ
タ）

カー用品の５％OFF（特売チラ
シ商品及び日替わり特売商品
並びに工賃を除く）

オートバックス富士宮 0544-22-6260

7



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

107

株式会社静岡県セイブ
自動車学校

会員又は会員の家族が入校
した場合（各種講習は除く）、
教習料金から1,000円OFF（但
し、他の割引サービスとの併用
は不可）

静岡県セイブ自動車学校
　（浜松市西区）

053-485-5511

102
静岡県自動車学校
浜松校（浜松市中区）

0120-154-828

101
静岡県自動車学校
静岡校（静岡市葵区）

0120-297-171

104
遠鉄自動車学校
磐田校

0538-23-7200

103

株式会社遠鉄自動車学
校

会員又は会員の家族が入校
した場合（各種講習は除く）、
教習料金から1,000円OFF（但
し、他の割引サービスとの併用
は不可）

遠鉄自動車学校
浜松校（浜松市東区）

053-462-1221

106

有限会社上池自動車学
校

会員又は会員の家族が入校
した場合（各種講習は除く）、
1,000円のクオカード進呈

上池自動車学校
　（浜松市中区）

053-471-4371

105
遠鉄自動車学校
浜岡校（御前崎市）

0537-86-2220

98

株式会社静鉄自動車学
校

会員又は会員の家族が免許
取得のため入所した場合、教
習料金（大型車･中型車･普通
車）から1,000円OFF

静鉄自動車学校
　（静岡市清水区）

0120-450-335

97

株式会社三島中央自動
車学校

会員又は会員の家族が免許
取得のため入所した場合（各
種講習は除く）、1,000円のク
オカード進呈

三島中央自動車学校
　（三島市）

055-975-2088

100
静岡県自動車学校
沼津校

0120-304-454

99

静岡県自動車学校（学
校法人静岡自動車学
園）

会員又は会員の家族が、免
許取得等のため入所した場
合（各種講習は除く）、1,000
円のクオカード進呈

静岡県自動車学校
松崎校

0120-060-048

自 動 車 学 校

8



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

121
炭火焼　ひがし山
（御殿場市）

0550-82-2311

120
鮨・しゃぶしゃぶ　和食ふ
くふく（御殿場市）

0550-80-1234

122
和食　宴会　とんかつ　小
山茶寮（小山町）

0550-78-3000

117
こだわりとんかつ　かつ榮
裾野店（裾野市）

055-995-1515

116
株式会社　つぼぐちフー
ドサービス

食事を注文した方にソフトドリ
ンク１杯サービス
※但し、会員本人及びそのグ
ループのみとします

ご宴会処　すその茶寮
（裾野市）

055-995-1515

119
和食　宴会　とんかつ　長
泉茶寮（長泉町）

055-988-6655

118
こだわりとんかつ　かつ榮
御殿場店（御殿場市）

0550-80-1111

111
東海大学海洋学部博物
館

同行の５名様まで入館料を
10％割引（但し、他の割引特典
との併用は不可）

東海大学海洋科学博物
館（静岡市清水区）

054-334-7711

112
東海大学自然史博物館
　（静岡市清水区）

054-334-7711

113

龍ちゃんのカッパ館 会員及びグループ全員の入
園料を１０％OFF（但し、他の
割引特典との併用は不可）

龍ちゃんのカッパ館
　（焼津市）

054-629-8131

レ ス ト ラ ン ・ 飲 食 店 ・ カ ラ オ ケ

115

伊豆海鮮　瀧 飲食料金から5％割引、若しく
は本日の小鉢をサービスのど
ちらかを選択

伊豆海鮮　瀧
(下田市）

0558-36-3713

114

シルクロード・ミュージア
ム（一般社団法人浜名
梱包輸送）

会員本人及び同行の大人の
入館料を、通常大人９００円を
７００円に割引

シルクロード・ミュージアム
　（磐田市）

0539-63-5050

博 物 館 ・ 美 術 館 ・ 水 族 館

108

下田開国博物館
（有限会社豆州下田郷
土資料館）

会員本人及びそのグループ
全員、入館料を大人１００円引
き、小人５０円引き（但し、他の
割引特典との併用は不可）

下田開国博物館
（下田市）

0558-23-2500

110

岩科学校
（一般財団法人松崎町
振興公社）

入館料を１０％OFF（但し、他
の割引特典との併用は不可） 岩科学校

　（松崎町）
0558-42-2675

109

伊豆の長八美術館
（一般財団法人松崎町
振興公社）

入館料を１０％OFF（但し、他
の割引特典との併用は不可） 伊豆の長八美術館

　（松崎町）
0558-42-2540

9



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

雄大株式会社

137
カラオケボックス
ラジオシティー三島駅前
店（三島市）

055-983-6666

136
カラオケボックス
ラジオシティー沼津駅北
店（沼津市）

055-925-3111

138
カラオケボックス
ラジオシティー函南店
（田方郡函南町）

0550-80-1234

赤から　沼津店
（沼津市）

055-941-9999

132
赤から　御殿場店
（御殿場市）

0550-80-5000

131
赤から　富士店
（富士市）

0545-57-6700

135
ゆうが　三島店
（三島市）

055-991-6800

134
ゆうが　沼津店
（沼津市）

055-964-6700

133
えびす家　富士店
（富士市）

055-988-6655

125
カルビ　一丁沼津店
（沼津市）

055-925-5600

124
富士甲羅本店八宏園
（富士市）

0545-65-8888

123
会計前に会員証提示で飲食
料金から３％割引き
（テイクアウト商品、物販等は
ご利用いただけません）
※他の割引きやサービス（雄
大Ｇカード割引を含む）の併
用はできません
※ランチ、宴会コースなど併
用できないプランもありますの
で受付時に確認してください

沼津甲羅本店八宏園
（沼津市）

055-933-5555

127
カルビ　一丁御殿場店
（御殿場市）

0550-82-2929

126
カルビ　一丁大仁店
（伊豆の国市）

0558-77-2929

130
赤から　函南店
（田方郡函南町）

055-979-6666

129
赤から　三島店
（三島市）

055-991-2222

128

10



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

152

有限会社マルジョー
モータース

車検入庫時、エンジンオイル
無料
車点検時、粗品サービス

有限会社マルジョーモー
タース（富士宮市）

0544-23-7373

自 動 車 (販売・買取・修理等）

151

サカキ石油株式会社 車検基本料金5,000円引き
板金、塗装の価格から10％引
き

カーコンビニ倶楽部
富士柚木店　(富士市）

0545-30-8189

150

有限会社市川自動車整
備工場

車検・点検入庫時に粗品サー
ビス 有限会社　市川自動車整

備工場
0557-67-1234

147

株式会社７福神 １,０００円以上のご飲食で割
引券進呈 つけ麺・ラーメン ７福神

森町本店
0538-49-3627

146
ホテルグランヒルズ静岡内
オールデイダイニング「Ｔ
ＨＥ　ＴＡＢＬＥ」

054-289-6410

149

有限会社鮮太 一会計5,000円以上で、次回
使えるお食事券（500円補助
券）1枚をプレゼント

すし会席 鮮太
　（湖西市）

053-577-1797

148

ことまちカフェ
（株式会社鈴木長十商
店）

３００円以上飲食をされる方に
「メッセージティーバッグ(2g×
2袋）」をプレゼント

ことまち夢小径
ことまちカフェテリア（森
町）

0538-85-2023

142

ホテルグランヒルズ静岡
（ブリーズベイ静岡株式会
社）

同行の８名まで利用料金の
５％OFF（但し、他の割引サー
ビスとの併用は不可。イベント、
プラン商品は除外とすることがあ
ります）
（静岡市駿河区）

ホテルグランヒルズ静岡内
中国料理「富翠珠」

054-289-6411

141

トーカイシティサービス
株式会社

会員を含む１グループ６名ま
でディナータイムでの飲食
代、５％割引（他の割引ｻｰﾋﾞｽ
との併用は不可）

レストラン「ヴォーシエル」
（静岡市葵区）

054-273-5250

145
ホテルグランヒルズ静岡内
バー＆ラウンジ「エマイユ」

054-289-6414

144
ホテルグランヒルズ静岡内
日本料理「花凛」

054-289-6412

143
ホテルグランヒルズ静岡内
鉄板焼「けやき」

054-289-6413

140

オーペールラパン株式
会社

会員を含む１グループ５名ま
で飲食代１０％ＯＦＦ（予約時
に会員であることを伝え下さ
い）

ラパンアジル
（沼津市）

055-924-0600

139

株式会社ニコーサービ
ス

会員を含む１グループ４名ま
で飲食料金５％引き 割烹沼津ぼんどーる

（沼津市）
0120-49-2200

11



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

困った車　買取専門　ＪＵＮ'Ｓ

（富士宮市）

165

にしおか自動車 新車購入又は車検入庫され
た会員の方に粗品サービス
車検時、低価格にてオイル交
換

にしおか自動車
　（森町）

0538-85-6240

164

Ｂｒightcolor 新車購入又は車検入庫され
た会員の方に粗品サービス Ｂｒightcolor(ﾌﾞﾗｲﾄｶﾗｰ）

　（森町）
0538-85-1502

167

第一自動車鈑金塗装所 鈑金修理工賃５％OFF
（直接修理依頼を受けた会員に
限る）

第一自動車鈑金塗装所
　（湖西市新居町）

053-594-2335

166

ニシオ自販株式会社 国産未使用車または中古車
ご購入にてオイルパック（２年
分）プレゼント

ニシオ自販株式会社
袋井本店(袋井市)

0538-43-1188

161

有限会社小林モーター
ス

新車購入又は車検入庫され
た会員の方に粗品サービス 有限会社小林モータース

　（森町）
0538-85-3730

160

有限会社カスタムワー
ルドハタナカ

新車購入又は車検入庫され
た会員の方に粗品サービス 有限会社カスタムワールド

ハタナカ　（森町）
0538-85-5551

163

株式会社旭自動車 新車購入又は車検入庫され
た会員の方に粗品サービス 株式会社旭自動車

　（森町）
0538-85-2817

162

有限会社浦野モーター
ス

新車購入又は車検入庫され
た会員の方に粗品サービス 有限会社浦野モータース

　（森町）
0538-85-4171

155
東海自動車工業株式会
社

車検入庫時にエンジンオイル
無料（当社推奨オイルに限る）

静岡支店
（静岡市駿河区）

054-263-1121

157
吉田支店
（榛原郡吉田町）

0548-32-1391

156
藤枝支店
（藤枝市）

054-641-2525

159

マツダオートザム菊川
（有限会社葵興商）

マツダ車ご購入で、当店給油
所で給油の場合は、ガソリン・
軽油を毎回１ﾘｯﾄﾙ当り10円引
き

マツダオートザム菊川
（菊川市）

0537-35-3255

158
平成自動車工業有限会
社

車検入庫時、エンジンオイル
無料 平成自動車工業有限会

社　（菊川市）
0537-36-3210

154
株式会社ＪＵＮ'Ｓ（ｼﾞｭﾝ
ｽﾞ）

自動車買い取り契約成立で
粗品進呈 0120-360-102

153

有限会社イワミ自動車 国産自動車購入時、ＥＴＣま
たはドライブレコーダープレゼ
ント（工賃別）

有限会社イワミ自動車
（富士宮市）

0544-27-4473

12



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

178

ふるさと銘菓いとう 1,000円以上お買上げで5%割
引 ふるさと銘菓いとう

　（袋井市）
0538-43-2033

177

ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ 季季 2,000円（税抜）以上のお買上
げの方にクッキー１枚プレゼン
ト

ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ 季季
　（袋井市）

0538-31-3813

お　　　　茶

179

菓子勇本店 お買上げ1,000円以上のお客
様に、みそまんじゅう１個をプ
レゼント

菓子勇本店
　（磐田市）

0538-32-3340

181

有限会社　石田茶店 １煎パックプレゼント
いしだ茶屋
　（森町）

0538-85-2446

180

株式会社　おさだ製茶 1,000円以上お買上げで有機
すこやか健康茶「山吹撫子
ペットボトル500mℓ」を１本プレ
ゼント

おさだ苑本店
　（森町）

0538-85-1500

174

菓匠　あさおか 1,000円お買上げごとにみそ
まん１個プレゼント 菓匠　あさおか

　（森町）
0538-85-2440

173

中島屋株式会社 1,000円以上お買上げでみそ
まんじゅう１個プレゼント 菓子司　中島屋

　（森町）
0538-85-2310

176

おやつ屋ｍｉｃｏｐｐｅ 2,000円以上お買上げでクッ
キー１枚プレゼント おやつ屋ｍｉｃｏｐｐｅ

　（森町）
0538-86-3110

175

大鳥居　月花園 1,000円以上お買上げで麦こ
がしまんじゅう１個プレゼント
（但し、他のサービスとの併用は不
可）

大鳥居　月花園
　（森町）

0538-85-2447

170

松浦食品有限会社 店頭商品５％引
松浦食品有限会社
　（榛原郡吉田町）

0548-32-0717

お　菓　子

169

有限会社望月茶飴本舗 5,000円以上お買上げで
10％  ＯＦＦ 望月茶飴本舗

  （静岡市葵区）
054-254-8088

168

株式会社ＪＣＭ（自動車
買取）

会員本人又は会員の家族に
限り、ご成約１台につき、商品
券１万円プレゼント（但し、売買
代金が50,000円未満の場合は
対象外）

※静岡県内無料出張に
て、お車の査定買取サー
ビス（一部エリア除く）

0120-322-755

172

栄正堂菓子店 森町ファミリーチェーンポイン
トカード２倍 栄正堂

　（森町）
0538-85-2517

171

菓子処　福徳園 地元カード「愛カード」のポイ
ント３倍 菓子処　福徳園

（牧之原市）
0548-22-0616

13



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

192
富士中央店
（富士市）

0545-66-4388

191 沼津西沢田店 055-929-1388

194
静岡草薙店
（静岡市清水区）

054-344-6588

193 富士宮店 0544-28-4588

187
ヘルスケア事業
静岡支店（静岡市葵区）

介　　　　護

186

ニチイライフ
（株式会社ニチイ学館）

会員本人及びその第二親等
までの方に、
・　｢デビュープラン｣の利用
　（ｽﾀｯﾌ１名1.5時間3,980円
　税込）
  ※１住所１回限りの利用の特別
　　優待プラン

・　｢スポットプラン｣　５％割引
  ※各地通常料金からの５％割引

ヘルスケア事業
沼津支店

0120-212-295

190 御殿場店 0550-81-0588

洋 　服 ・ 呉 　服

189

紳士服AOKI
（株式会社AOKI）

全商品購入価格の１０％OFF
※ 他クーポン券及びセットセー
　　ルとの併用も可能
※ 他の総額割引との併用不可
※ 補正代・宅配代は対象外

函南店 055-970-1688

188
ヘルスケア事業
浜松支店（浜松市中区）

183

株式会社　八幡屋茶舗 1,000円以上お買上げで極濃
抹茶サンド"想い出の月"プレ
ゼント

株式会社　八幡屋茶舗
　(森町）

0538-85-3039

182

株式会社　島商店 サービススタンプ倍押し
株式会社　島商店
　（森町）

0538-85-2158

185

株式会社宮原商店 商品購入時粗品贈呈 横断ﾊﾞｯｸﾞのミヤハラ
株式会社宮原商店
（静岡市駿河区）

054-281-8468

食　 品 ・ 雑 　貨

184

原田海藻有限会社 店頭販売商品の時価１０％引
き 原田海藻有限会社

　（藤枝市）
054-641-5451

14



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

蔦屋呉服店

205
浜松都盛店
（浜松市南区）

053-427-0488

204
浜松幸店
（浜松市中区）

053-412-1488

207
浜北新店
（浜松市浜北区）

053-584-3944

206
浜松入野店
（浜松市西区）

053-445-2558

209

着物、帯１０％OFF　小物、リ
サイクル着物、帯５％OFF
※お仕立代、加工代は対象外

蔦屋呉服店
　（静岡市駿河区）

054-258-6713

208 イオンタウン湖西店 053-574-3188

199 焼津店 054-620-9188

198 藤枝店 054-647-2088

197
静岡インター店
（静岡市駿河区）

054-202-5688

201 掛川店 0537-62-2188

200 島田国１店 0547-33-2588

203 磐田店 0538-39-3888

202 袋井店 0538-45-3788

196
静岡安西店
（静岡市葵区）

054-653-2388

195
静岡千代田店
（静岡市葵区）

054-655-1688

紳士服AOKI
（株式会社AOKI）

全商品購入価格の１０％OFF
※ 他クーポン券及びセットセー
　　ルとの併用も可能
※ 他の総額割引との併用不可
※ 補正代・宅配代は対象外

15



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

洋品のするがや

221
芙蓉堂ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
　（富士宮市）

0544-27-3336

文　具 ・ 事 務 用 品

220

株式会社芙蓉堂 会員本人又はその会員の家
族に限り、３，０００円（税込）以
上お買い上げで、粗品プレゼ
ント

芙蓉堂本店
　（富士宮市）

0544-26-5285

219

かげやま 商品カタログ価格から２０％
OFF（一部商品を除く） かげやま

　（浜松市東区）
053-434-8100

216

おしゃれの店村松屋 婦人衣料3,000円以上お買上
げで１０％OFF
※ 他のｻｰﾋﾞｽとの併用はできま
せん
※ 特価品、ｻｰﾋﾞｽ品は除きます

本店（袋井市） 0538-43-2308

215

5,000円以上お買上げで10％
OFF 洋品のするがや

（袋井市）
0538-42-2557

217 袋井ピアゴ店 0538-43-8023

ギ フ ト 商 品

218

株式会社コンツナ 会員価格にてお買い求めい
ただけます。（但し、割引済商
品（セール品）は除く）

アンシア　コンツナ
　（藤枝市）

054-641-6543

211

振袖館京都もなみ 振袖セット価格 10％OFF
着物(訪問着、留袖)販売、ﾚﾝ
ﾀﾙ価格１０％OFF
七五三撮影料金１０％OFF
和装小物10％OFF
※ お仕立代、加工代は対象外

函南本店 055-978-5991

210

株式会社コナカ 店内全商品１０％OFF
※ コナカ発行のチラシ、ダイレ
　クトメール、WEB特別割引券
　との併用可
※ ネーム入れ、お直し料金、
　送料、商品券、学生服のご購
　入代は対象外
※ ご優待割引は他の企業・団
　体のご優待割引及びコナカ株
　主ご優待割引等との併用不可

紳士服コナカ三島店 055-972-2446

213
サントムーンオアシス店
（駿東郡）

055-939-9555

214
イーラｄｅ店
（沼津市）

055-954-6623

212
サントムーン柿田川店
（駿東郡）

055-972-1063

16



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

232

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ健骨屋･相
談施術院

施術料金
通常4,000円のところ初回は
1,000円引きの3,000円

カイロプラクティック健骨
屋・相談施術院
　（磐田市）

090-3257-8617

231

遠州トラック株式会社 引越基本料金３０％OFF
但し、繁忙期日の３月15日から４
月10日のシーズン期間を除く

遠州トラックしまうま引越セ
ンター（浜松市東区）

0120-834-154

233

莉らく 水素吸入のみ2回目以降15％
引き（初回の水素吸入は無
料。但し、水素吸入専用ｶ
ﾆｭｰﾚは代金が別途必要）

莉らく
　（浜松市中区）

053-450-7277

引　　　　越

229

アートコーポレーション
株式会社

引越基本料金（陸上輸送費
及び人件費の合計額）の２
０％OFF
但し、春季繁忙期（引越作業日
が３月20日から４月10日の期間）
を除く。尚、引越作業が複数日
にわたるときは、その初日をもっ
てこれらを区分する

アート引越センター 0120-39-0123

228

理容中央軒 コーヒー、紅茶、緑茶等の
サービス 理容中央軒

　（森町）
0538-85-2924

230

株式会社サカイ引越セ
ンター

引越基本料金の２０％OFF
但し、繁忙期日の３月15日から４
月10日の期間を除く

サカイ引越センター 0120-75-1141

各 種 療 法 （ カ イ ロ プ ラ ク テ ィ ッ ク 等 ）

225

理容　白石 会員証提示で、料金100円引
き 理容　白石

　（榛原郡吉田町）
0120-02-1871

ヘ ア ・ ビ ュ ー テ ィ ー サ ロ ン

224

CLAP
- HAIR CREATION -

当店新規来店の方は、カット、
パーマ等の料金を５０％、２回
目来店で３０％OFF

CLAP
- HAIR CREATION -
　（静岡市葵区）

054-209-2123

227

理容タカハシ ポイントカード１ポイント加算
理容タカハシ
　（袋井市）

0538-42-3025

226

びようしつ ＭｉＹ パーマ、カット、ヘアカラー等
の料金より１，０００円割引（年
間2回まで）

びようしつ ＭｉＹ（ミイユウ）
　（森町）

0538-48-7019

223

森のシロくま堂 会員本人に限り３，０００円以
上のご購入でクリップまたは消
しゴムをプレゼント

森のシロくま堂
　（森町）

0538-31-7522

222

株式会社ブンテン 地元カード「愛カード」のポイ
ント３倍 Bunten（ブンテン）

　（牧之原市）
0548-22-0313

17



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

243

森山焼本家窯元中村陶
房

商品の５％OFF
森山焼本家窯元陶房
（森町）

0538-85-4611

240

有限会社　海野商会 お買上げ自転車　１年間パン
ク修理無料 有限会社　海野商会

（袋井市）
0538-42-2428

239

サイクルショップゆみげ
た

自転車お買上げで５％割引
サイクルショップゆみげた
（袋井市）

0538-42-3021

陶　　　　器

242

森山焼松井陶房 10,000円以上お買上げで５％
OFF 森山焼松井陶房

（森町）
0538-85-2382

241

荻原サイクル お買上げ自転車　１年間パン
ク修理無料 荻原サイクル

（袋井市）
0538-23-2597

236
カクサ美和サービスステー
ション（静岡市葵区）

054-296-0081

235

株式会社スギセキ 店頭表示価格からガソリン・軽
油１ﾘｯﾄﾙ当り３円引き 高宮サービスステーション

（静岡市駿河区）
054-236-1051

自　転　車　

温　浴　業

238

万葉倶楽部株式会社 温浴施設入館料（税込価格）
平日：1,700円を1,460円に値
引き、土・日・祝日：2,200円を
1,880円に値引き
※１回の利用につき３名まで
有効
※深夜3：00以降は別途深夜
料金1,700円(税込）が必要
竜宮海鮮市場
浜焼き食べ放題利用者に生
ビール１杯サービス
上記優待は指定期間中は利
用不可

沼津・湯河原温泉万葉の
湯(沼津市）

055-927-4126

237

豊田肥料株式会社燃料
部

ガス、灯油購入のお客様で事
業所に来場した方に粗品プレ
ゼント

豊田肥料㈱トヨネン
（袋井市）

0538-43-2171

ガ ソ リ ン ス タ ン ド・燃料

234

サカキ石油株式会社 現金ﾌﾘｰ価格：ｶﾞｿﾘﾝ、軽油と
もに１ﾘｯﾄﾙ当たり２円引き
車検基本料金5,000円引き

サカキ石油株式会社
柚木ＳＳ　(富士市）

0545-64-2539
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お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

254
ふぁんふぁん　藤枝駅前
店(藤枝市）

054-639-5900

253
ふぁんふぁん　ＭＡＲＫ　Ｉ
Ｓ　静岡店（静岡市葵区）

054-297-3511

フィットネス

256

B-line!袋井久能店 ・入会金１名半額割引
・２名様同時入会の場合、入
会金０円
※ 無料体験有、家族割引有

B-line!袋井久能店
（袋井市）

0538-43-0662

255

ａｎｎ　ｃｒａｆｔ　ｗｏｒｋｓ ウェディングムービー（ロケー
ション撮影含む）のフォトアル
バムをプレゼント

ａnｎ　ｃｒａｆｔ　ｗｏｒｋｓ
（静岡市駿河区） 080-6922-1595

249
ふぁんふぁん　三嶋大社
前店（三島市）

055-955-8478

248
写真館　イオン浜松市野
店（浜松市東区）

053-411-5120

252
ふぁんふぁん　イオン富士
宮店（富士宮市）

0544-29-7727

251
ふぁんふぁん　イオン富士
南店(富士市）

0545-66-2397

250
ふぁんふぁん　サントムー
ン柿田川店（駿東郡）

055-983-3058

244

田米陶房 10,000円以上お買上げで５％
OFF 遠州みもろ焼　別所窯

（森町）
0538-89-6031

245

株式会社スタジオコイズミ 写真の追加プリント30,000円
（税別）以上のご購入で六切プリ
ントプレゼント
※ 但し、他の割引券、クーポン
等との併用は不可

写真館　伝馬町店
（静岡市葵区）

054-255-8355

246
写真館　西草深店
（静岡市葵区）

054-247-6606

写　真　・　映　像

247
写真館　イオン浜松志都
呂店(浜松市西区）

053-415-1272

19



お買い物等される前に会員証をご提示ください。

№ 会　社　名 優待内容 店舗名 問合先

259

有限会社　増田生花店 3000円以上お買上げで10％
OFF（他の割引との併用は不
可）

有限会社　増田生花店
（静岡市駿河区） 054-285-7669

生　　花

258

株式会社　大石生花店 地元カード「愛カード」のポイ
ント３倍
（他の割引との併用は不可）

大石生花店
（牧之原市） 0548-22-0688

各　種　相　談

260

戸越税理士事務所/株
式会社ＴＯＣオフィスコン
サルティング

無料税務相談（初回30分）(個
人事業、法人、相続、補助
金、節税、資産活用等）来社
のほか、 ＺＯＯＭ可能

戸越税理士事務所/株
式会社ＴＯＣオフィスコ
ンサルティング（静岡市
葵区）

054-294-8884

印　刷　業

257

高尾印刷株式会社 チラシ１万枚以上注文の方に
粗品進呈

高尾印刷株式会社
（袋井市） 0538-42-3201
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下田地区支部(下田警察署内) 清水地区支部(清水警察署内) 袋井地区支部(袋井警察署内)

0558-23-6156 054-366-8663 0538-44-7900

〒415-8528 下田市東中7-8 〒424-0014 静岡市清水区天王南1-35 〒437-0013 袋井市新屋2丁目4番地の5

大仁地区支部(大仁警察署内) 静岡中央地区支部(静岡中央警察署内) 磐田地区支部(磐田警察署内)

0558-76-0021 054-271-5538 0538-34-2274

〒410-2323 伊豆の国市大仁680-1 〒420-8620 静岡市葵区追手町6-1 〒438-0087 磐田市一言2533-4

三島地区支部(三島警察署内) 静岡南地区支部(静岡南警察署内) 天竜地区支部(天竜警察署内)

055-981-2632 054-281-4100 053-925-7610

〒411-0801 三島市谷田194-1 〒422-8026 静岡市駿河区富士見台1丁目5-10 〒431-3311 浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3

伊東地区支部(伊東警察署内) 藤枝地区支部(藤枝警察署内) 水窪地区支部(天竜警察署水窪分庁舎内)

0557-38-5056 054-641-2011 053-987-1819

〒414-0026 伊東市竹の台2-26 〒426-0027 藤枝市緑町1丁目3-5 〒431-4101 浜松市天竜区水窪町奥領家2947ｰ1

熱海地区支部(熱海警察署内) 焼津地区支部(焼津警察署内) 浜北地区支部(浜北警察署内)

0557-82-6388 054-623-5391 053-586-5343

〒413-0017 熱海市福道町3-19 〒425-0055 焼津市道原723 〒434-0042 浜松市浜北区小松3218

沼津地区支部(沼津警察署内) 島田地区支部(島田警察署内) 浜松東地区支部(浜松東警察署内)

055-963-2534 0547-35-7401 053-463-2696

〒410-8508 沼津市平町19-11 〒427-0035 島田市向谷元町1212 〒430-0805 浜松市中区相生町14-10

裾野地区支部(裾野警察署内) 牧之原地区支部(牧之原警察署内) 浜松中央地区支部(浜松中央警察署内)

055-993-5222 0548-22-6858 053-475-2757

〒410-1127 裾野市平松620-1 〒421-0421 牧之原市細江2737 〒430-0906 浜松市中区住吉5丁目28-1

御殿場地区支部(御殿場警察署内) 菊川地区支部(菊川警察署内) 浜松西地区支部(浜松西警察署内)

0550-84-0220 0537-35-2732 053-401-0025

〒412-0004 御殿場市北久原439-2 〒439-0031 菊川市加茂5889 〒431-1112 浜松市西区大人見町3452-1

富士地区支部(富士警察署内) 掛川地区支部(掛川警察署内) 細江地区支部(細江警察署内)

0545-51-4450 0537-24-4661 053-523-2644

〒417-0024 富士市八代町3-55 〒436-0086 掛川市宮脇1丁目1番地の1 〒431-1305 浜松市北区細江町気賀4640

富士宮地区支部(富士宮警察署内) 森地区支部(袋井警察署森分庁舎内) 湖西地区支部(湖西警察署内)

0544-23-4428 0538-85-4600 053-482-7355

〒418-0062 富士宮市城北町160 〒437-0215 周智郡森町森1524-4 〒431-0442 湖西市古見1035番地の１

東部運転免許センター 中部運転免許センター 西部運転免許センター

055-921-2000 054-272-2221 053-587-2000

〒410-0001 沼津市足高字尾上241-10 〒420-0949 静岡市葵区与一6丁目16-1 〒434-0042 浜松市浜北区小松3220

一般財団法人　静岡県交通安全協会

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠2-5-7交通会館ビル内 　電話：054-251-4765

交通安全協会各地区支部

県内運転免許センター


