「会員証」の提示で、割引・特典が受けられます。
・ ご利用の際は、必ず事前（施設利用前または料金精算前）に共済会
会員であることを伝え、会員証を提示してください。
・ サービス内容が変更になることがありますので、御利用前に施設に
ご確認ください。
・ 島田榛北勤労者福祉共済会ホームぺージ「会員証提示割引」の
ページでもお知らせしています。

令和２年度

中部地区 共済会・サービスセンター

指定割引契約店
（2020.6.１現在）

担当

宿
泊

旅
行

ス
ポ
ー
ツ

温
浴
施
設

施設名
寸又峡の宿 翠紅苑

住所・電話
榛原郡川根本町千頭279
℡0547-59-3100

割引品目・割引内容
宿泊料金 休前日を除き1,000円引
※直接予約のみ（旅行エージェント等を除く）
チェックイン時に会員証提示のこと。

寸又峡の宿

榛原郡川根本町千頭318の2
℡0547-59-2302

宿泊料金の10％割引（ネット予約を除く）

ホテル オーレ

藤枝市前島1-3-1
℡054-634-0001

宿泊料金 定価の500円割引（１室最大500円まで）※会員本人のみ
※予約時に全福センター会員であることを伝えてください

静波スウィングビーチ

牧之原市静波2228-43
℡0548-22-1717

【宿泊、スポーツ施設】 表示価格より１０％ＯＦＦ
※宿泊は、年末年始・ゴールデンウィーク・夏季期間等ホテル特定期間は除く
※スポーツ施設は、テニスコート、ラケットボール、パターゴルフ、卓球が対象

大鉄観光サービス
【全店】

本社営業所
静岡営業所
浜松営業所

国内フレンドツアー→旅行代金の5％割引
（謝恩企画商品は除く）
※対象会員と同居家族

アンビア ツアーズ
【本社営業所】

焼津市栄町2-2-21
℡054-620-7725

国内アンビア倶楽部→旅行代金の5％割引
海外アンビア倶楽部→旅行代金の3％割引
（謝恩、特別企画商品は除く）※対象会員のみ

静鉄観光サービス
【藤枝支店】

藤枝市前島1-2-1 オーレ藤枝3F
℡054-634-1201

国内オレンジツアー→旅行代金の3％割引
海外オレンジツアー→旅行代金の3％割引
（謝恩企画商品は除く）※対象会員のみ

島田市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
ローズアリーナ

島田市野田1689
℡0547-37-4539

月会費

藤枝グランドボウル

藤枝市下当間652
℡054-641-8381

1ゲームに付き100円引き 袋井・浜岡グランドボウルも可
※他の割引等と併用はできません。

スポーツクラブ POPAIE

藤枝市音羽町2-13-12
℡054-647-0930

入会金50％割引

Pilates＋Running

静岡市葵区伝馬町21-2
℡054-252-7033

・グループレッスン体験1回1,000円（税抜）
・グループレッスン回数券6回（3ヶ月有効）
12,000円→9,600円（税抜）
※利用対象者：会員と同居家族
※その他割引等と併用不可

グランツスイミング

静岡市駿河区敷地1-18-28
℡054-237-1076

スイミング、フィットネス、カルチャー初月月会費2,000円引
対象：会員と登録同居家族・同伴者３名まで

（株）天王スポーツプラザ

焼津市利右衛門357-8
℡054-622-3523

ゴルフ練習用ボール１０枚綴り１０コイン（１コイン６０球）の回数券
通常価格１冊5,000円 → 4,500円

リンクス
西焼津ゴルフガーデン

焼津市大住406-1
℡054-626-6211

①
②

大谷ゴルフ場

静岡市駿河区大谷5905-1
℡054-237-2717

練習場回数券をご購入の方、1カゴ（500円分）ボールサービス
※会員証提示者と同伴者1名まで
※他サービスとの併用不可

島田市田代の郷温泉
伊太和里の湯

島田市伊太1-22
℡0547-33-1148

大人（４時間） ５２０円 → ４５０円
小人（４時間） ３１０円 → ２７０円

接岨峡温泉会館
接岨の湯

川根本町梅地175-2
℡0547-59-3764

大人
小人
対象

蓬莱の湯

島田市旭2-1-30
℡0547-34-4126

・大人入館料 平日690円・土日祝790円
対象：カード提示同時入館2名まで

笑福の湯

焼津市柳新屋241-1
℡054-620-4126

・大人入館料

おふろ café bijinyu

静岡市葵区籠上15-15
℡054-252-1126

入館料と飲食代のセット利用のみ会員割引価格
※内容は入館時にご確認ください
対象：会員のみ 他の割引との併用は不可 特典利用対象外日あり

柚木の郷

静岡市葵区長沼577
℡054-261-1101

入泉料 平日935円・土日祝日1,045円 →平日・土日祝日850円（税込）
薬石健美房（岩盤浴） 1,100円→1,000円（税込）
対象：会員のみ

光山荘

yuie

℡0547-46-3131
℡054-204-0531
℡053-456-0901

5,430円→4,380円

入会金０円

10,000円チャージに対し500ポント
20,000円チャージに対し1,000ポイント

５００円 → ４００円
３００円 → ２００円
会員及び同居家族。他の割引等との併用不可
→

640円

平日
850円 → 750円
土日祝 950円 → 850円
対象：カード提示同時入館2名まで

担当

グ
ル
メ

施設名
バーガーキング

住所・電話
島田市道悦1-13-24
℡0547-36-7800

島田店

割引品目・割引内容
飲食代金の総額より10％OFF
※他のサービスとの併用はできません

焼津グランドホテル

焼津市浜当目1489
℡054-627-1121

焼津四川飯店＆ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ

焼津市西小川3-6-1
℡054-626-4000

中島屋グランドホテル

静岡市葵区紺屋町3-10
℡054-253-1151

藤枝四川飯店＆ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ

藤枝市田沼1-23
℡054-634-4000

ケンタッキーフライドチキン

焼津店・清水インター店・榛原店
藤枝店・富士店
静岡店・静岡ＳＢＳ通り店・草薙店

商品をご購入された方にドリンク（S）又はポテト（S）プレゼント
※会員と同伴者併せて3名様まで※記載店舗以外は利用不可

リンガーハット

静岡インター店

お食事された方に杏仁豆腐プレゼント
※会員と同伴者併せて3名様まで※記載店舗以外は利用不可

おひさま食堂

榛原郡吉田町神戸2143-18
℡0548-23-9755

ランチ・ディナー料金５％引き（アルコールは除く）※現金払いのみ
※会員証提示で会員と同伴者併せて5名まで

日本料理「杉茶寮」

藤枝市青木2-35-30
℡054-641-3117

お食事（料理、飲み物）代金を10％割引
現金支払いのみ（クレジットカード不可）

和喰感「味杉」

藤枝市駅前1-9-6
℡054-646-1331

小杉苑1階

レストラン・宿泊基本料金 10％割引
（ろうきんマイプランクラブ）
※１グループ5名まで
※その他割引等と併用不可

お食事（料理、飲み物）代金を10％割引
現金支払いのみ（クレジットカード不可）

ジャンケッティ アラ イタリアーナ
藤枝市駅前1-8-3 MIKINE1F
℡054-631-6363

ランチを利用の会員及び同行者の方にスイーツをプレゼント
※お会計までに、カードをご提示ください
※お一組様、1会計につき1回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

ホテルアソシア静岡

静岡市葵区黒金町56
℡054-254-4141

飲食代金の総額10％OFF
※ホテル内レストラン7店舗すべて対象
（但し、正月・クリスマス期間は除く）
会員と同伴者何名でも可

はとばキッチン

静岡市清水区入船町13-15
エスパルスドリームプラザ1階
℡054-354-3370

食事代5％割引（アルコールは除く）
※５名まで

清水魚市場河岸の市
まぐろ館／いちば館

静岡市清水区島崎町149
℡054-355-3575

サービスを受けられる店舗と対象外の店舗があります。
利用時に、各店舗にご確認ください。

知夢仁

藤枝南口店
藤枝市前島1-7-3ＢＥ1ビル1Ｆ
℡054-634-2017

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

さかなや道場

藤枝駅南店
清水駅前店
富士北口店
新富士店

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

はなの舞

藤枝北口店 ℡054-645-5700
富士北口店 ℡0545-66-2030
富士宮駅前店 ℡0544-21-0055

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

やきとり道場

静岡紺屋町店
静岡市葵区紺屋町4-9
℡054-275-2561

飲食代金の総額より10％ＯＦＦ
または、宴会コースなど、コース代金から１人につき500円ＯＦＦ
※お会計までにカードをご提示ください
※お一組様、一会計につき１回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

メゾン・ド・ヴェール
新静岡セノバ店

静岡市葵区鷹匠1-1-1
新静岡セノバ2Ｆ
℡054-260-7660

飲食代金の総額より50円引き
※他のサービスとの併用はできません

カルビ一丁

静岡店・富士店・浜北店

10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

新静岡店

10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

29×29亭

新静岡店

℡054-634-1777
℡054-371-0055
℡0545-65-8081
℡0545-66-1551

静岡市葵区御幸町5-2
Revive2007 2F

赤から

東静岡駅南店・焼津店・富士宮店
・浜松初生店・浜松入野店

10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

ＮＹテラス

焼津店

10％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

焼津市小土1244-1
℡054-628-1115

担当
カニ料理

グ
ル
メ

施設名
甲羅

静岡市葵区紺屋町17-1
葵タワーＢ１Ｆ ℡054-260-6071

Ｅ→Ｆ CURRY

藤枝駅前店・藤枝高柳店・蓮華寺池店・富 お食事（料理、飲み物）代金を10％割引
士店
※会員と同伴者何名でも可

曹家（ソーチャ）

静岡市駿河区曲金6-1-40
054-202-3515
静岡市駿河区池田195-2
054-374-2107
静岡市葵区城内町2-1
054-255-7397
静岡市清水区入船町13-15
エスパルスドリームプラザ１Ｆ
054-351-1288

ソフトドリンク又はカメ紹興酒

聖隷健康ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
Shizuoka

静岡市駿河区曲金6-8-5-2
ﾏｰｸｽ・ｻﾞ・ﾀﾜｰ東静岡2階～4階
℡0120-283-170

1日人間ドック・脳ドック・スペシャルドック 2,200円引
※健康保険組合、市町村等の補助との併用不可

公益財団法人静岡県予防医
学協会 総合健診センター
ヘルスポート

藤枝市善左衛門2-19-8
℡0120-39-6460

人間ドック（日帰り）基本コース
※対象：会員と登録同居家族

アイエス施術院

吉田町川尻813-3
℡0548-32-2305

整体治療費から1,000円割り引く（要予約）
会員（会員証提示者）

ビューティーウテナ

藤枝市駅前2-1-14
℡054-641-0744

ヘアー、エステ、着付け
対象：会員と登録家族

パールエステサロン

御前崎市白羽5930-1
℡0548-63-5030

エステ、脱毛、よもぎ蒸し
＊各10％引き、当日会員カード提示

はせがわ整骨院

焼津市五ヶ堀之内1156-3
℡054-631-6173

リンパマッサージ１５％OFF
※会員及び同居登録家族

ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ

アピタ静岡店

30分以上のコース
500円引
※会員と家族のみ ※4名まで

ＰＥＴＺ（ペッツ） 美容室
ＰＥＴＺ 本店
ＣＡ-ＰＥＴＺ
ＰＥＴＺ-ｎａ
ＰＥＴＺ ｃｈｏｃｏｌａｔ
ＰＥＴＺ ｊａｓｍｉｎｅ

焼津市下小田398-1
℡054-625-1919
焼津市道原29-5
℡054-625-2772
藤枝市天王町3-12-5
℡054-646-3100
藤枝市駅前3-14-14
℡054-689-4800
藤枝市田沼1-18-1-2F
℡054-625-9433

ヘアカットまたはカラーが半額料金（シャンプー、ブロー料金は別途、新規利用
者の初回のみ）
※お会計までに、カードをご提示ください
※お一組様、1会計につき1回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

ＰＥＴＺ（ペッツ）エステサロン
ＢｅａｕｔｙＧｙｍ 焼津店
ＢｅａｕｔｙＧｙｍ ｄｏｌｃｅ店
ＢｅａｕｔｙＧｙｍ ｎａ店

焼津市道原２９－５
℡054-689-3466
藤枝市駅前3-14-14
℡054-689-4800
藤枝市天王町3-12-5
℡054-646-3100

マツエク（120本）・ネイル（ワンカラー）・リンパマッサージ・フェイシャルエステ
のいずれか1つのメニューが通常6,800円（税抜き）を3,980円（税抜き）に割引
（初回のみ）
※お会計までに、カードをご提示ください
※お一組様、1会計につき1回ご利用いただけます
※他のサービスとの併用はできません

ＰＥＴＺ（ペッツ）保育園
プティ保育園（藤枝園）
プティ藤枝南園
プティ焼津園

藤枝市駅前3-14-14
℡054-689-4802
藤枝市田沼1-18-1-2F
℡054-625-9434
焼津市道原29-5
℡054-686-2388

ヘアサロン・エステサロン利用の方で、ペッツ保育園を利用される方は、託児所
が無料
※託児料金として100円をいただきますが、サロンでその分を値引きします。
必ず事前にご予約ください。

やまざき整体

榛原郡吉田町片岡88-10
℡090-9191-9093

初診料5,500円（通常6,000円）

贈り物の店コンツナ

藤枝市岡出山2-10-22
℡054-641-6543

総合ギフト用品
会員価格販売

㈱島村謄文堂
とうぶんどう工房

藤枝市田沼1-15-8
℡054-635-1305

現金購入で通常価格から更に5％割引

マスダグリーン

藤枝市清里1-1-1
℡054-638-4188

10％割引（特売品・生花・一部資材を除く）

レディースショップ オーハシ

藤枝市藤枝4-1-13
℡054-641-0217

店内商品１割引

メガネトップ・眼鏡市場

県内各地
℡054-275-5001

眼鏡・コンタクトレンズ・サングラス 店頭表示価格より5％OFF
（補聴器・販売備品は除く、その他割引券と併用不可）

メガネスーパー

全国各地
℡0120-209-060

メガネ・サングラス・コンタクト・補聴器

SPOPIAシラトリ

静岡県内

定価販売の商品に限り10％OFF（現金支払いのみ）
※200円割引券との併用不可

Ａｎｎｙのお気に入り

藤枝店

商品代金の総額より10％ＯＦＦ
※他のサービスとの併用はできません

Ｐｅｔ ｓｈｏｐ ｈｉｓａ

藤枝市立花1-1-12
℡054-689-5703

明月いけだ

清水チャーハン食堂

美
容

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

割引品目・割引内容
5％ＯＦＦ（値引上限3,000円）
※他の割引との併用不可

満堂紅（マンドンコウ）

澤木屋

健
康

住所・電話
静岡本店・浜松本店・浜松高林店

藤枝市田沼2-20-22
℡054-634-0970

飲食代１０％ＯＦＦ ※他サービスとの併用可
ただし、ホットペッパーの17：00以降10％OFFとの併用は不可

１杯サービス

卵の天ぷらサービス
※4名まで
すんぷ焼き１個だけ半額
お食事の方に限り
・ミニサラダ又はミニ杏仁豆腐
※会員証１枚につき１つ

サービス

税込価格から2,000円引き

10％割引

※要予約

10％ＯＦＦ（特価品除く）

ペット用品・ドッグフード 3,000円以上で500円引き

担当
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

レ
ジ
ャ
ー

施設名
イトウシャディ

住所・電話
焼津店・吉田店・相良店

割引品目・割引内容
Ｔポイント付与（現金支払い分のみ通常時の３倍）

贈り物専門店おっくる
＆Ｐｔ.Ｃｏｕｒａｇｅ

御前崎市池新田5832-1
ｲｵﾝﾀｳﾝ浜岡内
0537-86-8015

Ｔポイント付与（現金支払い分のみ通常時の３倍）

ＡＫＡＩＳＨＩ

静岡市駿河区丸子6955-3
0800-300-5551

店舗で初めて会員証を提示した方に限り ５００円ＯＦＦ
※税込3,000円以上の購入時
※新規/既存問わず対象

藤枝シネ・プレーゴ

藤枝市前島1-7-10Bivi藤枝4F
℡054-668-9511

6、11月窓口料金1,200円 3D作品1,500円
（サービスセンターの共通割引券使用可）
他の月 会員証１枚につき１名のみ1,800円→1,600円
（サービスセンターの共通割引券との併用はできません）

静岡東宝会館

静岡市葵区七間町17
℡054-252-3854

会員証1枚につき1名のみ1,800円→1,600円
(共通割引利用券との併用はできません）

森町体験の里
アクティ森

周智郡森町問詰1115-1
℡0538-85-0115

体験料金の10％割引

静岡市美術館

静岡市葵区紺屋町17-1
℡054-273-1515

展覧会観覧一般料金→団体料金（会員と同居家族）

いちご狩りパーク＆
いちごcafé 久能屋

静岡市駿河区根古屋30
℡054-237-0610

いちごcaféメニュー 10％ＯＦＦ
※会員と同伴者何名でも可

龍ちゃんのカッパ館

焼津市大住746-2
℡054-629-8131

入館料10％引き
※他の割引との併用不可

ＧＡＭＥ USA

焼津市石津港町2-4
℡054-624-5237

メダルコーナーでのメダル1枚通常400円を200円
※会員及び同居登録家族

ちびまる子ちゃんランド

静岡市清水区入船町13-15
エスパルスドリームプラザ3階
℡054-354-3360

入場料、通常入館料から１０％ＯＦＦ
※5名まで

藤枝市民会館

藤枝市岡出山1-11-1
℡054-643-3931

5％割引（自主事業のみ・一部事業を除く）

賀茂郡河津町浜406-2
℡0558-34-0003

入園料

賀茂郡河津町梨本377-1
℡0558-36-3990

入園料

（靴）

体感型動物園

ｉＺｏｏ

体感型カエル館

KawaＺｏｏ

下田海中水族館

大人（中学生以上） 200円引
小人（小学生）
100円引
※クレジットカード不可
※他割引との併用不可

※何名でも可

下田市3-22-31
℡0558-22-3567
下田市本郷1-3-2
℡0558-22-1211

大人２００円引

沼津市内浦長浜3-1
℡055-943-2331

入場料

黄金崎クリスタルパーク

賀茂郡西伊豆町宇久須2204-3
℡0558-55-1515

入館料

ＳＢＳ学苑

遠鉄校・浜松校・藤枝校・静岡校・
パルシェ校・イーラｄｅ沼津校

会員：入会金無料
同居家族：入会金半額

ニチイライフ（家事代行）

℡0120-212-295

「デビューライフ」「スポットプラン」「定期プラン」

フジエダボデー

藤枝市泉町767-1
℡054-635-7880

通常料金（工賃）の10％割引

車のシズヨシ

牧之原市静波2260-13
℡0548-22-2668

自動車購入時／新車：1万円キャッシュバック
中古車（車両30万円以上）：普通車2万円引き
軽自動車1万円引き
会員（会員証提示者）及び登録家族

(有)高林タイヤ

牧之原市地頭方574-4
℡0548-58-0856

FALKEN(ファルケン）・ダンロップの乗用車用タイヤ購入時5％引き
会員（会員証提示者）

ゆたか美装

藤枝市大東町251-1
℡0120-412-844

外壁・屋根などの建築塗装 施工金額より10％割引
上記の建築塗装10万円以上の見積もりの方に500円のＱＵＯカードをプレゼン
ト

(株)ブレス

℡0120-99-4576
http://www.kk-bless.com/

・バリューコース（換気扇・キッチン・浴室・トイレ） 52,780円 → 38,000円
・台所レンジフード清掃 11,000円 → 8,980円
・浴室清掃Ａ（換気扇廻り・バスタブ下） 11,000円 → 8,980円
・浴室清掃Ｂ（天井・壁・扉・バスタブ・蛇口） 12,000円 → 9,800円
・エアコン清掃 9,800円 → 8,980円
・エアコン（フィルター自動洗浄機能付き）清掃 18,000円 → 15,800円
・お掃除便利便2時間 18,000円 → 12,000円
・レンジフードフィルター（無料おためしサービス） 2,900円×枚数→0円
※申し込み時に会員である旨を伝え、作業時に会員証を提示してください
※表示は税抜き価格です

東海埠頭

静岡市清水区横砂408-13
℡054-364-2101

シロアリ業務、見積価格より１０％OFF
※他クーポン券との併用不可

下田ロープウェイ
伊豆三津シーパラダイス

く
ら
し

大人（中学生以上） 2,000円 → 1,800円
小人（小学生）
800円 → 700円
※クレジットカード不可
※他割引との併用不可
※何名でも可

大人100円引
小人 50円引

小人１００円引

※５名まで

中学生以上 2,200円→1,800円
4歳～小学生 1,100円→900円

対象５名まで

大人
800円→720円
小・中学生400円→360円

5％割引

