会員特典
2017 年春夏
『会員証』のご提示で下記のサービスが受けられます

新静岡セノバ
※会員特典は予告なく変更となる場合がございます

5Ｆ

ランチ 100 円引き・ディナー300 円引き

【自然食ビュッフェ】ぶどうの丘

【カフェ＆ダイニング】

※他サービス券との併用不可 ※ｼﾆｱ・小学生・幼児は 100 円引き

アタリ カフェ＆ダイニング

【中華料理】チャイニーズダイニング

チャオ

【イタリアンレストラン】ピッツェリアドォーロ

3F

ローマ

ランチ&ディナー8%OFF
ソフトドリンク 1 杯サービス or バニラジェラード
※お食事をご注文のお客様に限る

【そば・うどん・和食料理】三宝庵

ソフトドリンク 1 杯サービス

【和の台所】五穀

ミニあんみつ 1 つサービス

【マッサージ】西洋館

通常コース 15 分以上の方は、5 分延長※一部対象外有

【キッズファッション】くれよんハウス

専用ポイントカードポイント 2 倍
全品 5%OFF
ドリンク、杏仁豆腐、サラダ、ゴマ団子、春巻、5％OFF のいずれか 1 つ
パスタご注文の方に限り 1 皿につき、150 円ドリンク 1 杯
サービス。アイスミルクティーとクリームソーダは 100 円
※タイムサービス時以外
靴・バッグの修理・クリーニング 10%OFF※一部対象外有
新規入会で、ミニゲームプレゼント

【讃岐うどん】はなまるうどん

セノバ店

【横浜中華】チャーハン達人

【パスタ】パスタ屋一丁目

セノバ店

【靴＆バッグ修理・クリーニング】Riat
【おもちゃ】ボーネルンド

2F

ソフトドリンク 1 杯サービス

【カフェ】

セレクト アイ バイ セレクト アイ カンパ
ニー
【コスメ】インデックス

平日のみ 10%ＯＦＦ※テイクアウトは対象外
肌診断無料＆スキンケアサンプル進呈※要予約

【服修理】ママのリフォーム

1F
Ｂ1

セノバ店
パンツ裾上げ 1 本 200 円引き。※一部対象外有
【ワインショップ・ワインバー】ヴィノスやまざき セノバ店 蔵直ワイン 1 点限り 10%OFF※通常商品のみ
精算時に会員証の提示で 1,000 円（税抜）以上お買い上げ
【食料品】しずてつストア セノバ店
の方に 10 ポイント進呈（サービスカウンターで対応）
【惣菜】とんかつ新宿さぼてん

全品 5%OFF

【コーヒー豆・輸入食品】カルディコーヒーファーム

カフェカルディ（ドリップコーヒー）10%OFF
５％OFF
ドリンク 10%OFF※セットドリンク等他サービス券との併用不可

【惣菜】アジアンダｲニングサイゴン
【イタリアンカフェ】エスプレッサメンテ

イリー

静岡市内
【カラオケ】まねきねこ

静岡県各店舗

全会計より 20％OFF

ホテルシティオ静岡５F 和食【龍雲亭】

静岡市葵区伝馬町 1-2

季節のシャーベットサービス

神明ボウル

静岡市葵区神明町７１−１

貸靴 300 円無料

エスパルスドリームプラザ
※会員特典は予告なく変更となる場合がございます

１
階

【流れ鮨】日本初の流れ鮨

沼津魚がし鮨

【珍味】うみ丸
【寿司・和食】御食事処

大漁市場※2 階

【江戸前寿司】勇喜寿司
【丼ぶり】清水みなと

昼：板前おまかせ一貫握りサービス
夜：茶碗蒸しまたはミニサラダサービス※内容は選べません
2,000 円以上お買い上げでだしパック（200 円）相当プレゼント
定食 10%OFF
地魚１貫サービス※2,000 円以上ご注文のお客様

漁師丼の店

【寿司定食】清水港さかなや
【回転寿司】朝獲れ回転寿司

ごはん（酢飯）大盛り無料！※通常大盛りは＋100 円
全品 100 円引き

のぶちゃん

全品 10％OF

※2,000 円以上ご注文のお客様

まぐろ一船買い問屋 バンノウ水産

お食事代金２０％OFF

【珍味】珍味の海道屋

2,000 円以上お買い上げで、だしパック（200 円相当）プレゼント

【ビュッフェレストラン】はとばキッチン

会員証提示で 100 円引き

【由比のさくらえび かき揚げ丼】魚々楽（ととらく）

30 円引き ※丼もののみ

【とんかつ・弁当】とんかつ新宿さぼてん お会計より５％ＯＦＦ
【せんべい・いか焼・ソフトクリーム】いかせん本舗

いかやきお会計より 30 円引き

２
階

【コーヒーショップ】タリーズコーヒー

お好きなフレーバーシロッププレゼント

【ビュッフェレストラン】ジョーズ・キッチン

御食事代金 5％OFF
コーヒーor アイスクリーム 1 杯サービス

【手作り洋食・パフェバー】しみずひのでカフェ

【エスニックフード】DELHI'S

KITCHEN

そ
の
他

ソフトドリンク 1 杯サービス※カレー注文のお客様対象

スパ右衛門

麺類 50 円引き※セットメニュー・サービス品ご注文のお客様除く

【エスニック雑貨】MALAIKA

2,000 円以上お買い上げの方にノベルティを差し上げます

【カジュアル衣料・インテリア・服飾雑貨】

新
館

お客様に限ります

ソフトツイスト 100 円→70 円 またはナゲット 100 円※他
クーポンとの併用不可。期間限定商品は除く。

マクドナルド

３
階

※お食事をご注文の

orb

８％OFF ※セール品は除きます

【和雑貨・インテリア雑貨】TimelessTender

税別 1,000 円以上お買い上げで、会計から８％OFF

【生活雑貨・雑貨アウトレット】tips

1,000 円以上お買い上げのお客様全品 10％ＯＦＦ※一部セール品を除く

【ハンドメイド雑貨・服飾】CraftMarket

店内商品 5％OFF

【サッカーグッズ】清水サッカーショップ

全品 5％OFF

【ミュージアム・ショップ】ちびまる子ちゃんランド

一般大人・小人入場料 10％OFF

【こども向け遊戯施設】キッズパラダイス

小人 100 円引き

【フットサルコート】エスパルスプラザコート

フットサルコート 1 時間レンタル代通常 10,800 円→半額 5,400 円

【ジーンズ＆カジュアル専門店】

JACK

※チケット・書籍・DVD・お菓子類、一部セール商品除く

全品１０％OFF

※１部セール商品等除く

【靴】ABC マート

5,000 円以上お買い上げで 500 円 OFF・10,000 円以上お買い上げで 1,000 円 OFF
※一部対象外商品あり

観覧車ドリームスカイ

100 円キャッシュバック

【インテリア家具・雑貨】BAYSAIDE

Calmo

ポインﾄ 2 倍サービス

島田市商店街
※会員特典は予告なく変更となる場合がございます

【飲食業】つむぎＣＡＦＥ
【飲食業/（麵類）蕎麦・うどん】蕎麦処 岩井屋
【飲食業/居酒屋】島田

日之出町岡村のぼる

【小売業/宝石・貴金属専門店】
【飲食業/和食】

かざりや 平林

柿の木

【小売業/時計販売・修理・買取】

島田市本通 3 丁目 6-1
TEL 0547-35-2653

時計屋さん むらまつ
【飲食業/イタリアン】

グラッパ

【小売業/Flower Shop】
【飲食業/日本料理】

酒井生花店

お食事処 こいわ

【小売業/諸国きもの処・祭用品・和小物】
【飲食業/中華料理】

鈴菱

通りゃんせ

【小売業/呉服の小売・レンタル】きものを創る 仲屋
0【小売業/模型プラモデル】
【飲食業/ラーメン店】

少年科学社

麺屋 よかたい

【ｻｰﾋﾞｽ業/ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ】Salon
【飲食業/和仏蘭西料理】

de NIKI

Le Chant(ﾙ・ｼｬﾝ)

【小売業/文具店】株式会社

オカダ

【化粧品販売 資生堂・コーセー】

お肌のコンサルタント みのるや
【カフェ】din/g.place（ﾀﾞｲﾝﾌﾟﾚｲｽ）
【和食】食彩美酒

侘助

島田市本通り 3 丁目 6-1 歩歩路 2F
島田市本通 4 丁目 1-1
TEL 0547-37-253
島田市日之出町 2-4
TEL 0547-37-3792
島田市本通６丁目 7862
TEL 0547-37-5614
島田市本通 3 丁目 6-1
TEL 0547-35-6089

島田市本通 4 丁目 2-1 おび通り
TEL 0547-34-1611
島田市本通６丁目 2-6
TEL 0547-37-3702
島田市本通 4 丁目 6-7
TEL 0547-35-6557
島田市本通 4 丁目 4-5
TEL 0547-35-2908
島田市日乃出町 1-14
TEL 0547-36-1966
島田市本通 4 丁目 1-6
TEL 0547-37-3059
島田市本通２丁目 4-11
TEL 0547-36-4106
島田市本通 2 丁目 4-15-1F
TEL 090-4229-9339
島田市本通４丁目 1-16
TEL 090-4154-9058
島田市柳町（帯通り）9-12
TEL 0547-33-0103
島田市本通 3 丁目 5-7
TEL 0547-36-2626
島田市本通６丁目 8366
TEL 0547-37-2833
島田市本通 1 丁目 1-4 宮の小径
TEL 0547-35-5005
島田市本通 1 丁目 1-10 宮の小径
TEL 0547-37-1234

500 円以上お買い上げで 30 円引き
ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ（お汁粉又はｳｰﾛﾝ茶）ｻｰﾋﾞｽ
生ビール（小）又はソフトドリンク１杯ｻｰﾋﾞｽ
商品・修理・加工を 500 円引き
ソフトドリンク１杯サービス
掛時計・目覚まし時計 10％OFF、腕時計電池交換 20％OFF
１ポイントサービス
1,000 円以上お買い上げのお客様は 50 円引き
８％割引
10％OFF（一部特売品を除く）
ウーロン茶 1 杯サービス
留袖・訪問着レンタル料金 8％OFF
ポイントサービス 2 倍
100 円分ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ天然ｱﾛﾏ香水 30ml\12,000⇒\10,000
全ﾒﾆｭｰ初回のみ 30％OFF
ソフトドリンク１杯ｻｰﾋﾞｽ
お買い上げ商品 10％OFF（一部特売品を除く）
島田サービスシール２倍進呈
プチスイーツサービス
ソフトドリンク 1 杯サービス

アピタ島田店
※会員特典は予告なく変更となる場合がございます

１F
２F

【インストアベーカリー】

600 円以上お買い上げの方 5％引き

リトルマーメイド
【靴】

5,000 円以上のお買い上げで 500 円引き、10,000
円以上のお買い上げで 1,000 円引き※他割引きと
の併用不可

ABC-MART

三島市
※会員特典は予告なく変更となる場合がございます
1 時間無料※水曜日定休・短保・要予約・人数に限りがあります。
講座ご受講時に限ります

本町子育て支援センター
本町タワー併設駐車場
２F 珈琲館

三島本町タワー

丸一ひもの

三島市本町 1-9
TEL 055-975-2272
三島市本町 1-32
TEL 055-976-1211
三島市本町 1-37
TEL 055-975-0499
三島市本町 1-41
TEL 055-975-0495
三島市本町 3-8
TEL 055-973-3226
三島市本町 3-35
TEL 055-975-0092
三島市本町 3-35
TEL 055-971-2556
三島市本町 3-36
TEL 055-975-0936
三島市本町 6-34
TEL 055-975-2193
三島市本町 7-12
TEL 055-973-9888

和食 たまるや
うなぎ すみの坊 本町店
和食・蒲焼 高田屋
Brasserie Mugi 3
ミシマトイス
恵ぼし
（株）三島屋スポーツ
ヤマガタ薬局
旬彩さん太
和装 はきもの専門店 すみれや
時計・宝飾・メガネ 小坂
セラビ ラックス店
ストランズ

2 時間無料※ご受講時に限ります
セットメニュー、テイクアウト以外の食事と飲み物 50 円引き

三島市本町 8-3
TEL 055-975-1658
三島市本町 8-1
TEL 055-975-1345
三島市本町 8-2
TEL 055-973-5690
三島市本町 9-3
シャリエ三島本町プレミアム１F
TEL 055-943-7698

干物のみ 5％OFF
お食事のお客様に限り、コーヒー １杯サービス
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク１杯サービス
お食事のお客様に限り、抹茶アイスクリーム サービス
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク１杯サービス
ジグソーパズル・パネル 10％OFF
1,000 円以上お買い上げで 10％OFF
10％OFF （サービス品は除く）
お買い上げのお客様にフランスユリアーシュ温泉水 化粧品スキ
ンケアサンプル プレゼント
お食事代金 5％ＯＦＦ
全品 2,000 円以上お買い上げで 10％OFF （特価品を除く）
全品 15％OFF （修理及び一部対象外商品あり）
1 万円以上お買い上げで 10％OFF 2 万円以上お買い上げで 20％
OFF ・ 3 万円以上お買い上げで 30％OFF
500 円以上のお買い上げで 50 円引き

ステラ
やまがた楽器店
Body Trust
婦人服 つちくらセラビ
（有）杉山刃物店
ボナペティ デリス
（株）千歳屋
三代目 魚貞
中国広東料理 抜天
みしまプラザホテル
カフェレストラン セゾン
ふくろく寿
ハートフルダイニング
おんふらんす

三島市本町 11-1
TEL 055-975-3118

三島市本町 11-5
TEL 055-975-0207
三島市本町 11-5
紅屋ビル 1F
TEL 055-981-1616
三島市本町 11-7
TEL 055-972-8503
三島市本町 12-3
TEL 055-975-1296
三島市本町 12-4
TEL 055-983-0559
三島市本町 13-1
TEL 055-975-3646
三島市本町 13-9
TEL 055-950-8767
三島市本町 14-11
TEL 055-971-3789
三島市本町 14-31
みしまプラザホテル１F
TEL 055-976-2303（直通）

三島市本町 14-27
TEL 055-973-1157
三島市芝本町 1-1
三島ＮＫビル１Ｆ
TEL 055-991-5670

アロマトリートメント（60 分・初回 5,000 円）
次回使える 500 円の割引券をプレゼント
音楽教室 入会金 半額
新足圧療法体験（新規の方限定）20 分→500 円
10％割引 （ブランド品など、一部除外品あり）
10％OFF
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク１杯サービス
化粧品スペシャルクーポン進呈
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク１杯サービス
お食事のお客様に限り、杏仁豆腐・マンゴープリン 100 円引き
みしまプラザホテルポイントカード（プラカ）新規入会の方 100
ポイント（100 円相当）進呈
お食事のお客様に限り、 ソフトドリンク１杯サービス
お食事のお客様に限り、ノンアルコールシードル １杯サービス

静岡県内
【カラオケ】まねきねこ
※会員特典は予告なく変更となる場合がございます

静岡県各店舗

全会計より 20％OFF

