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『会員証』のご提示で下記のサービスが受けられます♪ 

 

 

 

5 階 【中華料理】西安健菜キッチン ランチ&ディナー10%OFF 

【イタリアンレストラン】ピッツェリアドォーロ ローマ 
ソフトドリンク 1 杯サービス or バニラジェラート 

※お食事をご注文のお客様に限る 

【レストラン】アタリカフェ＆ダイニング 食事 or スイーツオーダーの方へ 200 円ドリンクサービス 

【和の台所】五穀 ミニあんみつ 1 つサービス 

【レストラン】沼津港かねはち ソフトドリンク 1 杯無料サービス 
3 階 

【靴＆バッグ修理・クリーニング】Ｒｉａｔ！ 靴・バッグの修理・クリーニング 10%OFF※一部対象外有 

2 階 【カフェ】セレクトアイ バイ セレクトアイカンパニー 平日のみ 10%OFF ※テイクアウトは対象外 

【カフェ】カフェ・ド・クリエ 「ケーキセット」を 500 円（税込）でご提供 

【コスメ】インデックス 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 セノバ店 パンツ裾上げ 1 本 200 円引き ※一部対象外有 
1 階 【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 
Ｂ1 

【食料品】しずてつストア セノバ店 
精算時に会員証の提示で 1,000 円（税抜）以上お買い上げ

の方に 10 ポイント進呈 
 【惣菜】とんかつ新宿さぼてん 全品 5%OFF 
 【イタリアンカフェ】エスプレッサメンテ イリー 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 
 

 

 

 

 

【アミューズメント】神明ボウル（静岡市葵区神明町 71-1） 貸靴 300 円無料 
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【1階-2階】  
【江戸前寿司】入船鮨 板前おまかせ一貫握りサービス 

【流れ鮨】日本初の流れ鮨 沼津魚がし鮨 板前おまかせ一貫握りサービス   
【寿司・和食】御食事処 大漁市場 ※2 階 握り・丼・定食 10％OFF ※ランチ除く 
【干物・珍味】入船一星 珍味（小）100 円引き 
【チャーハン】清水チャーハン食堂 お食事された方にミニサラダもしくは杏仁豆腐サービス 
【丼ぶり】清水みなと 漁師丼の店 お食事全品 100 円引き 
【寿司定食】清水港さかなや お食事全品 100 円引き 
【回転寿司】朝獲れ回転寿司 のぶちゃん 全品 10％OFＦ ※2,000 円以上ご注文のお客様 
【食事処】まぐろ一船買い問屋 バンノウ水産 お食事代金 20%OFF  
【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 
【とんかつ・弁当】とんかつ新宿さぼてん お会計より 5%OFF 
【浜松からあげ・コロッケ】竹泉 からあげ 1 つサービス又はソフトドリンク S サイズ 
  
【2 階】  
【ビュッフェレストラン】ジョーズ・キッチン お食事代金 5％OFF  

【健康居酒屋】しみず 魚 to 畑 
ランチ：コーヒーサービス 
ディナー：ファーストドリンクサービス 

【カフェ】This Is Cafe お会計より 5％OFF 

【ハンバーガー】マクドナルド 
ソフトツイスト通常 100 円→70 円 
※品切れの場合はドリンク S サイズ 30％OFF 

【エスニックフード】DELHI'S KITCHEN 
ソフトドリンク 1 杯サービス 
※700 円以上のお食事をされたお客様対象  

【ハンバーグ・ステーキ】潮風食堂 お食事 50 円 OFF 
【エスニック雑貨】MALAIKA 2,000 円以上お買い上げでノベルティをプレゼント 
【和雑貨・インテリア雑貨】 

Timeless Tender Japan 
税別 1,000 円以上お買い上げで、会計から 5％OFF 

【生活雑貨・雑貨アウトレット】tips スタンプカードポイント 2 倍サービス 

【ハンドメイド雑貨・服飾】Craft Market 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 ※チケット・書籍・DVD・お菓子類、一部セール商品除く 
  
【3 階】 
【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 

【遊戯施設】アミュージアム クレーンゲーム１プレイ無料 

【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 5,500 円 

（平日、土日祝、昼夜関係なく）※2 時間利用は最初の 1 時間が 5,500 円 
  

エスパルスドリームプラザ     



【新館・その他】 
【ジーンズ＆カジュアル専門店】ＪＡＣＫ 全品 10%OFF ※一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 

【インテリア家具・雑貨】BAYSIDE Calmo ポイント 2 倍サービス 

 

エスパルスドリームプラザオーレ  
 
 

【2 階】 

【フレンチレストラン】シェ・サツカワ 

【ランチタイム】※1 組 4 名様までご利用可能 
①A・B ランチ＋1 ドリンク（ソフトドリンク）サービス 
②5,000 円以上（税抜）のコース＋1 ドリンク（ソフトドリンク 
または赤 or 白ワイン）サービス 

【ディナータイム】 
①季節のコース 3,800 円（税抜）＋1 ドリンク（ソフトドリンク） 
サービス 

②5,000 円以上（税抜）のコース＋1 ドリンク（ソフトドリンク 
または赤 or 白ワイン）サービス又はコース料理 10％OFF 

【鉄板焼き】春団治 ドリンク 1 杯無料（アルコール含む）※一部除外あり 
【炭火網焼地鶏】うお鶏 単品ご飲食 15％OFF もしくは飲み放題の場合は延長無料 

【蕎麦】そば処利右衛門 おまかせ小鉢 1 品サービス 
 
※サービスの内容について条件のあるものもありますので、詳しくはスタッフにお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 

【カフェ】つむぎＣＡＦＥ 
島田市本通 3 丁目 6-1 

地域交流センター歩歩路２Ｆ 
500 円以上お買い上げで 30 円引き 

【イタリアン】 グラッパ 島田市本通 4 丁目 2-1 おび通り グラスワインまたはソフトドリンク 1 杯サービス 

【ラーメン店】 通りゃんせ 島田市日乃出町 1-14 ウーロン茶 1 杯サービス 

【和仏蘭西料理】 Le Chant(ﾙ・ｼｬﾝ) 島田市柳町（帯通り）9-12 ソフトドリンク 1 杯サービス 

【宝石・貴金属専門店】 かざりや 平林 島田市本通 6 丁目 7862 商品・修理・加工 500 円引 

【生花店】 Pepiement (ペピマン) 島田市栄町 2-11 生花 2,000 円以上お買い上げで 100 円引き 

【諸国きもの処・祭用品・和小物】 鈴菱 島田市本通 4 丁目 4-5 お買い上げ商品 10％OFF（一部を除く） 

【呉服の小売・レンタル】きものを創る 仲屋 島田市本通 4 丁目 1-6  留袖・訪問着レンタル料金 10％OFF 

【文具店】文房具オカダ 島田市本通 3 丁目 5-7 お買い上げ商品 10％OFF（※一部除外） 

【化粧品販売】みのるや 島田市本通 6 丁目 8366  島田サービスシール 2 倍 

 

島田市商店街             

オーレ藤枝             



 

 

 

【食品】丸一ひもの 三島市本町 1-9 干物のみ 5％OFF 

【和食】味彩たまるや 三島市本町 1-32 
お食事のお客様に限り、コーヒー1杯サービ
ス 

【うなぎ】 すみの坊 本町店 三島市本町 1-37 
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク1杯
サービス 

【和食・蒲焼】 高田屋 三島市本町 1-41 
お食事のお客様に限り、抹茶アイスクリー
ムサービス 

【フレンチレストラン】 Brasserie Mugi 3 三島市本町 3-8 
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク1杯
サービス 

【おもちゃ】 ミシマトイス 三島市本町 3-35 ジグソーパズル・パネル 10％OFF 

【骨董・リサイクル】 恵ぼし 三島市本町 3-35 1,000 円以上お買い上げで 10％OFF 

【スポーツ用品店】 ㈱三島屋スポーツ 三島市本町 3-36 10％OFF（サービス品は除く） 

【居酒屋】 旬彩さん太 三島市本町 7-12 お食事代金 5％OFF 

【和装・はきもの専門店】 すみれや 三島市本町 8-3 
全品 2,000 円以上お買い上げで 10％OFF 
（特価品を除く） 

【時計・宝飾・メガネ】 小坂 三島市本町 8-1 
全品 15％OFF（修理及び一部対象外商品あ
り） 

【地産地消の店】 ストランズ 三島市本町 9-3 500 円以上のお買い上げで 50 円引き 

【アロマ＆コスメ】 ステラ 三島市本町 11-1 

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 

【楽器】 やまがた楽器店 三島市本町 11-5 音楽教室 入会金 半額 

【婦人服】 つちくらセラビ 三島市本町 11-7 
10％OFF 
（ブランド品など、一部除外品あり） 

【刃物専門店】 ㈲杉山刃物店 三島市本町 12-3 10％OFF 

【イタリアンレストラン】 ボナペティ デリス 三島市本町 12-4 
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク1杯
サービス 

【リラクゼーション】 Body Trust 三島市本町 12-20 高田ビル 4 階 
新足圧両方体験（新規の方限定）20 分→500
円 

【化粧品店】 ㈱千歳屋 三島市本町 13-1 化粧品スペシャルクーポン進呈 

【鮮魚居酒屋】 三代目 魚貞 三島市本町 13-9 
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク1杯
サービス 

【中国広東料理】 抜天 三島市本町 14-11 
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 

【そば処】 ふくろく寿 三島市本町 14-27 
お食事のお客様に限り、ソフトドリンク1杯
サービス 

【フランス料理店】  

ハートフルダイニング おんふらんす 三島市本町 1-1 三島 NK ビル 1F 
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 

 

※ご注文時・会計時にカルチャー会員証をご提示ください。 

※会員特典は予告なく変更となる場合がございます。 

三島市 


