会員証提示による割引施設一覧表

２０１７年６月現在
島田榛北勤労者福祉共済会

次のところで共済会発行の会員証（カード）の提示により、割引等のサービスがご利用になれます。
区分

施設及び店舗名

住

所

等

割引等の内容

藤枝市田沼１－２３
藤枝四川飯店＆ガーデンズ
TEL 054-634-4000

焼津四川飯店＆ガーデンズ

焼津市西小川３－６－１
TEL 054-626-4000

焼津グランドホテル

焼津市浜当目１４８９
TEL 054-627-1121

中島屋グランドホテル

静岡市葵区紺屋町３－１０
TEL 054-253-1151

レストラン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

藤枝店、焼津店、榛原店、静岡店、静 商品購入時ドリンク（Ｓ）またはポテト（Ｓ）プレゼント
※ 会員と同伴者３名まで
※ 記載店舗以外は利用不可
ンター店

ケンタッキーフライドチキン 岡ＳＢＳ通り店、静岡草薙店、清水イ
日本料理「杉茶寮」

藤枝市青木２-３５‐３０ 小杉苑１Ｆ
TEL 054-641-3117

和喰感「味杉」

藤枝市駅前１－９－６
TEL 054-646-1331

おひさま食堂

榛原郡吉田町神戸2143-18
TEL 0548-23-9755

ランチ、ディナー料金５％割引（アルコールは除く）
※ 会員証提示で会員及び同伴者５名まで

静波スウィングビーチ

牧之原市静波２２２８－４３
TEL 0548-22-1717

レストラン食事料金１０％割引
※ 会員と同伴者４名まで

はなの舞

藤枝北口店
TEL 054-634-5700 飲食代の総額より１０％値引き
焼津南口店
TEL 054-621-5300 または、宴会コースなどコース代金から１人につき５００円引き
※ 会員証を会計へ提示のこと
浜松鍛治町店 TEL 053-413-6431
※ １組、１会計につき１回利用可
富士北口店
TEL 0545-66-2030
※ 他のサービスとの併用不可
富士宮駅前店 TEL 0544-21-0055

お
食
事 リンガーハット

静岡インター店

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）

食事の方に杏仁豆腐プレゼント
※ 会員と同伴者併せて３名まで
※ 他店舗での利用不可

ホテルセンチュリー静岡
（右記の５店舗）

静岡市駿河区南町１８－１
TEL 054-284-0111（代表）
各店10％割引
「中国料理 翡翠宮」、「日本料理
※ 他の割引との併用不可
花凜」、「鉄板焼 けやき」、「バー＆
※ イベント・プラン商品は割引除外の場合あり
ラウンジ エマイユ」、「オールデイ
ダイニング ＴＨＥ ＴＡＢＬＥ」

ホテルアソシア静岡

静岡市葵区黒金町５６
TEL 054-254-4141

飲食代金の総額５％割引（会員と同伴者何名でも可）
※ ホテル内レストラン７店舗全て対象
※ 正月・クリスマス期間及び梨杏オーダーバイキングは除外
会員証１枚につき板前お薦めの１品サービス
※ サービス内容は店舗により異なる

沼津魚がし鮨

静岡県内26店舗
※ 右記参照

清水魚市場河岸の市
まぐろ館／いちばん館

静岡市清水区島崎町149
TEL 054-355-3575

＜中部10店舗＞
アスティ静岡店、パルシェ６Ｆ店、流れ鮨静岡パルシェ店、新静岡セノバ店、
流れ鮨静岡石田店、流れ鮨清水ドリ－ムプラザ店、流れ鮨静岡鳥坂店、流れ鮨
藤枝店、流れ鮨藤枝駅南口店
＜西部４店舗＞
流れ鮨掛川店、流れ鮨浜松市野店、メイワン浜松店、空飛ぶ流れ鮨菊川店
＜東部13店舗＞
沼津港店、流れ鮨沼津店、流れ鮨沼津片浜店、流れ鮨三島店、三島駅北口
店、三島駅南口店、流れ鮨下土狩店、二代目魚がし御殿場店、流れ鮨アウトレッ
ト店、流れ鮨富士青島店、流れ鮨富士宮店、流れ鮨伊豆の国大仁店

会員特典、割引対象は店舗による
※ 利用内容は店舗に確認のこと（利用前に会員証を提示）

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

食事代金５％割引（アルコールは除く）
※ ５名まで

島田市道悦1-13-24
TEL 0547-36-7800

飲食代金の総額より10％割引
※ 他のサービスとの併用不可

贈り物の店コンツナ

藤枝市岡出山2-10-22
TEL 054-641-6543

総合ギフト用品
※ 会員価格販売

㈱島村謄文堂
どうぶんどう工房

藤枝市田沼1-15-8
TEL 054-635-1305

現金購入で通常価格から５％割引

県内各店

定価販売の商品に限り10％割引（現金支払いのみ）
※ 250円割引券との併用不可

メガネトップ・眼鏡市場

県内各店
TEL 054-275-5001

眼鏡・コンタクトレンズ店舗表示価格より５％割引
※ 補聴器・販売備品は除外及びその他の割引券との併用不可

㈱メガネスーパー

全国各店
TEL 0120-209-060

メガネ、サングラス、コンタクト、補聴器を10％割引
※ 特価品を除く

藤枝市善左衛門２-１９-８
TEL 0120-39-6460

人間ドック（日帰り）基本コースを税込価格から２,０００円引き
※ 会員及び登録同居家族が対象

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

１日人間ドック、脳ドック及びスペシャルドック2,160円引き

島田市野田１６８９
TEL 0547-37-4539

月会費5,040円→４，０１０円

島田市田代の郷温泉
「伊太和里の湯」

島田市伊太８８-１
TEL 0547-33-1148

大人（４時間）５１０円→４５０円
小人（４時間）３００円→２７０円
※ 施設利用券との併用不可

接岨峡温泉会館「接岨の湯」

榛原郡川根本町梅地175-2
TEL 0547-59-3764

入浴料金及び入浴休憩料金の大人、小人料金から各１００円引き
※ 他の割引きとの併用不可
会員及び同居家族対象

蓬莱の湯

島田市旭2-1-30
TEL 0547-34-4126

笑福の湯

焼津市柳新屋241-1
TEL 054-620-4126

平日８２０円→７２０円
土日祝日９３０円→８３０円
「ボディケア」、「足つぼ」、「エステ」、［あかすり」各コース４０分以上利
用の場合５００円引き
※ 会員証提示同時入館２名まで対象

つま恋リゾート彩の郷
森林の湯

掛川市満水２０００
TEL 0537-24-9808

大人（中学生以上） １，０８０円→１，０００円
小人（小学生以上） ５４０円→５００円
※ 小学生以下無料
※ 会員本人を含む４名まで対象
※ 入園料及び駐車料金２時間まで無料

お はとばキッチン
食
事 バーガーキング島田店

買
ＳＰＯＰＩＡシラトリ
物

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

健 聖隷健康サポートセンター
康 Shizuoka
島田市総合スポーツセンター

ローズアリーナ

大人入館料

平日６７０円→６２０円
土日祝日７７０円→６２０円
「ボディケア」、「足つぼ」、「エステ」、［あかすり」各コース４０分以上利
用の場合５００円引き
※ 会員証提示同時入館２名まで対象
大人入館料

温
泉

静岡市駿河区古宿２９４
※ 風呂・宴会等の問合せ
大江戸温泉物語
TEL 054-237-4126
「すんぷ夢広場天下泰平の湯」
※ 宿泊の問合せ
TEL 054-237-0268（9時～21
時）

①日帰り入浴 タオルセット無料（会員のみ）
②日帰り宴会プラン ４，３２０円より（４名以上）
飲み放題（１，５００円→１，０００円）
③宿泊の場合、岩盤浴無料

柚木の郷

静岡市葵区長沼577
TEL 054-261-1101

入泉料 平日９１８円、土日祝日１，０２６円→８３５円（税込）
薬石健美房（岩盤浴） １，０８０円→９８５円（税込）
※ 会員のみ対象

静岡市美術館

静岡市葵区紺屋町１７-１
TEL 054-273-1515

展覧会観覧一般料金→団体料金
※ 対象は会員と同居家族

藤枝市前島１-７-１０ Ｂｉｖｉ藤枝４Ｆ
TEL 054-668-9511

６月・11月は窓口料金１，１００円、３Ｄ作品１，４００円
※ 共済会施設利用券併用可
他の月は会員証１枚につき１名のみ１，８００円→１，６００円
※ 共済会施設利用券との併用不可

静岡市葵区七間町１７
TEL 054-252-3854

会員証１枚につき１名のみ１，８００円→１，６００円
※ 共済会施設利用券との併用不可

藤枝市下当間６５２
TEL 054-641-8381

１ゲームに付き100円引き
※ 他の割引との併用不可
※ 袋井・浜岡グランドボウルも利用可

静岡市葵区神明町71-1
TEL 054-271-2417

ボーリング 大人６００円→４５０円
※ ４名まで

掛川市満水２０００
TEL 0537-24-9808

デイチケット 大人（中学生以上） ２，３００円→１，９００円
小人（３歳以上） １，３００円→１，０００円 ※ ２歳以下無料
※ 会員本人を含む４名まで対象
※ 入園料及び駐車料金無料

娯 藤枝シネ・プレーゴ
楽
・
映 静岡東宝会館
画
館 藤枝グランドボウル
神明ボウル
レ
ジ つま恋リゾート彩の郷
ウォーターパーク
ャ
ー

高校生以上４００円→３５０円

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３Ｆ
TEL 054-354-3360

通常入館料から１００円引き
※ ５名まで

森町体験の里 アクティ森

周智郡森町問詰１１１５-１
TEL 0538-85-0115

体験料金の10％割引

沼津市内浦長浜３-１
TEL 055-943-2331

入場料（５名まで対象）
中学生以上２，２００円→１,８００円
４歳～小学生１，１００円→９００円

レ
ジ 伊豆三津シーパラダイス
ャ
ー 黄金崎クリスタルパーク

入館料

大人８００円→７２０円
小・中学生４００円→３６０円

下田海中水族館

下田市3-22-31
TEL 0558-22-3567

大人２００円引き
小人１００円引き

下田ロープウェイ

下田市本郷１-３-２
TEL 0558-22-1211

大人１００円引き
小人５０円引き

藤枝校、静岡校、パルシェ校、遠鉄
校、浜松校、イーラde沼津校

入会金無料（会員のみ）
入会金半額（会員の同居家族）

講
ＳＢＳ学園
座

宿
泊

賀茂郡西伊豆町宇久須２２０４－３

寸又峡の宿

翠紅苑

榛原郡川根本町千頭279
TEL 0547-59-3100

宿泊料金休前日５％引き、平日10％引き
※ 直接予約の方のみ（旅行エージェント等を除く）

寸又峡の宿

光山荘

榛原郡川根本町千頭318-2
TEL 0547-59-2302

宿泊料金の10％割引（ネット予約を除く）

静波スウィングビーチ

牧之原市静波２２２８－４３
TEL 0548-22-1717

１泊朝食付き料金（大人１名）
平日７,９８０円→５,６００円、休前日９,９８０円→７,１８０円
※ 会員及び同伴者４名まで

ホテルオーレ

藤枝市前島１-3-1
TEL 054-634-0001

宿泊料金定価より１人５００円割引（５名まで）
※ 予約時に会員である旨をお伝えください。

焼津グランドホテル

焼津市浜当目1489
TEL 054-627-1121

中島屋グランドホテル

静岡市葵区紺屋町3-10
TEL 054-253-1151

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

TEL 0547-46-3131 国内フレンドツアー→旅行代金の５％割引
TEL 054-273-3100 （謝恩企画商品は除く）
※ 会員と同居の家族対象
TEL 053-456-0901

本社営業所
静岡営業所

国内アンビア倶楽部→旅行代金の５％割引
TEL 054-620-7725 海外アンビアクラブ→旅行代金の３％割引
TEL 054-283-1351 （謝恩企画商品は除く）
※ 会員のみ対象

旅 アンビ・ア ツアーズ（全店）
行
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
TEL 054-634-1201

宿泊基本料金10％割引（ろうきんマイプラン）
※ 会員証提示により１グループ５名まで
※ 他の割引等と併用不可

国内オレンジツアー→旅行代金の５％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
※ 会員のみ対象

上記の施設以外にも、会員証（カード）の提示により全国のいろいろな施設で利用料割引等の特典がご利用になれます。
詳細は、一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福センター）のホームページ「サービス」をご覧ください。
全福センターホームページ（ＵＲＬ）

https://www.zenpuku.or.jp/

