いばらきシニアカード
協賛店舗
舗［施設
［施設］

お店によって，

優待内容に利用条件があります。
また、優待内容は変更になる場合があります。
詳しい優待内容はホームページをご覧ください。

地域別 平成30年3月9日までに登録のあった情報です。

県内広域店舗
店舗名

（

）の数字は店舗数、50 音順

優待内容

店舗名

優待内容

AOKI（15）

5%割引（除外品有り他）

北関東綜合警備保障（2）

HOME ALSOKみまもりサポート成約で、5千円キャッシュバック

あさ川（41）

毎週土・日は5%引き

中央労働金庫（22） 年金受取口座変更により、ロッキーボールペン等を贈呈

イオン（12）

毎月第3日曜日は5%引き（除外品有り他）

筑波銀行（132）

抽選で茨城県産品を2ヶ月に1回プレゼント（各回30名様）

茨城県信用組合（54）

新規貸金庫契約時、最大3ヶ月貸金庫手数料無料

出羽屋（8）

毎月15日は、ふれあいカードポイント2倍進呈

茨城トヨタ（48） 車検・点検利用で、トヨタ博物館カレー1人前プレゼント

ときわ書店（8）

中古商品5%割引

茨城日産自動車（39）

車検整備・定期点検・一般整備・部用品販売5%割引

ドコモショップ（7） ※各店舗にお問合せ下さい

うさちゃんクリーニング（89）

20%割引（Yシャツ・特殊品を除く）

ドミノ・ピザ（11） 10%割引（他の割引と併用不可）

auショップ（28） ※各店舗にお問合せ下さい

トヨタカローラ南茨城（27）

車検・点検・修理利用で、粗品進呈

回転寿司かね喜（6） 毎月7日は会計より3%引き

とりせん（10）

毎月第3・最終木曜日、本体価格1千円以上購入で5%割引

かつ太郎（7）

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

バーミヤン（13） 合計金額（税抜）より｢プラチナポイントカード｣発行

桂不動産（13）

来店時、粗品プレゼント

POLA（26）

亀印製菓（29）

商品5%割引

POLA THE BEAUTY（3） ハンドトリートメントをサービス、もしくはスキンケアサンプルをプレゼント

ハンドトリートメントをサービス、もしくはスキンケアサンプルをプレゼント

カラオケバンバン（26） 室料10%引き、フリータイムは5%引き

はせがわ（4）

きくち（11）

バースデーケーキ購入時、スタンプカード3倍

はんこや平安堂（4） 1,000円以上購入で、5%引き

くすりのマルト（10）

月1回シニアデーは、3千円毎に150円分引き（5%相当）

ばんどう太郎（26） 会食金額より1名50円引き、最大200円引き

クリーニング専科（82） 毎月「8」の付く日は8%割引
牛角（7）

月～木曜日は会計5,400円以上で500円割引（1組お一人のみ）

初回来店時、仏壇10%引き神仏具5%引き等（除外有り、H29/4/1～）

坂東太郎 総本店（5） 会食金額より1名50円引き、最大200円引き
東日本宇佐美（12） ガソリン店頭表示価格より2円引き

ケーズデンキ（35） 指定の消耗品が表示価格より5%引き

ビッグエコー（16） 一般料金より全日室料30%引き

ケーヨーデイツー（10） 2,000円以上現金購入で、5%キャッシュバッククーポン券進呈

墓地情報センター（7） 最低5%割引又は付属品サービス

古河ヤクルト（27） センター及び会社に来店し1千円以上購入で「ヤクルト400」1本サービス

マクドナルド（80） コーヒー（ホット･アイス）Mサイズを100円にて提供（本人のみ）

コスモ石油販売東関東
カンパニー（11）

車検1,000円引き、手洗い洗車540円引き

マミークリーニング（18） 1,000円以上の利用で、50円引き

コヤマ薬局（7）

1,000円以上の購入で、健康関連のプレゼント

丸亀製麺（22）

サカイ引越センター（3）

引越料金20%割引他

水戸信用金庫（66） リフォーム、マイカーローンの金利を割引

佐川急便（8）

規定運賃から100円割引、県下営業所持込で更に100円割引

水戸ヤクルト（32） センター来店1千円以上購入で「ヤクルト400」1本サービス（13：00～16：00）

会計より50円引き（「釜揚げの日」併用不可他）

ザ・クリーニング（6） 1,000円以上の利用で、50円引き

めぐみや（11）

毎月10・20日は、ポイント2倍押印

サンユーストアー（17） シニアサービスデーは、買物優待又はポイント優待

メガネスーパー（10）

眼鏡、コンタクト、補聴器購入で通常価格から15%割引（除外品有り）
眼鏡、コンタクト、補聴器購入で合計金額より5%割引（除外品有り）

シダックス（9）

ルーム料金20%、フリータイム10%、各種パック料金10%割引

メガネストアー（22）

しゃぶしゃぶ温野菜（8）

各種食べ放題コース500円引き等（本人のみ）

メガネハット（20） メガネ類は10%引き、補聴器は5%引き

常陽銀行（117） 「おつきあいの覚え書きノート」を贈呈等

メガネのクロサワ（12） 眼鏡10%引き、補聴器5%引き（除外品有り）

紳士服コナカ（16） 店頭価格から5%割引（除外品有り他）

山新インテリアショップ（6）

スーパーマルト（11）

結城信用金庫（23） 窓口における取扱手数料5%割引等

月1回シニアデーは5%割引

1点税込29,800円以上購入で、5%割引等

すぎのや本陣（18） ポイント2倍サービス

ゆにろーず（10） 土・日・祝日は、500円以上の注文で1組につきドリンクバー1人前無料

すぎのや本陣雅庵（3） ポイント2倍サービス

夢庵（9）

合計金額（税抜）より｢プラチナポイントカード｣発行

すたみな太郎（8） 食事代から5%割引、1組4名様までソフトドリンクサービス

吉野家（26）

食事利用で、みそ汁1杯無料提供（1組4杯まで）

スポーツオーソリティ（5） 全日5%割引、毎月20・30日は10%割引

竜ヶ崎ショッピング
センターリブラ（15）

毎月5・15・25日は各専門店でオリジナルセール実施

セイブ（16）

ロングライフ（4） 介護用品購入1千円毎に1ポイントがたまるスタンプカード進呈

毎月15日は、購入金額の5%割引（除外品有り）

綜合警備保障（7） HOME ALSOKみまもりサポート成約で、5千円キャッシュバック
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県

北

地

域

日 立 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

あおい化粧品

初回7千円以上購入で、買い物券200円分プレゼント

TAO

1,000円以上購入で、10%割引

阿里山

1,500円以上購入で、1品プレゼント

田所理容所

平日100円割引（予約の方のみ）

あんず通りの菓子
工房 グランイル

3,000円以上購入で、弥栄日和1枚サービス

天龍

10%割引

いえつなぎ

リフォーム工事費5%割引

Dog P・サロン BU

2,000円以上のトリミングで、200円割引

イトーヨーカドー日立店

毎月20日は5%割引（専門店は対象外他）

トミーズとみや館 利用時、カラオケ2曲サービス

いちかわ

2千円以上購入で、お菓子1個プレゼント

とんかつとんこう 1,000円以上利用で、5%割引

王将鮨

4千円以上のコース料理注文で、生ビール（小）サービス等（本人のみ）

日工自動車

毎月11～20日は、エンジンオイル交換が1,000円

大高かおる堂

毎月15･30日は1千円以上購入で、ポイント2倍

パルシステム茨城金沢店

毎月第3水曜日2千円（税込）以上で、卵10個入りパックをプレゼント

小川屋酒店

2,000円以上購入で、粗品プレゼント

日立市かみね動物園 入園無料（本人のみ）

奥日立きららの里 入場料無料（本人のみ）

日立電池商会

1,000円以上購入で、粗品プレゼント

海鮮茶屋 濱膳

食事注文で、ソフトドリンク1杯サービス

美容室ココワ

要支援1以上の方は、施術内容10～30%割引等

隠れ菴忍家 日立店

飲食代8%割引（1組お一人のみ、割引上限2千円まで他）

宏美屋時計店

時計、宝石、メガネ20%割引

ペットショップあんあん

トリミング料金5%割引
スープ注文時、ライスには｢しらすバター｣、パンには｢バター｣をサービス

隠れ菴忍家 常陸多賀店 飲食代8%割引（1組お一人のみ、割引上限2千円まで他）
菓匠 たけだ 鮎川店

購入時にポイントカード2個増量

ベリーベリースープMEGA
ドン・キホーテ日立店

菓匠 たけだ 田尻店

購入時にポイントカード2個増量、指定エリアへの配送無料

ベルフローリスト 購入時、季節の花1輪プレゼント

かぞく亭

食事注文で、コーヒー1杯サービス

ミスター酒屋さん 2,000円以上購入で、粗品進呈

カットハウス･テルウチ 調髪3,700円を3,400円で優待

宮田商会

新車自転車購入時、防犯登録サービス

カットハウスフレンド

カット料金の割引

宮本米穀店

米10キロ購入で、粗品進呈

かっぱ寿司日立多賀店

108円商品を1品サービス

民宿 千奈

宿泊で、5%現金還元

川﨑サイクルモータース

新車（自転車）購入時、5%割引

メイクブティック白雪姫

2,000円以上購入時、日立市内無料配達

ギャロップ バイク専門店

バイク購入時の登録手数料、整備点検手数料を無料サービス等

メンズサロン ヨコカワ カット代金700円引き

久慈浜みなと寿し 食事注文で、地魚の握り2貫サービス

ライフクリーンサービス

10%割引

クロワッサン

毎月10・20・30日は、ポイント2倍サービス等

拉麺ほそや

ラーメン注文で、味玉又は温泉玉子1つサービス

国民宿舎鵜の岬

レストランしおさい：食事注文でソフトドリンク1本サービス

リオネットセンター日立

補聴器本体8%割引、補聴器修理も8%割引

コトブキ薬品

50ポイントから景品交換、毎月1日は10%割引

理容オカモト

1千円でスタンプ1個、20個で20個分の3%返還

サロン ティラ

シワ・タルミ・リフトアップ集中コース、痩身コース50%割引（平日10：00～16：00）

理容オリオン

飲食物、マッサージサービス

澤畑モータース

修理・点検・整備時、粗品プレゼント

理容クロサワ

利用時、保湿パック（フェイシャルパック）を無料サービス

しらすパーク

2,000円以上購入で、粗品プレゼント

理容・美容 サロンドヒロシ カットのみ、通常料金より300円引き

鈴和自動車工場

整備価格より8%割引（他の割引企画との併用不可）

理容プリンス

第2、第4月曜日はポイント2倍

鈴和自動車 中古車センター

車販売価格より8%割引（他の割引企画との併用不可）

理容ワタナベ

調髪1割引

ステーキガスト 日立多賀店

合計金額（税抜）より｢プラチナポイントカード｣発行

Rem美容室

カット200円引き、パーマ・カラー300円引き

炭火炙り忍家 日立田尻店

飲食代8%割引（1組お一人のみ、割引上限2千円まで他）

和食 みさと

食事注文で、ワンドリンク無料サービス

蕎麦処 まち庵

食事注文で、自家製あんこのお汁粉等1点サービス

和洋食菜まんてん 食事注文で、小鉢1品サービス

タイヤセレクト日立 商品購入で、ティッシュボックスプレゼント

WonderREX日立田尻店

毎週月曜日のシニアデーは、1000円以上購入で200円引き

常 陸 太 田 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

あい吉

5～8%の割引

介護支援センター ハートランド 毎週日曜日は商品購入で、ポイント2倍サービス

大和田時計本店

時計10%割引、メガネ20%割引、補聴器10%割引等

木村屋菓子舗

和菓子10個以上購入で、まんじゅう1個とお茶サービス

小倉屋食堂

特製デザートプレゼント

九州紀行味斗 常陸太田店

飲食代8%割引（1組お一人のみ、割引上限あり）
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常 陸 太 田 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

久米クリーニング スタンプ2倍サービス

西山の里 桃源

ソフトクリーム、茶室利用100円割引

ケーキの店 あひるの工房café

通常デザートセット700円→600円

ハートライン アユデン 購入で粗品進呈

ゴトーデンキ

5%割引、出張料無料

フジ自動車整備工場 車検時オイル交換無料（トラック除く）

DAMA HAIR

カット料金が平日のみ30%割引

ヘアサロン イトウ

ポイント2倍サービス、初来店時には粗品プレゼント

直売店 にじいろのたね 来店時ポケットティッシュプレゼント

ぽーすぽろすamiya ポートレート撮影料無料

なごみ弁当 常陸太田店 初回1食無料、アレルギー・刻み食・おかゆも無料対応

ラ・ヴェルデ

料理1品注文で、1ドリンクサービス

納豆工房

竜神大吊橋

5名様まで団体割引にて優遇

商品購入で「しあわせの常陸野和っふる」1個プレゼント

高 萩 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

かっぱ寿司 高萩店

108円商品を1品サービス

大衆割烹 武子

食事利用で、生ビール又はソフトドリンク1杯サービス

カシムラオート

車検時オイル交換無料及びその後1回無料交換

福田畳店

5%割引

左貫園

毎月5・15・25日は、購入毎にサービス券5倍

WonderREX高萩店 毎週月曜日のシニアデーは、1000円以上購入で200円引き

北 茨 城 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

五浦観光ホテル

1泊2食付宿泊時、基本宿泊料10%引き

風月堂菓子舗

1千円以上（税抜）購入で、手作り菓子プレゼント

割烹旅館 さらしな

宿泊でビール又はソフトドリンク1本サービス

升田屋呉服店

購入金額に応じて、ますだやポイント2倍

隠れ菴忍家 北茨城店

飲食代8%割引（1組お一人のみ提示、割引上限2千円まで他）

マリーン・ランチ

当店用シニアカードを進呈、ポイントで特別プレゼント

ガラス工房SILICA サンドブラスト体験100円割引
北茨城市漁業歴史資料館
「よう・そろー」

まるたか観光旅館 1泊2食付宿泊で日本酒又はジュース1本サービス等

入館料一般300円→200円（本人のみ）

まるみつ旅館

宿泊時、ワンドリンクサービス

食彩 太信

5%引き

やまに郷作

宿泊時、ソフトドリンク1本サービス（本人のみ）

タカシマタイヤサービス

タイヤ購入で、オイル交換サービス

ユーアップ磯原教室 入会金を半額、授業料1,620円を33.3%割引等

野口雨情記念館

入館料割引（310円→団体料金260円）

Yショップふじや

秀寿司

食事利用で、コーヒーを100円で提供

3千円以上購入で、ワンドリンクサービス

ひ た ち な か 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

あぢま 本店

来店者全員にデザートサービス

海鮮レストラン浜辺 レストランドリンクメニュー全品100円引き

飯村ストアー

1千円以上購入でスタンプ1個押印、5個で赤飯等1個プレゼント

カーレポ ひたちなか工場

無料査定、買取価格10%UP、中古部品3千円以上購入で500円引き

伊勢増 勝田笹野店

毎月15日は5%割引（酒類は除外）

かしむらフォトスタジオ

写真撮影で、手札判フレームプレゼント

伊勢増 那珂湊本店

毎月15日は5%割引（酒類は除外）

勝田パークボウル 貸靴代300円を100円割引

いばらきコープひたちなか店

毎月15日は購入総額から5%割引

カットサロンイソザキ

調髪のみ200円引き

インターフェース 毎月のレンタル料金割引（3,300円→3,000円）等

カフェ ネイブル

食事利用で自家製シフォンケーキプレゼント

インテリアDo

購入時、カーテンハギレ布プレゼント

カフェレストランLUCU

注文で、延命茶（健康茶の一種）サービス

ウチダデンキ

家電品購入で、粗品プレゼント

川﨑電機商会

購入に応じてTカードポイント5倍+縁起のいいまちバッチ進呈

梅原洋品店

ポイント2倍サービス

菊池寝具店

商品購入で5%割引（除外品有り）

江戸屋菓子店

3,000円以上購入で、お菓子1個プレゼント

桔梗屋本舗

マドレーヌ10個以上購入で、マドレーヌ1個プレゼント

おしゃれの店カタオカ

婦人服・その他10%割引

喰い道楽 すみよし

毎月15日（平日のみ）は特別メニューを1,500円で提供

オム ひたちなか店

加工、修理時 10%割引

グリエ 欧風菓子工房

購入時、おまけのクッキー等焼菓子プレゼント

海鮮すし 海花亭

茨城の魚「平目の握り」1貫サービス

げんぼや

ポイント2倍

海鮮処 海門

海鮮丼100円引き

国営ひたち海浜公園 プレジャーガーデンのりもの券1,100→900円（5セットまで購入可）
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ひ た ち な か 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

酸素カプセルサロン ファミーユ 酸素カプセル利用料金20%割引

根本自動車鈑金塗装 修理工賃1万円以上で、1千円割引

小口写真事務所

撮影料10%割引

はらや旅館

宿泊時、ワンドリンクサービス（本人のみ）

小松洋服店

制服購入で、3年間その制服の寸法直しを無料サービス

はくほう堂

4,000円以上の印鑑購入で、朱肉プレゼント

コンビニエンスまるや

たばこ1カートン購入で、粗品プレゼント

古市材木店

手すり取付工事5%割引

サザコーヒー本店 500円以上購入で、本日のコーヒー券1枚

フェルデンクライス順敷堂 施術料、レッスン料5%割引、出張施術は出張費無料等

サロン・ド・エール 利用時、粗品進呈

ヘアピット

新規購入時全商品10%割引、医療用ウイッグ5%割引等

三和米穀店

お米購入時、お米ポイント2倍

穂苅ファイナンシャル
プランナー事務所

相談時間120分：5千円 →3千円、ライフプラン作成：3万円→5千円

シフォンケーキ工房 樹里

2,000円以上購入で、5%割引

ポニー美容室

通常カット料金より500円割引、ポイント1.5倍

しゃぶしゃぶ三味巴
ひたちなか昭和通り店

飲食代8%割引（1組お一人のみ、上限割引有り他）

マリコハウジング 成約で本体工事価格3%割引

蕎麦酔郷 山女魚

会計金額合計5千円以上で、500円割引券進呈

みなと観光ホテル 正規宿泊料金の10%引き

ソフトバンク ファッション
クルーズひたちなか

ノベルティー進呈

宮辰商店

毎日、わかめ、海苔、ひじきを割引サービス

ちゃあしゅう屋孫目店

会計金額合計より5%割引

モンシェリ カノウヤ

毎週火・土曜日ポイント2倍

チャイナ六国

1,000円以上の食事利用で、100円引き

焼肉きんぐひたちなか店

食べ放題メニュー500円引き

つるやホテル

夕食時、ワンドリンクサービス

やすらぎの宿 海楽

宿泊の食事時、ウーロン茶1杯サービス（本人のみ）

飛田商店

ご来店のお楽しみ

山甚道場

食事注文で、ドリンク1杯サービス（種類限定）

飛田時計店

定価より20%割引（除外品有り）

山藤工業

自動車車輌購入でガソリン満タン、一般修理車検の工賃10%割引等

とんこつ家

各種ラーメン注文で、味玉（半熟卵）1個サービス

リオネットセンター茨城

補聴器本体特別価格販売、電池・アクセサリー用品10%割引

どんべえ ひたちなか店 会計5,400円以上で500円割引（月～木曜日限定他）

リカーハウスめるかあと

全商品5%割引、無料配達

肉の丸新

理容クマガイ

理容代金より100円引き

ニコニコマッサージ ※お問合せ下さい

Relax & Hair Audrey

年齢に応じてカラー、シャンプー&ドライなど割引

西野商店

ワイモバイル ファッション
クルーズひたちなか

ノベルティー進呈

毎月5･15･25日はポイント2倍進呈

毎週水曜日10%割引（除外有り）

常 陸 大 宮 市
店舗名
赤い紙風船

優待内容

店舗名

優待内容

ラーメン注文で、餃子2個無料サービス

ホテル鮎亭

宿泊料5%引き

大越 理容室

オプションメニュー10%割引

保険クリニック
常陸大宮ピサーロ店

保険相談で、選べる生活雑貨プレゼント

カフェ バンホフ

ドリンク50円割引

御城展望台

入館料2割引

桧山マッサージ針治療院

※お問合せ下さい

道の駅常陸大宮 かわプラザ

「常陸亭」での食事時、ソフトドリンク又はコーヒー1杯サービス

美容室 アウラ

初来店時、粗品プレゼント、10%割引（除外品有り）等

やまぶん 大宮支店

レジにて更に5%引き、ちょこっとプレゼント有り

那 珂 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

アイオート 那珂店

車検時の車引取り、納車サービス

寝装 なかふじ

総額割引制度有り、見積り配達無料

アミューズメントパーク
ドリームランド

メダル1千円分（300枚）購入で、プラス50枚サービス

瀬谷モータース

オイル、オイルエレメント交換200円引き、車検整備代2千円割引等

居酒屋 ひろ

食事注文で、ワンドリンクサービス

蕎麦 五楽亭

5%割引

小薗建設

リフォーム工事代金より5%引き

そよかぜ薬局

当薬局主催の健康体操教室に無料参加等

お仏壇のまつや 那珂店 店内商品10%引き（除外品有り）等

チェリー館うどんや 半径3㎞以内は1名様より、3～7㎞以内は3名様より送迎

カットスペースウイング

寺門米店

メニュ価格より10%引き

お米5㎏以上購入で、サービスシール2倍

グリーンふるさと 物産センター 500円以上購入につき5%割引（除外品有り）

ビストロ&カフェペシュー 食事注文で、ケーキ又はアイスクリームプレゼント（本人のみ）

ご馳走本舗益益 那珂店 飲食代8%割引（1組お一人のみ、割引上限あり）

常陸乃国 かぐや姫

会計金額合計より5%割引

さかいや

毎月15日（定休日の時は翌日）5%割引

ひばり理容室

自宅から当店までの送迎無料

さとう写真店

金婚記念&生前終活写真2割引（出張料無料、要予約）等

美容室ZIP

素敵なプレゼント進呈
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那 珂 市
店舗名
藤咲薬品

優待内容
毎月「8」の付く日の購入で、奉仕券3倍サービス

店舗名

優待内容

宮内石油

ガソリン店頭表示価格より、2円/ℓ引き

ヘアーアトリエ･Fujita 利用時にドリンクサービス、近隣の方は送迎無料

メガネパレス 那珂店

メガネ、レンズ1組1万円以上（税抜）購入で、10%割引

ヘアーサロン マインド コーヒー又はお茶等のサービス

レストラン アシェット 食事注文でノンアルコールのグラスワイン1杯サービス（本人のみ）

ヘアーショップマ・スリーク

和風食事処 三亀

総合調髪時、オリジナルリラクゼーションメニューサービス

会計金額合計より5%引き（宴会は除く他）

東 海 村
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

自然食のお店 ひなた畑 オリジナルティー1杯サービス

美容室TISS

約5～10分のヘッドスパサービス

鈴木ハーブ研究所 ポイント2倍

メガネパレス 東海店

メガネ、レンズ1組1万円以上（税抜）購入で、10%割引

高野好見畳店

6帖以上の畳工事注文で、注文金額から2千円割引

山一塗装

見積り金額から3%割引

橋本機工金物

毎週火・金曜日に1千円以上（税別）購入で、5%割引

大 子 町
店舗名

優待内容

オートキャンプ場 グリンヴィラ 宿泊者に粗品進呈

店舗名

優待内容

橋本屋旅館

宿泊料金10%割引

奥久慈憩いの森

第3土曜日の宿泊料金（1泊）大人1,450円を半額725円

びようしつ クリップ

シャンプー1,000円（税別）を500円（税別）

奥久慈しゃも生産組合

1,500円以上購入で、100円割引又は卵1パックサービス

ファミリーショップ タチカワ

毎週木曜スタンプ2倍、商品本体価格1千円以上購入で粗品プレゼント

奥久慈膳所ゆうゆう 川魚料理1品サービス

フォレスパ大子

入館料100円引き（夜間割引無し）

奥久慈茶の里公園 料金10%割引

袋田温泉思い出浪漫館

宿泊・宴会利用でワンドリンクサービス

お食事処 和

会計金額合計より10%引き

袋田の滝

袋田の滝トンネル利用料50円割引

割烹千石

食事注文で、デザート1品サービス

まごころ弁当 大子店

初回1食無料、アレルギー・刻み食・おかゆにも無料対応

酒蔵ギャラリー

酒類購入は、10%引き

道の駅 奥久慈だいご

温泉入浴料100円引き

寿昌庵 けん坊

10%引き又はシャンパンサービス

山田文具店

1千円以上購入で5%割引（除外品有り他）

新滝

食事注文で、名物みそ田楽サービス

ゆばの里三宝産業 購入金額合計より5%割引

森林の温泉もりのいでゆ

入館料100円引き（夜間割引無し）

吉見屋洋品店

大子おやき学校

おやき体験料10%割引

リバーサイド奥久慈福寿荘 宿泊時「シガ酒」又は「刺身こんにゃく」サービス

大子温泉やみぞ

宿泊、宴会、ランチ利用でワンドリンクサービス

和紙人形美術館

購入価格より5%割引、メンバー入会で5%得になるポイントプレゼント

入館料10%引き

野内トーヨー住器 現金払いで10%割引

県

央

地

域

水 戸 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

アイオート

車検時の車引取り、納車サービス

いってみっか内原 飲食物注文でホットコーヒー、お茶、茶菓子サービス

アイノヤ

メガネ購入で半額割引、時計、貴金属修理を特価等

いばらきコープ水戸店

毎月15日は購入総額から5%割引

阿久津工務店

イベント等来場でTポイント100ポイント、住宅の新築で水栓一体型浄水器プレゼント等

ヴァンサンカン米沢店

食事注文でデザートサービス（人数分）

あぢま 京成店

来店者全員にデザートサービス

ウェスタン牧場

ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

荒井金庫店

商品割引サービス（5～20%）

ヴェッキオ アルベロ

会計金額合計より5%割引

アルエット

ディナー利用時、ワンドリンクサービス

魚旬 がんこ屋赤塚店

ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

イーストゴルフ

試打球20球サービス（1日1回9：00～21：00限定他）

魚旬 がんこ屋笠原店

ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

いしざき商店

毎月5･15･25日はおもちゃ15%引き（除外品有り）等

梅の花 水戸店

食事利用で全員にデザート1品サービス

伊勢屋

800円以上購入で、
「すあま」又は「大福」1個プレゼント

エム・シー・アイ

エンジンオイル交換、洗車・車内クリーニング10%割引等

初回相談料1時間無料

エルベインターナショナル
ウィッツ店

平日限定技術メニュー（カット・パーマ･カラー等）30%割引

磯野法務事務所
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水 戸 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

エルベインターナ
ショナル エルベ店
エルベインターナショ
ナル ベリィー店

平日限定技術メニュー（カット・パーマ･カラー等）30%割引

さわやか交通

1割引

平日限定技術メニュー（カット・パーマ･カラー等）30%割引

サロン・ド・ラン

毎週木・日曜日は1万円以上購入で、粗品進呈

大林写真館

本人を含む写真撮影3%割引等

ジェームス千波店 全品5%割引

大矢呉服店

店頭価格より5%割引、購入商品の簡単なお直しサービス

シフォンケーキ専門店リアン

第3月曜日はシフォンケーキ3点購入で、1点サービス

御菓子司 ふじた屋

毎月1・15日は1千円以上購入で、100円のお菓子1個プレゼント

島田商店･ブティック･ シマダ

商品5%割引、雨の日･5･15･25日は更に5%割引等

お菓子とおもちゃ いしざき お菓子とおもちゃは1割引

蛇の目寿司

デザートサービス

オカダ時計店

全商品20～30%割引（除外品有り他）

旬やごほう 水戸エクセル店

食事注文でワンドリンクサービス

蔭山利兵衛商店

販売価格より5%引き（除外品有り）

白河そば店

10%割引（本人のみ）

加寿美屋

1千円以上購入で、カステラ1カット又はジャムロール1カットサービス

城里にんにく本舗 毎月29日2,500円以上購入で、乾燥にんにくチップス1袋プレゼント

かっぱ寿司水戸吉田店

108円商品を1品サービス

真慈庵（京成百貨店9F） 食事注文で1ドリンクサービス（本人のみ）

がッぺ屋

会計金額合計より5%割引

鈴木洋傘店・ 大工町店小売部

スズキオリジナル傘10～20%引き

カメラのタナカ スタジオタナカ デジカメプリント100枚以上1枚25円→19円、スタジオ撮影時1ポーズ無料

ステーキガスト 水戸浜田店

合計金額（税抜）より｢プラチナポイントカード｣発行

カラオケスタジオ ココ 飲食物注文でホットコーヒー、お茶、茶菓子サービス

創寫舘水戸スタジオ 通常価格より10%引き

カフェレストラン リバティーヌ 食べきれない料理の持帰り用パック・袋をサービス

そば処かずき

通常1,370円の天ぷら付きそば･うどんを1千円で提供

河和田二丁目

バニラアイスプレゼント

大善

食料品5%割引

関東補聴器 水戸本店

補聴器を15%割引

高木建材店

5,000円以上購入で、500円引き

貴韓房

ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

竹脇かばん店

8%程度の割引（除外品有り）

ぎふとポピー

来店時ドリンクサービス、購入金額に応じて粗品進呈

ダスキンヘルスレント水戸 税抜1千円以上の商品20%割引（介護保険対象除く）

餃子の福来

同一グループは会計金額合計より5%割引

だるま食品

納豆商品20%引き

京屋洋品店

全商品10%引き（赤札商品も含む）

中華そばハマダヤ
50号バイパス店

味付玉子もしくは、チャーシューをサービス

郡司宝石

現金購入で10%割引

中華そば浜田屋 県庁店 味付玉子もしくは、チャーシューをサービス

薫風 梅み月

ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

中華そば浜田屋 平須店 味付玉子もしくは、チャーシューをサービス

京成百貨店

京成本館・水戸京成パーキングプラザ駐車場1時間無料

中華そば浜田屋 本店

味付玉子もしくは、チャーシューをサービス

元気家元 とん 東原店

会計金額合計より5%割引（1家族5様名まで有効他）

東京総合染色

成約時、オリジナルタオルプレゼント

元気家元 とん 宮町店

会計金額合計より5%割引（1家族5様名まで有効他）

徳川ミュージアム 入館料を団体料金と同額に割引

元気家元 とん 米沢店

会計金額合計より5%割引（1家族5様名まで有効他）

TOGO中国語教室

平日レッスンは2割引、土日祝日レッスンは1割引

弘道館

個人料金を団体料金に割引

トビタ時計店

全商品15%割引（除外品有り）

好文亭

個人料金を団体料金に割引

ドライクリーニングあくつ クリーニング料金30%割引（Yシャツ・特殊品を除く）

個室居酒屋 海鮮厨房 天天

お一人ランチ1千円以上で、50円割引（6名様まで）等

とり一

ワンドリンク又はワンフードをサービス

珈琲哲學水戸店

会計金額合計より5%割引

とんこつ家 高菜

各種ラーメン注文で、味玉（半熟卵）1個サービス

極楽湯 水戸店

入館料割引：平日670円→600円、土日祝770円→700円

直井寝具店

店頭価格より5%割引

COCO塾水戸校

入学金無料、受講料5%割引（対象講座のみ）

中村スタジオ

写真プリントで、ミニアルバムプレゼント

KOKORO

美容施術全般10%、シャンプーカット1千円割引等

西原薬局

購入時、サンプルプレゼント

小田部繊維

2千円以上購入で、手ぬぐい1本サービス

ニチイ学館 水戸支店

｢デビュープラン｣3,980円（税込1住所1回限り）等

ごはん屋さん よしみ

食事利用で100円引券プレゼント

日本赤十字社茨城県支部

当支部主催講習受講時・来所時に記念品プレゼント

胡麻ラーメン極

ラーメン注文で、味玉サービス

日本旅行イオンモール
水戸内原営業所

弊社主催国内「赤い風船」5%割引、海外3%割引

コンビニエンスみまるや

ドリップコーヒー20円引き

日本旅行水戸支店 弊社主催国内「赤い風船」5%割引、海外3%割引

コンフォトカメラ 店内全品5%割引（現金のみ他）

ハイセンス・ハイライフ石川

腕時計電池交換20%割引、時計&宝石20～10%割引等

斉藤製菓

1,000円以上購入で、お菓子1個プレゼント

パソコンスクール水戸

受講料割引制度有り

サイベックス水戸千波店

利用料金半額（連休祝日除く他）

パティスリー・ファヴール

1千円以上購入で、2枚入りクッキー1袋サービス

サザコーヒー茨城県庁店

ブレンドコーヒー50円引き

はんこや横山

1万円以上の実印・銀行印注文で特製名入れグッズ作製等

HIKOSEN CARA 水戸店

定価品10%割引

笹沼社会保険労務士事務所 年金や雇用保険の給付金等相談は、初回のみ月3件まで無料
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水 戸 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

ビストロエンドウ ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

水戸京成ホテル

宿泊料金：平日10%引き、日祝日20%引き（1日5室）、ディナー10%割引

常陸秋蕎麦認定店 水府庵

食事利用で自家製「蕎麦アイスクリーム」サービス

水戸芸術館

芸術館現代美術ギャラリー入場料無料

ビッグオート

車検時エンジンオイル交換サービス、鈑金塗装工賃10%割引

水戸中央病院健診
センター百合が丘

※お問合せ下さい

ひな野水戸店

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

銘茶 おかの園

来店時、商品10%割引、ポイントカードサービス

美容室クリップ

全メニュー500円割引、無料送迎有り

メンズ、
レディス、
ファッション河由

本体価格より5%引き（除外品有り）

美容室ケイズギャラリー

カラー・パーマは1,000円割引、カットは500円割引

森のシェーブル館 ミニジェラート（プレーンのみ）1個プレゼント（平日限定）

美容室ジュリエット 美容技術料金10%割引

焼肉きんぐ水戸姫子店

食べ放題メニュー500円引き

美容室パリ

美容室利用券1,000円分プレゼント

焼肉きんぐ水戸南インター店

食べ放題メニュー500円引き

日渡洋品店

婦人服税抜2千円以上購入で、ガーゼハンカチプレゼント

焼にく和牛食堂 笠原店 ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

First Hair

カット・シェービングコース500円引き（平日限定） 焼にく和牛食堂 見和店 ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

フィオレンテ

食事注文で、ミニカップアイス1個プレゼント（平日限定） 山口とこや

10ポイントで粗品プレゼント（シャンプー等）

深谷酒店

1,000円以上購入で、缶ジュース1本サービス

やまね

もりそば（500円）注文で、季節の野菜天ぷらサービス

福実美容室

500円で1ポイント付与、50ポイントで次回割引500円券進呈

祐月本店

販売価格より5%引き

富士園茶舗

1,000円以上購入で、5%割引

夢浪漫

会計金額合計より5%割引

フジタビジネスマシンズ

店頭価格より5%割引

ユーアイキッチン 1000円以上購入で、お茶一本サービス

ふたば化粧品店本店 毎月第2・第4土曜日は、ポイント2倍進呈

吉見屋茶店

ふたば化粧品店浜田店

萬やLivingCafe+ 1,000円以上利用で、100円引き

毎月第2・第4土曜日は、ポイント2倍進呈

1,000円（税抜）以上購入で、粗品進呈

フランス菓子 Maison Weniko 1,000円以上購入で、小菓子のプレゼント

Ranプレタ

プライベートダイニング
益益水戸内原店

5千円以上の購入で、ファッショングッズプレゼント

飲食代8%割引（1組お一人のみ、割引上限有り）

LANベトナム語アカデミー 平日レッスンは2割引、土日祝日レッスンは1割引

ヘア ブランシェ

ヘアメニューすべて5%割引

リオネットセンター水戸

補聴器本体8%割引、補聴器修理も8%割引

ヘアーモードフジ 基本料金より1割引

リストランテ・ダ・ヒロシ

平日13時以降のランチタイムは、会計金額合計を100円引き

平成電器エバタ店 初回出張費を無料サービス

理容ビナン

全メニュー10%割引等（土・日・祝日を除く）

ホームセンター 山新 赤塚店

2千円以上購入で、特別料金配達サービス等（赤塚店限定） ルネサンス水戸

入会金、事務手数料、1ヵ月分月会費0円

保険クリニック水戸店

保険相談で、BOXティッシュプレゼント

ロータス菊池自動車

車検時、すごろくシート･ポイントカード･メンテシートのいずれかをプレゼント

ホテルシーズン

宿泊者の朝食無料

ワイモバイル MEGA
ドン・キホーテ上水戸

ノベルティー進呈

松枝商店

3,000円以上購入で、3%割引

わたひきふとん屋 全商品1割引

三浦の文具・事務機

毎月15日は10%引き（除外品有り）

ワンズヘアー

水戸入船堂

8%程度の割引

初回利用時20%、二回目以降10%割引、スタンプ20個で1千円割引

笠 間 市
店舗名
あたご天狗の森 スカイロッジ

優待内容
ログハウス1棟の宿泊料金10%割引（除外期間有り）

店舗名

優待内容

きらら館

笠間焼陶器10%割引（除外品有り）

イーハトーブの森 5%割引

Glass Gallery SUMITO

2千円以上購入でプレゼント、クラフト体験制作1人200円引き

イタリアントマト・カフェ・Jr

毎週金曜日は当店ポイント2倍

グリュイエール

500円以上（税抜）購入で、お菓子1個プレゼント

うすい理容

料金より200円割引

グランパとグランマのお店 おすすめ「セットメニュー」価格を5%割引

お好み焼きせせらぎ 会計金額合計より5%引き

向山窯 プラザ店

8%割引

小田喜商店

来店で缶バッチプレゼント

サクライ

メガネ、補聴器10%割引、自宅への送迎

笠間つつじ公園

笠間つつじまつり開催中の入園料は団体料金に割引

仕出し弁当わさび 購入時、味噌汁小袋を注文分プレゼント

笠間日動美術館

入場料大人1,000円→800円等（本人のみ）

志学塾 友部校

入会金割引

風の窯

10%割引

手芸の店リトル

8%程度割引

キムチ工房かわさき キムチ1千円以上購入で、韓国のりをサービス

春風萬里荘

入場料大人600円→500円等（本人のみ）

ギャラリー かまげん

すし処なりた

会計金額合計より5%割引
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陶磁器全般10%割引（除外品有り）

笠 間 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

すずき理容所

ポイント制でキャッシュバック、平日限定でポイントアップ等

ポレポレシティー笠間
カフェバール・エポック

セーフティショップ おおしま

3万円以上購入でエコバッグ・防災グッズ・ワイヤーロックのいずれか1点プレゼント

ほんまや

大寿し

1千円毎にスタンプ1個押印、20個で500円引き

森の石窯パン屋さん パン購入で、全員にドリンクサービス

デパートきくち

10%割引（除外品有り）

モン・ラパン

食事注文で、ソフトドリンク1杯サービス

肉のヒロセ

毎月20・29日は5%割引（日曜日の場合は前日）

相談時に「幸せノート」を用意

花葵

2千円以上購入で、粗品プレゼント又は増量サービス

やさしい保険プラザ
友部スクエア店
らーめんげんき屋
友部駅前通り店

常陸国出雲大社出雲館

飲食料金10%引き

らーめんげんき屋 友部本店

会計金額合計8%程度引き

bloom hair

カラー又はパーマ施術で、2千円相当のトリートメントを無料サービス

ワイルドライフ

食事利用で100円引き（本人のみ）

飲食料金5%引き
きのこ茶無料試飲、1千円以上購入で和風大判ハンカチ等

会計金額合計8%程度引き

小 美 玉 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

あさひギフト

購入で、粗品プレゼント

スカイアリーナ（茨城空港2F） 1,000円以上購入で、粗品プレゼント

池田マイカーセンター

整備・車検・点検時、Tポイント2倍サービス

タヤマ時計店

一菜一心

平日食事利用で、ワンドリンクサービス

とうがさき写真館 スタジオ撮影利用者、手札版フレーム1枚プレゼント

井上輪業商会

空気圧点検無料

美容室セットアップ 他の技術併用で電子トリートメント無料

メガネ30%割引、オリジナル安心保証付き

内村オートサービス 中古車購入で、中古車プライスより3万円引き

ビュッフェレストラン そ・ら・ら 会食金額より1名50円引き、最大200円引き

内山家具店 小川店

ヘアー&フェイスサロン
フレール

全商品5%引き

コーヒーサービス、ポイントカード発行（誕生月はポイント2倍）

おそうじ本舗 小美玉店 見積り価格より8%引き

ヘアーサロン・シマザキ コーヒー、送迎、訪問理容のサービス

菓子工房nagai

2,000円以上購入で、お菓子1個プレゼント

BON BODY

鈑金塗装工賃10%割引

カット&パーマ メイキャップ

500円キャッシュバック

ミヨタ理容所

ドリンクサービス

金子商店

毎月第3日曜日は、5%割引（送料除く他）

理容タサキ

ドリンクサービス

カメ理容室

ヘッドマッサージ

理容ナカジマ

マッサージとドリンクサービス、訪問理容出張料サービス

希望ヶ丘薬局

会計金額合計10%割引（保険調剤除く）又は、粗品贈呈

理容はなり

マッサージ器によるマッサージ、お茶、コーヒーのサービス

キャトル・セゾン

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

RELASY hair&beauty 会計金額合計5%割引

サン・クリーナー

利用金額合計より10%割引

茨 城 町
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

芋豚とんかつ物語 ランチ及びディナー5%割引（1家族5様名まで有効他）

食事館 八幡太郎

食事利用で、ソフトドリンク1杯サービス

お仏壇のまつや 総本店 店内商品10%引き（除外品有り）等

ポケットファーム
どきどき 茨城町店

軽食コーナー又は風のカフェでソフトクリーム50円引き

菓笑 堀江製菓

5%引き

三菱商事石油

ガソリン、軽油の割引券プレゼント

栗原石油

オイル交換工賃サービス

大 洗 町
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

大洗海岸食堂かいらく

食事利用で、ソフトドリンク1杯サービス

願入寺開基堂資料館 施設利用がない時は、お茶と自家製梅干しサービス

大洗美術館

入館料割引（500円→450円）

倉本自動車工業

鈑金塗装工賃、ディーラー工賃20%割引

大洗マリンタワー 入館料を団体料金にて割引

ビューティーサロン エミール

大洗マリンカードのポイント2倍サービス

大洗わくわく科学館 入館料無料

MARUHAN ひもの家

購入で5%割引

オーシャンビュー大洗

夕食時、ワンドリンクサービス

民宿 浜の湯

宿泊時、ソフトドリンク1本サービス（本人のみ）

大貫宝飾

宝石・時計20～30%割引（除外品有り）

焼肉 沖苑

食事注文でコーヒーサービス（本人のみ）
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城 里 町
店舗名

優待内容

小山自動車整備工場 毎月15日はエンジンオイル交換代、レンタカー代5%割引
平賀石材店

鹿

店舗名
道の駅かつら

優待内容
城里町商工会発行「ホロルカード」ポイント2倍付与

店舗内商品5%割引、毎月8日は8%割引

行

地

域

鹿 嶋 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

鹿島ボウル

毎週土曜のシニアデーは、1ゲーム450円

ちゃあしゅう屋鹿嶋店

会計金額合計より5%割引

かたつむり工房

EMぼかし5個購入で、アクリルたわしプレゼント等

手焼きせんべい炭屋 購入時、焼きたてプレゼント

生そば げたや

ソフトドリンク、ノンアルコールビールを提供

ニューヘアー磯やん 代金から10%割引

コンタクト&メガネアキラ メガネ10%割引、その他購入で粗品進呈

ビッグメガネ鹿嶋本店

メガネ10%割引（HOYAレンズ使用）

ジョナサン鹿嶋店 合計金額（税抜）より｢プラチナポイントカード｣発行

ビューティサロン国末

利用時、顔そりのサービス

ステップ行政書司法人

藤廣ピーナッツ

1万円以上購入で、粗品プレゼント

業務報酬5%割引（相続・遺言等担当）

ステップ社会保険労務士事務所 業務報酬5%割引（社会保険等担当）

ヘアーサロンJクメカワ お茶、コーヒーサービス

そば処志まむら平井丘店

食事注文で、ソフトドリンク1杯サービス（本人のみ）

ヘアーサロン スズキ

そば処志まむら本店

食事注文で、コーヒー1杯サービス（本人のみ）

保険クリニック 鹿嶋チェリオ店 保険相談で、選べる生活雑貨プレゼント

そば処志まむら三笠山店

1千円以上利用で、50円割引券進呈（本人のみ）

焼肉 金さん家

食事注文で、キムチ1品サービス

たんぽぽパソコン教室

10回チケット通常10,000円を9,700円で優待

ライスショップたぐち

お米2%割引

女性カット3,000円、カット時顔剃りサービス

潮 来 市
店舗名

優待内容

ウインクエクセラ メガネ一式、補聴器購入で、10%割引

店舗名

優待内容

橋本薬品

1,000円以上購入で、栄養ドリンクサービス
ポイントカードのポイント2倍、ポイント割引

割烹旅館霞ヶ浦

宿泊又は食事利用で、ソフトドリンク1杯サービス（本人のみ）

美容 トライブ ヘアースタジオ

きみわた理容室

粗品プレゼント

ヘアーサロン ほりこし 粗品贈呈

クサノ毛糸店

全品1割引（除外品有り）

ヘアメイクプラス1

ドリンクサービス

こまつ美容室

飲み物、送迎、顔剃りサービス、誕生日特典

道の駅いたこ

食べるヨーグルト・飲むヨーグルトを10%割引

理容 トライブ ヘアースタジオ

利用時ポイントカードのポイント2倍、ポイント割引

タイランド鍼キュウ治療院 ※お問合せ下さい
に組

飲食代金8%引き

神 栖 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

イトウ輪業

購入で、粗品進呈

中華料理 大湖飯店

食事注文で、お茶1杯サービス

菓子処 林屋

1,000円以上購入で、焼き菓子プレゼント

花久

生花1千円以上購入で、5%割引（花キューピット除く）

鹿島セントラルホテル

宿泊料金10%割引

美食酒房 鳥ふじ

自家製杏仁豆腐1皿サービス（本人のみ）

カジュアルレストラン セピア

土日祝のファミリービュッフェ利用時「鹿行の水」サービス

ビューティトシコ 誕生月には、1,000円割引

株式会社松渕塗装工業

塗装工事見積り金額から5%割引

平野石油

ガソリン店頭価格より2円引き（現金払いのみ）

カワムラ洋品店

購入金額に応じて、かみすポイント2倍サービス

ブラッキーズ

3千円以上のクワガタ・カブト生体購入で、エサゼリープレゼント

Gallery of V

調髪+1,500円で、ローションマスク又は頭皮シャンプー等サービス

ヘアーサロンニシキ カット時、ホットマッサージパックサービス

サロンベリー

神栖ポイントカード2倍サービス

ペガサス パソコン教室 入会金無料

ジョナサン茨城神栖店

合計金額（税抜）より｢プラチナポイントカード｣発行

港公園

展望塔利用料を団体料金に割引

鈴木鮮魚店

商品購入で、粗品プレゼント

リラクゼーション
スペース美鈴屋

プラス10分サービス

綜合衣料 小美や

衣料品・ギフトのポイント2倍進呈（除外品有り）

レストランルピナス 食事注文で、ドリンクバーのサービス

中華十八番

食事注文で、ミニサラダサービス
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行 方 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

あそう温泉 白帆の湯

毎月26日は食事利用で、小鉢1品サービス

新網鮮魚店

2千円以上購入で、しじみ又はわかめサービス

いしおか補聴器

補聴器を価格より20%割引

スーパーさかもと 購入時、200円で1ポイント進呈

大国屋本店

土・日はポイントカード2倍押印

天王崎観光交流
センター コテラス

菓子処 坂本

ポイント2倍サービス

行方市観光物産館「こいこい」 「なめがたバーガー」購入で、ソフトドリンク1杯サービス

霞ヶ浦ふれあいランド

入館料割引（600円→500円）

ヘアーサロン・モリタ

ドリンクサービス

北浦温泉 北浦荘

毎月26日は施設利用で、粗品プレゼント

LiLI hair cafe

眉カットをサービス（平日限定）

店舗名

優待内容

毎月26日は食事利用で、コーヒー1杯サービス

鉾 田 市
店舗名

優待内容

あさひ美容室

ヘア料金から10%割引

野口写真館

記念写真5%割引、金婚式の記念写真撮影無料

飯島理容所

ドリンクサービス

野口理容室

ドリンクサービス

ノナカカットスタジオ

ドリンクサービス

いこいの村涸沼

「レストラン憩」での昼食時食事注文で、ソフトドリンク1本サービス

イデツ工芸

5%割引

ほっとパーク鉾田 専用料金で案内

今泉時計店

商品5%割引（除外品有り）

ハピタ鉾田店

毎週月曜日は10%引き

小沼理容所

ドリンクサービス

フジ理容所

ドリンクサービス

小沼理容所

ドリンクサービス

藤枝理容所

ドリンクサービス

金井理容室

ドリンクサービス

ヘアーサロンクラカワ

ドリンクサービス

株式会社 平塚建設

くじ引きでお得なチケットプレゼント

ヘアーサロン K&Y

ドリンクサービス

クリーニングの白栄舎

クリーニング料金20%割引（集配料金無料）等

ヘアーサロンフダ ドリンクサービス

ススム理容所

ドリンクサービス

ヘアーサロン
ブルーバード・イシツ

ドリンクサービス

すみれ美容室

パーマ、カラー10%引き、ドリンク、送迎サービス

ヘアーズ オノセ

ドリンクサービス

タカハシ理容

ドリンクサービス

モスバーガーアクロス鉾田店

700円以上購入で、100円引き

田山化粧品店安房店 毎週月曜日は10%引き

洋食亭ときわ

食事注文で、ソフトドリンク1杯サービス（本人のみ）

とっぷ・さんて大洋

専用料金でご案内

旅館くるみ屋

宿泊時、瓶ビール又はソフトドリンク1本サービス

仲田精肉店

2千円以上購入で、手作りジャンボ餃子3個プレゼント

県

南

地

域

土 浦 市
店舗名
アートスタジオ・ヒロ

優待内容
「人生の記念日」撮影で、フレーム入れ写真1枚プレゼント等

店舗名

優待内容

桂住宅建設

粗品プレゼント
1,500円以上購入で、缶酎ハイ（350ml）1本進呈

あずリフォーム

お直し代5%引き

カナザワ酒店

伊藤歯科医院

衛生用品が10%割引

上高津貝塚ふるさと 歴史の広場 土浦市立博物館入館引換券プレゼント

いばらきコープつちうら店 毎月15日は購入総額から5%割引

火門拉麺

会計金額合計より5%引き

いばらき療術センター
カイロ、整体研究所

※お問合せ下さい

関東補聴器 土浦店

補聴器を10%割引、補聴器用電池が半額

大久保ピアノ教室 下高津教室

月謝割引（初級6,000円→5,000円）等

九州横丁九太郎

ファーストドリンク無料サービス

大塚自動車

車検時オイル交換サービス（10ℓまで）

CUORE荒川沖店

店販商品10%割引、技術料通常より20%割引

オオヤマ補聴器センター

補聴器本体を特別価格にて提供、補聴器用電池半額

化粧品のみづほ

ポイント3倍プレゼント

お好み焼きみやび 会計金額合計より10%割引

コバヤシ建装

見積書より5%引き（塗装工事のみ）

オム土浦店

加工、修理時10%割引

坂入自動車鈑金塗装 修理代金10%割引

香りのすずぶん
お仏壇のすずぶん

各種商品5%引き

シューズセンター
ツチウラ真鍋店

定価商品が全品10%割引（除外品有り）

カット・イン・プレイスGOOD

カット料金割引（男性3,800円→3,500円、女性3,500円→3,200円）

振武堂

竹刀組替無料サービス

すがた美容室

シャンプー、リンスミニボトルプレゼント

カットハウス・ヤマモト 車で送迎（高齢者、障がい者）
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土 浦 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

スポーツアカデミー土浦

1日体験2,160円→無料、入会金5,400円→無料

にぎり海鮮妙ノ浦 ソフトドリンク又は茶碗蒸し一品サービス

高山印舗

毎月5日は10%割引、5千円以上の品には5年間保証書付き（除外品有り）

ニチイ学館 土浦支店

中華 三楽

会計金額合計より50円引き

日の丸レンタリース 粗品プレゼント

中華 匠

100円割引

平喜園 新治店

中華料理 むらの

会計金額合計より50円引き

ファミリーフクライ 会計金額合計より50円引き

中国菜館 中央

毎週水曜日1千円以上で100円引き、1千円未満で50円引き

福宝堂

5,000円以上購入で、5%割引

塚本カバン店 桜町店

3,000円以上購入で、5%割引（除外品有り）

フレンド美容室

料金2割引

筑波国際アカデミー 入学金21,600円無料、英会話クラス月謝10,500円が6か月間50%割引

ヘアールーム OASIS

会計金額より10%割引

つけ汁屋 安雲野

峰来軒

会計金額合計より50円引き

土浦下高津直売所 花き、農水畜産物、菓子類を2割引

BOY美容室

8%割引

土浦市立博物館

上高津貝塚ふるさと歴史の広場の入館引換券進呈

前野呉服店

商品5%割引（除外品有り）

天龍本店 土浦神立店

抹茶アイスをサービス

ミートパル村山

5%割引

東洋自動車販売

購入時エンジンオイル交換無料等

ゆうき食堂

料金50円引き

冨田理容室

各コース500円引き

予防科学研究所

※お問合せ下さい

ドラッグストアセキ 荒川沖店

購入1,080円毎にチューリップカード2ポイント進呈

ラクスマリーナ

乗船代10％引き、温泉ポイント2倍等（本人のみ）

どんべえ 土浦店

会計5,400円以上で500円割引（月～木曜日限定他）

ラビット イオンモール土浦店

買取及び販売成約時、商品券5千円進呈

新治ショッピングセンター
さん・あぴお

毎月15、16、17日は、買物レシート合計2千円毎に100円の買物券進呈

Log.Feelログフィール 施術代500円割引

辛味大根プレゼント

｢デビュープラン｣3,980円（税込、1住所1回限り）等

日本茶のみ5%割引

石 岡 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

アサヒクリーニング 2千円以上利用でクリーニング料金5%割引、旧石岡市内集配達無料

ダチョウ王国 石岡ファーム

ダチョウのエサ割引（500円→300円）

飯田屋

5%程度割引

Ciao

パスタ各種1品50円引き（祝日除く平日限定）

一心

味噌らーめん50円引き

鉄板ダイニングやきやき石岡店

食事注文で、とんぺい焼き又は牡蠣のバター醤油焼きをサービス

一心鮨

食事注文で、ソフトドリンク1杯サービス（本人のみ）

とりあえず吾平 石岡東光台店

食事注文で、スピードメニューから一品サービス

お食事処 浪漫

食べ物・飲み物100円引き

中村写真館

肖像写真の撮影料1,000円引き

おそうじ本舗 石岡店

見積もり金額から10%割引

NEMOTO

指輪・ネックレスの洗浄サービス、
「木のおもちゃ」5%割引

お仏壇のまつや 石岡店 店内商品10%引き（除外品有り）等

ネモト宝飾店

店内商品5%割引（除外品有り）

割烹寿し長

のほほん亭

毎月15日は食事代金10%引き

割烹旅館いづみ荘 宿泊で粗品進呈

広瀬石材店

見積り時に、県内全域の全工事を8%引き

カフェ オリーブ

食事注文で粗品プレゼント

美容ハウス

カット、パーマ及びヘアカラー利用予約で500円引き

珈琲哲學石岡店

会計金額合計より5%割引

フラワーパーク

個人料金で入園時、園内売店の買物券50円分プレゼント

食堂いづみや

店内での食事10%引き

ミスタータイヤマン オオツカ

エンジンオイル交換980円（税込）、バッテリー交換工賃無料等

そば処 小野越

5%引き

みながわガラス 霞ヶ浦店

1万円以上で、粗品プレゼント

高千穂薬局

毎月10日は5%割引（除外品有り）

メガネショップネモト

当店割引価格より更に5%割引

8%割引

ダスキンヘルスレント石岡 1千円以上（税抜）の販売商品20%割引（介護保険対象除く）

ユーアップ石岡教室 入会金を半額、授業料1,620円を33.3%割引等

龍 ケ 崎 市
店舗名
アパマンショップ
龍ケ崎店マイハウス

優待内容
仲介手数料5%割引

店舗名

優待内容

かっぱ寿司竜ケ崎店 108円商品を1品サービス

イトーヨーカドー竜ケ崎店 毎月20日5%割引（除外品有り他）

カガミクリスタル 正規品を税込定価より5%割引

欧風レストラン カウッパトリ

CAFE GARDEN AMI

飲食代5%割引

木こりん工房

ドリンクサービス

ソフトドリンク1杯サービス

おそうじ本舗 竜ケ崎店 見積り金額から10%割引
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龍 ケ 崎 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

グラッチェガーデンズ龍が岡店 合計金額（税抜）より｢プラチナポイントカード｣発行

チャレンジ工房どらすて

コロッケ10個以上購入で、コロッケ1個サービス

珈琲豆やとむとむ北竜台店 500円以上購入でドリップパックコーヒー1パックプレゼント

ドッグサロン&ホテル
NOSCA

店内グッズの購入代金10%割引

COFFEE HOUSE
とむとむ龍ヶ崎店

500円以上購入でドリップパックコーヒー1パックプレゼント

日東自動車販売

車検時オイル交換サービス（普通自動車まで）

桜井洋品店

3,000円以上購入で、粗品プレゼント

のり茶の多楼園

毎日ポイント2倍、毎月第1日曜日スタンプ5倍

山水閣

ソフトドリンク2杯サービス

廣田商店

500円利用で、1ポイント進呈

肖像カフェ森の写真館

撮影代金10%割引

フローリストみなみ 1千円以上購入で10%引き（ポイントカードとの併用不可他）

食事処 つくばの里

全品50円引き

メガネ工房ナインブルー

菅井書店

文具1,000円以上購入で、10%割引

メガネのスタッセ龍ヶ崎店 1万円以上購入で10%引き

すしめん処大京竜ヶ崎店

スマイルカードのポイント2倍

森の中整骨院

レンズ通常価格より10%割引

※お問合せ下さい

セレブリーナ貝原塚 メナード健康茶お試しセットプレゼント

やまいち化粧品店 購入時、りゅうポイント2倍サービス

そうざい屋惣菜衛門 コーヒー1杯サービス

ルネサンス竜ケ崎 新規見学者に無料招待券1枚プレゼント

髙橋肉店

総菜1千円以上購入で、コロッケ1個プレゼント

取 手 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

飯島モータース

車検・点検・修理時は、工賃5%割引

Panda☆cafe

毎月10・20日は5%割引

唄の牧場

飲食代金5%割引

福和内

金・土曜日以外は、ドリンク1杯目無料等

オートガレージM 修理代5%割引

藤沢商店

商品購入時、粗品進呈

柏屋洋品店

フジ取手ボウル

貸靴代300円を100円引き（税別）4名様まで優待

Cut inn オレンジ 平日限定 男性カット2,600円を2,200円で優待

まるやま千栄堂

ポイント2倍

くまもと接骨院

※お問合せ下さい

メガネのスタッセ戸頭店

メガネ・レンズ交換、サングラスが10%割引

こかじ祭典 本社

葬儀料を5%割引等（最大20%割引）

メガネのスタッセ藤代店

1万円以上購入で10%引き

清水輪店

1,000円以上利用で、粗品プレゼント

メガネフロンティア
ミスターマックス取手店

・メガネセット5800円以上購入で20%引き・特注レンズ購入で10%引き

チャイルドハウス ドリーム

ポイント3倍プレゼント

よしや衣料品店 新川店 毎月第3日曜日は、ポイント2倍

寺田畳店

一枚5千円以上の畳表替えで、工事代金より3%引き等

よしや衣料品店 藤代店 毎月第3日曜日は、藤代サービス券2倍

取手セレモニーホール

セレモニー料金が一部割引きになる「平成の会」登録料1千円引き

よしや衣料品店南店 毎月第3日曜日は、藤代サービス券2倍

取手東整骨院

※お問合せ下さい

読売センター取手戸頭

取手仏壇店

仏壇・仏具が一部割引きになる「平成の会」登録料1千円引き

レストランごとう ランチタイムにデザートサービス

中村屋

毎月第2・第4土曜日は、1千円以上購入で8%引き

地域サービス券2倍進呈

取扱い産直品5%割引（当店エリア内限定）

牛 久 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

いばらきコープうしく店

毎月15日は購入総額から5%割引

どんべえ 牛久店

会計5,400円以上で500円割引（月～木曜日限定他）

牛久セレモニーホール

セレモニー料金が一部割引きになる「平成の会」登録料1千円引き

ニューファッション スズキ

婦人衣料（税込1千円以上）購入で生活雑貨プレゼント

エステートリンク 成約で最大10万円キャッシュバック

B-lance

全メニュー20%割引

オム 牛久本店

加工、修理で10%割引

ポケットファーム
どきどき つくば牛久店

惣菜コーナーのソフトクリーム50円引き

珈琲豆やとむとむ
ひたち野うしく店

500円以上購入でドリップパックコーヒー1パックプレゼント

松崎釣具店

1,000円以上購入で、丸ウキをプレゼント

澤田製茶園

ポイント全日2倍

みっしぇるくらぶ 入会金半額、シッター料金（510～540円/1時間）割引

自家焙煎珈琲豆店 南部珈琲

店内商品5%割引（除外品有り）

みっしぇるくらぶ 牛久事業所

入会金半額、シッター料金（510～540円/1時間）割引

スペースあい（障害者
施設みのるの郷内）

コーヒー、飲食でポイントスタンプ加算

明恒パール

淡水真珠製品を店頭価格から15%割引

ソフトバンク 牛久

ノベルティー進呈

メガネの久地岡

補聴器購入で、専用電池1パックプレゼント
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つ く ば 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

味処越路

飲食代2,000円以上で、カラオケ代無料

つくばデイリーイン シングル1泊4,500円、ツインお一人様1泊3,800円（2名利用時）

ヴィスポスポーツ
スクエアつくば
オーガニックストアナチュラ
イ・サイクラつくば店
オークラフロンティア
ホテルつくば
オークラフロンティア
ホテルつくばエポカル

入会金5,400円が無料、体験料1回2,160円が1,080円

つくばわんわんランド

入園料半額（1,500円→750円）

アロマオイル1ヶ月分セット購入で、アロマペンダントプレゼント

鉄板焼専門店 蔵人

食後にシャーベットサービス

正規宿泊料金10%割引（他優待との併用不可他）

天龍本店 つくば学園店 抹茶アイスをサービス

正規宿泊料金10%割引（他優待との併用不可）

とまと演芸茶屋

入場料割引（1,050円→850円）

オートボーイ

新車購入でヘルメットサービス

とり文

購入額に応じて雑貨プレゼント

大堀メンテナンス 見積り無料、粗品プレゼント

どんべえ つくば赤塚店 会計5,400円以上で500円割引（月～木曜日限定他）

カフェテラス「カメリア」

ナチュラルボディつくば
クレオスクエアQ't店

5分延長又はハーブティーのプレゼント

おみやげ・お食事処 神田家 1,000円以上の利用で、10%割引

24時間グランドピアノ 練習室

利用料金5%割引

ガトー・プーリア

日本料理「筑波嶺」 会計時5%割引（他特典との併用不可他）

会計時5%引き（他特典との併用不可他）

毎週火曜日は、5%割引（エクレアは対象外）

カフェ・ド・グルマン 毎月10日、20日、30日は食事代1割引き

沼屋本店

8%割引又は商品発送料金無料サービス

カラーボトルギャラリー
ILO-Sイローズ

足湯付ひざ下フットケア10%割引で提供

8代葵カフェつくば学園店

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

神田家

お土産、食事10%割引

Bazu HAIR

料金割引（カット4,644円→2,575円）等

ギフト･トータルファッ
ション･イイタケ

1,000円以上購入で、粗品プレゼント

BSKダンスアカデミー

10%割引

珈琲哲學つくば大穂店

会計金額合計より5%割引

ヘア&フェイス ながせ ヘアメニュー、フェイスメニュー、着付10%引き

COFFEE HOUSE
とむとむつくば店

500円以上購入でドリップパックコーヒー1パックプレゼント

ヘアーサロン中山 利用時ヘッドマッサージ、肩もみ、コーヒー又はお茶のサービス等

COCO塾 つくば校

入学金無料、受講料5%割引（対象講座のみ）

ヘアーサロン ネモト

寿園岡野製茶

8%割引

ベーカリー 「モンファリーナ」 会計時5%引き（他特典との併用不可他）

茶寮 kagetsu

食事利用で、ワンドリンクサービス

ベルピアノ

ピアノ教室入会金無料

司法書士越智法務事務所

高齢者の相続・遺言に関する相談無料

保坂理容所

全メニュー10%程度割引

SHOP KELLY'S

毎週月曜日は、10%引き

ほつみ美容室

利用時、ポイントカード1ポイントサービス

スタイルファクトリー
アーネスト
ズンドコ商店LALA
ガーデンつくば店

全メニュー500円割引

ぼたん美容室

料金を通常より若干割引

ポイントカード2倍

ホテルニュー梅屋 宿泊代10%割引

利用時300円割引

整体きむらさんち ※お問合せ下さい

丸源ラーメンつくば店

ソフトバンク
イオンモールつくば

ノベルティー進呈

メルシーショップサクラヤ 1万円以上購入で、粗品進呈

ダスキンヘルスレント 茨城南

1千円以上（税抜）の販売商品20%割引（介護保険対象除く）

玉川堂

購入時、自家製品サービス

茶の蔵 きむら園

1千円以上購入で、抹茶アイスクリームサービス

中国料理「桃花林」 会計時5%割引（他特典との併用不可他）

麺屋 大樹つくば
クレオ スクエアQ't店
モーハウスララガーデン
つくばショップ
モンキーマジックつくば
クレオスクエアQ't店
ラフィネ つくば
クレオスクエアQ't店

月の華

食事利用で、ソフトドリンク1杯無料

リオネットセンターつくば 補聴器本体8%割引、補聴器修理も8%割引

つくば茨城 相続手続き相談所

初回のみ、相続・遺言・遺産整理に関する相談無料

理容いちむら

第1・第4月曜日は、カット料金5%割引

筑波山温泉つくば湯 入浴料金100円引き

理容室ナカヤマ

カットメニュー等利用で、缶コーヒー1本プレゼント

つくばSweets

ルーラル吉瀬・
フォンテーヌの森

入場料大人600円、子供400円を30%割引

つくばスカイホテル 宿泊時、朝食無料

レストランエスポワール

昼食時ソフトドリンク1杯サービス

Tsukuba-CHINA 2,000円以上の飲食で、200円引き

ワイモバイル
つくばキュート

ノベルティ―進呈

10%相当割引

※毎月優待内容が変わります

650円以上の飲食で、100円引き
購入者に1ポイントプレゼント
いつでも3時間1,000円（税別）
定番メニューいずれかを5分延長（平日限定）

守 谷 市
店舗名

優待内容

店舗名

うどん注文で、大盛無料サービス

かあべえの里

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

イオンシネマ守谷 鑑賞料金が1100円

かっぱ寿司 守谷店

108円商品を1品サービス

イオンフィットネス守谷店 1回体験が無料、7日体験が500円引き、入会手数料0円

かやの木

飲み物注文で、ミニデザートサービス

足柄うどん
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優待内容

守 谷 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

グルーム・ヘア・ファクトリー

シャンプーサービス、無料送迎サービス（エリア指定、要予約）

ヘアーサロンヤタガイ

利用時、粗品進呈

ゴボーや

カットごぼう10袋購入で、1袋サービス

ヘアーサロンヨウジ カット料金10%割引

Step World 守谷英語スクール 入会金1万円→3千円、グループレッスン料10%割引

hair Mission

割引（平日10：00～15：00、土日祝日は不可）

ナチュロ アロマチカ

守谷セレモニーホール

セレモニー料金が一部割引きになる「平成の会」登録料1千円引き

ハウディフジノヤ 全商品5%引き（除外品有り）

焼肉きんぐ 守谷店

食べ放題メニュー500円引き

ひな野守谷店

リラクゼーションサロン
マイスペース

毎月「5」の付く日のシルバーデーは、20分コース500円引き等

認知症対策のアロマテラピー精油が10%割引

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

FLORA hair design 会計金額合計より5%割引

稲 敷 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

アロマサロン惠美偉瑠

通常料金半額（タオル持参の方限定）

デュール

全商品5%引き

いとが理容店

総合調髪のみ来店時200円割引

東郷菓子舗

500円以上購入で、お饅頭1つサービス

鰻・鯉 和食 おお田や 季節の料理1品をサービス

利根川屋

毎月第1・第3月曜日はえどさきポイントカードのポイント2倍進呈

おうちカフェ うい庵

食事又はスイーツ注文で、コーヒー等サービス

中平

毎月10・25日は特価品を除き10%割引等

大久保ピアノ教室 古渡教室

月謝初級6,000円→5,000円に割引等

日本料理 芝楽

食後に手作りニンジンケーキ又はコーヒーサービス

おしゃれの店 不二屋

毎月10･20･30日は、えどさきポイントカードポイント2倍進呈

浜田商店

粗品プレゼント

カーピットミヤモト 車検時ワックス洗車無料、オイル交換・一般整備時は点検サービス

福祉タクシー水郷エスコート

1割引

京屋美容室

全メニュー1割引

福本菓子店

稲敷市及び稲敷商工会イベント時は10%割引

黒田時計店

眼鏡等20%割引、視力検査無料、時計10%割引

ヘアーサロンY&M

500円割引

こうの書店本店

文房具10%割引

ホソヤ美容室

ドリンクサービス

こもれび森のイバライド

※窓口にてご確認下さい

松本精肉店

毎月10・25日はメンチカツ通常100円→60円

酒の桑田屋

購入時、えどさきカードポイント2倍進呈

洋品のモリナガ

えどさきカードポイント2倍進呈

シューズショップヒロタ

毎月10・25日は10%割引

吉田家

会計金額合計より、えどさきポイントカード2倍進呈

杉本写真館

お孫さんと撮影･写真購入（6切サイズ以上）で、1千円割引

ラヴワーズ シノハラ

初回限定フェイシャルエステ（60分）が半額1,080円

セレモニー小林 小林造花

店舗販売商品購入で、粗品進呈又は割引サービス

レディスファッション レクラン 購入金額合計より5%割引

手作り惣菜 いいのや

お好きな商品100gサービス

か す み が う ら 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

M.C.C理容室

ヘアカラー、白髪ぼかし割引（1,200円→900円）

口町商会タイヤ販売 購入・修理でタオル1本プレゼント

オオサキ屋

平日月～金曜日限定、スタンプカード2倍進呈

サロン・ド・オガワ ポイント2倍、お顔のパックサービス（ご婦人のみ）

貝塚忠三郎商店

毎月第1・第3日曜日は1割引

つ く ば み ら い 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

居酒屋 とみちゃん

飲食利用でソフトドリンク1杯サービス

マヤ建設

新築住宅、リフォーム工事等、工事代金より1%割引

オートガレージリンドウ

車検時、オイル交換無料

守谷ペット霊園

ペット火葬料が1割引になる「平成の会」登録料1千円引き

出張！スマホ教室 毎月500円分割引

守谷霊園

墓石建墓が一部割引になる｢平成の会」登録料1千円引き

なのはな鍼灸接骨院 ※お問合せ下さい

谷井田自動車

車検時、オイル交換1,000円引き

美容整体院のみらい ※お問合せ下さい

よしや畳店

畳表替又は新畳6帖以上注文で、合計金額から1千円割引

ヘアーサロンコウズマ

1回来店スタンプ1個をスタンプ2個に増量
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阿 見 町
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

居酒屋 娯衛門

グループ会計金額合計の5%割引

シューズセンターツチ
ウラ.MDマイアミ店

オプティマルヘルスセンター

※お問合せ下さい

滝口ボディーショップ

手洗い洗車・室内清掃等のセット1万円を5千円に割引

梶原タイヤ販売

安心価格（工賃・バルブ付）155/65/13 4本2万円等

なるしま行政書士事務所

初回相談料は無料

菊水商店

2,000円以上購入で、ジュース1本サービス

8代葵カフェひたち野牛久店

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

サロンド アンフィニ

初回時粗品進呈、利用時にはシートマスクエステを無料サービス

バッグと服飾小物
ショップデュール

全商品5%引き

七輪居酒屋 あみあみ

グループのファーストドリンクサービス

予科練平和記念館 4名まで団体料金割引

定価商品10%引き

河 内 町
店舗名
ふるさとかわち 直販センター

優待内容
1,500円以上購入で、2合入お米1袋プレゼント

美 浦 村
店舗名
飯田製作所

優待内容
1万円以上の購入で、2千円のサービス

利 根 町
店舗名
COFFEE HOUSE
とむとむ利根店

県

西

優待内容
500円以上購入でドリップパックコーヒー1パックプレゼント

地

域

古 河 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

i salon

フェイシャルエステ1,000円、トレンドメイク1,000円

旬おかさと

10%割引（宴会・コース料理は除く）

相葉商会

洗車とオイル交換のセットで、粗品進呈

寿司のおかさと

10%割引（宴会・コース料理は除く）

Artigiano

10%割引

炭の家おかさと

10%割引（宴会・コース料理は除く）

イタリア料理マルミッタ

ソフトドリンク1杯プレゼント

スーパーフレッシュ 古河店

シニア得得カード進呈、1千円購入（税抜）毎にスタンプ1個押印、20個で景品交換

イタリアン工房AFC ロードサービス10%割引

七軒町通り いせや

5%割引（除外品有り）

イトーヨーカドー古河店

毎月20日は5%割引（専門店は対象外他）

関善

毎週金・土曜日限定、スタンプ2倍サービス

植木屋さしなみ

庭木の剪定・消毒等5%割引

高田商店

エンジンオイル交換時、10%割引

うおとみ三和店

シニア得得カード進呈、税抜1千円購入毎にスタンプ1個押印、20個で景品交換

千華鍼灸院

※お問合せ下さい

卯木薬局

スマイルポイント2倍券進呈

ナガツカ

20%割引

卯月探偵事務所

見積り額から10%割引等

ぬた屋

3,000円以上購入で600円相当1点プレゼント

エイエスピー 福祉移送の会

古河市内タクシー利用料金を半額（障がい者の方優先）

針谷電池

利用時、バッテリー無料交換・点検（工賃無料）

おかさと庵

10%割引（宴会・コース料理は除く）

ピポパーク 古河店

ケータイ購入時1千円（税抜）割引、アクセサリー購入時20%割引

おかさと亭椿

10%割引（宴会・コース料理は除く）

ビューティサロン マーガレット 毎月第3木曜日は美容料金（店販品除く）3%割引

かっぱ寿司古河店 108円商品を1品サービス

FESTA古河店

メダル貸機1,000円分（300枚）購入で、メダル100枚サービス

金子電器

3万円以上購入で、弊社買い物券500円分進呈

仏壇の国際

5%割引

関東補聴器 古河店

補聴器を10%割引

ふれんず美容室

カット･パーマ･ヘアダイ後のトリートメントコーティングサービス

行政書士 永塚法務事務所

初回相談料無料（要予約）

マナー理容

ボールペン、ポケットティッシュ等プレゼント

クレベット

全日全品10%引き

道の駅まくらがの里こが

コーヒー・ソフトドリンクを50円引き

米銀商店

自慢のおにぎりが133円→108円（10個まで）

ヤマザキショップ 古河錦町店

2,000円以上購入で、旧古河市内無料配達

ご馳走や 美仁

毎週火曜日は、スタンプ2倍

よつばびようしつ 300円引き

静の里三和店

10%割引（宴会・コース料理は除く）

和食丘里古河店
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10%割引（宴会・コース料理は除く）

結 城 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

池田自動車

エンジンオイル交換割引、作業工賃割引

ダスキン データム

ダスキンメリーメイド家事サービスを半額体験等

芋豚物語とん 結城店

会計金額合計より5%割引（1家族5様名まで有効他）

たちばなや

食事利用で自家製ゼリー1個サービス等（本人のみ）

うおとみ結城店

シニア得得カード進呈、1千円（税抜）購入毎にスタンプ1個押印、20個で景品交換

たての米店

全品10%割引

小川自動車工場

見積り無料、工賃10%割引、粗品プレゼント

東宮園中国料理 北京飯店

ランチ注文で、杏仁豆腐又はワンドリンクサービス等

海鮮うまいもん屋
ごほう 結城本店

食事注文で、1ドリンクサービス

ナガキ石油

利用時、店内コーヒー無料サービス

瀬端モータース

バイクの点検無料

はなの舞 結城店

刺身5点盛り1台サービス

下 妻 市
店舗名

優待内容

あおば美容室

技術料金 当店価格より10%引き

店舗名

優待内容

シューズ&バッグ サクライ 全商品10%引き又はポピーカードポイント5倍サービス

あけぼの薬局 千代川店 会計時に「健康とケアに役立つ」粗品プレゼント

すずき酒店

税込3千円以上購入で、ペットボトルジュース1本進呈

アジアン食堂
POKAHARA -ポカラ-

綜合衣料 小林呉服店

購入時、ポピーカードポイント2倍進呈

イオンシネマ下妻 鑑賞料金が1,100円

辰己鮨

飲食代金の3%引き

イオンフィットネス下妻店 1回体験が無料、7日体験が500円引き、入会手数料0円

田中屋呉服店

Tポイント又はポピーカードを2倍プレゼント

茨城ワーク

5%割引

筑紫畜産農業協同組合
つくしハム研修センター

5%割引

植木鈑金

各種見積り無料

塚田石油店

初回のみLEDライトキーホルダー進呈、オイル交換20%割引

内山建設

見積り無料

中山写真館

誕生日の記念写真撮影半額サービス、1千円以上購入で10%引き

大塚商事

1,000円以上購入で、加工食品をサービス

人形のきくや

節句商品を店内価格及びカタログ価格より10%割引

小沢石油

現金払いに限り、2円/ℓ引き

8代葵カフェサン・SUNさぬま店 会食金額より1名50円引き、最大200円引き

おしゃれの店・スギヤマ 洋品店

購入金額より10%割引、ポイントサービス

ファッションショップ ひらま

10%割引

交通の不便な方に無料で宅配、送迎

かめやパッケージ 会計金額合計より5%引き

ヘアーサロン ナカヤマ ヘアーメニューから200円引き

河村印舗

別注品全品5%引き

道の駅しもつま

小林車体

来店時ノベルティグッズをプレゼント等

焼肉ダイニング 百萬太郎 下妻店 会食金額より1名50円引き、最大200円引き
リリー

下妻家具センター 商品10%割引

「福よ来い納豆」全商品8%引き

誕生月利用で、
「写真付カレンダー」プレゼント

常 総 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

お菓子の店 石塚

2,000円以上購入で、クレープ1本プレゼント

浜屋酒店

スタンプ等

かうひいや珈和

珈琲豆売り10%引き

ビューティサロン中川

初回のみ500円割引

こかじ祭典 常総支社

葬儀料を5%割引等（最大20%割引）

古谷米店

店頭価格から10%引き

さいとう無線

商品購入金額に応じて景品プレゼント、当店主催バスツアーに優待

ヘアーサロンふるや 3千円以上利用でポイント2倍、送迎サービス（予約のみ）

さくらんぼ

食事付き無料体験

北條写真スタジオ スタジオ写真2割引、出張撮影（出張料無料）

紳士服 マルトヨ

店内全商品割引

ミセスショップ フルサワ

トーヨー写真

1000円以上お支払いで代金5%引き・写真の複写は20%引き

水海道風土記博物館 坂野家住宅 入館料無料（本人のみ）

トコヤ なかやま

普通調髪を月1回以上来店で半額、コーヒーサービス

ムラサキ電業社

5,000円以上購入で、粗品プレゼント

バーバー茂木

シルバー料金設定、来店困難な方に出張等サービス（送迎も可）

メガネのスタッセ石下店

1万円以上購入で10%引き

山中酒造店

1千円毎にスタンプ通常1個→3個にサービス

パーマハウスすずき メンバーズカードに2ポイントプレゼント

価格の割引等
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筑 西 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

秋山酒店

3,000円以上購入で、粗品プレゼント

スタイリースポーツ 購入で「Vグリーン」2スティックサービス

あけの元気館

大人1回の使用料金700円→600円等（本人のみ）

田﨑モーター販売 オイル交換10%割引

板忠本店

成約で畳グッズプレゼント、畳替1部屋毎に1%、最大5%引き

館最中本舗 湖月庵

1,000円以上購入で、お菓子プレゼント

いなば生花店

5%割引サービス

たまり場・たろう

毎月第4木曜日10：00～15：00まで店内開放、お茶セット無料提供

小島商会

車購入で洗剤等プレゼント

中央自動車販売 本社・筑西店

来場時、ティッシュBOXプレゼント

海鮮うまいもん屋
ごほう 下館本店

食事注文で、1ドリンクサービス

トータルフォト
スタジオ ゆきもと

長寿記念写真撮影を2,000円割引

カジュアルショップ ララミー

粗品プレゼント

なかむら薬局

5%引き（調剤及び特価品を除く）

8代葵カフェ協和店

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

がってん寿司筑西店 1会計につき5%引き
割烹 喜久寿し

平日限定10名以上で、1人5千円（市内送迎・カラオケ・税込）

パナピット クリハラ店 商品購入で粗品プレゼント

カメラのゆきもと 古い写真の復元20%引き

ひがの屋

会計時、手焼きせんべい1枚プレゼント

元気家元 とん 玉戸店

会計金額合計より5%割引（1家族5様名まで有効他）

ヘアーストーリー サンブロス

調髪5%割引

サイトー美容室

毎週木曜日はスタンプ2倍サービス

ベルかとう

毛糸5%割引（除外品有り）

四季料理 あきよし

食事利用でアサヒエクストラコールドビール1杯無料

保科商店

たばこ1カートンに付きコーヒー1本又はライター1個サービス

鈴木石油

ガソリン20ℓ以上給油で、ボックスティッシュプレゼント

坂 東 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

相沢商店

店頭販売5%割引

紳士服 マルトヨ

店内全商品割引

東屋商店

食品等1千円以上購入でお茶のサービス、3千円以上で配達サービス

スガヌマ薬局

買い物時「高齢者にとっても大切なヒント集」とテッシュボックス1箱を進呈

あらい寿司

ソフトドリンク等市場の仕入具合でサービス

堂前

ドリンクサービス

アルティア

食事注文で、ソフトドリンク1杯100円にて提供

トップファッションすずき 10%割引

イタリアンカフェ アルティア

ソフトドリンク1杯サービス

ハマヤ

500円以上購入で、マドレーヌ1個サービス

お茶のあらき園

購入金額の10%割引

ファミリーレストラン大利根

食事注文でドリンク1杯サービス

貸し農園ばんどう畑 年間利用料15千円を新規のみ5千円割引（先着5区画のみ）

ヘアーサロンくすはら

8%程度の割引サービス

カットハウス オチアイ サービスマッサージ

堀種苗店

家庭菜園用肥料33%割引

割烹久保新

10%割引

桝伊商店

店頭価格から5%割引（除外あり、他割引企画との併用不可）

川魚料理中屋

ドリンクサービス（紅茶、コーヒー、抹茶）

丸子食堂

料金割引

木原商店

商品購入で粗品プレゼント

リサイクルショップ 購入商品全品10%割引

酒のごとう

1千円以上購入でソフトドリンク1本プレゼント（除外品有り）

桜 川 市
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

絵馬堂売店（雨引観音） お土産・飲み物等商品5%引き

タサキ洋品店

購入金額合計から5%引き

海鮮和食処晤寶 岩瀬本店

食事注文で、1ドリンクサービス

チャイニーズ
ダイニングGoen mon

ソフトドリンク1杯無料

家具のさいとう

全商品5%割引

坪井商店

ガソリン・軽油・灯油を当店会員価格にて提供

｢髪や」つくば

肩もみ5分サービス

中屋鋸店

表示価格（税込）より10%割引

鴨亭

ソフトドリンクサービス

フローリストあすか 5%引き

サカヨリ洋品店

店頭価格より10%割引（除外品有り）

へアーサロン 竹中

調髪代200円引き、Tポイント2倍

重村自動車

高齢者支援商品を通常価格から10%割引

麺工房 秋田

食事注文で、ソフトドリンク又はコーヒー1杯サービス

ジョイネット パソコンスクール 受講料割引
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薬膳中華茶坊三笠 飲食代5%引き

八 千 代 町
店舗名
衣料ショップおおやま

優待内容
3,000円以上購入で、粗品進呈

店舗名

優待内容

ヘアークラブ やなぎた 技術内容から全10%割引

しらかばラーメン 食事注文で、ソフトドリンク又はアイスクリームサービス

松田製茶

たてぐや呉服店

八千代グリーンビレッジ 憩遊館 入館料100円引き（他割引券との併用不可）

購入で、ポイント2倍サービス

5%引き

五 霞 町
店舗名
五霞町コミュニティ交通

優待内容
ごかりん号大人運賃半額（200円→100円）

店舗名
道の駅ごか

優待内容
ローズポークまん（冷凍）5個入1千円（税込）を50円引き

境 町
店舗名

優待内容

店舗名

優待内容

朝日屋菓子店

小麦まんじゅう15個購入で、1個サービス

ドラッグニシワキ境店

健康食品など5%割引

海のさむらい

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

ふとんの関

店内全商品5%割引

珈琲四季

会計より50円引き

道の駅さかい

食事利用で、ドリンクサービス

境スズキ販売

新車購入で、初回オイル交換無料

宮田園

商品購入で粗品プレゼント

鈴木農機店

製品購入で粗品進呈

ヤマハ音楽教室 がくえんどう

各コース入会金割引（5,000円→1,000円）

ステーキハウス幌馬車

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

県

外

店舗名

店

舗

（

）の数字は店舗数

優待内容

店舗名

優待内容

AOKI（559）

5%割引（除外品有り他）

ダスキンヘルスレント野田 介護用品購入時、15%割引

あさ川（3）

毎週土・日は5%引き

チューリップ薬局（14） 購入1,080円毎にチューリップカード2ポイント進呈

あぢま 東武宇都宮店

来店者全員にデザートサービス

筑波銀行（14）

抽選で茨城県産品を2ヶ月に1回プレゼント（各回30名様）

うおとみ小金井店 シニア得得カード進呈、1千円購入（税抜）毎にスタンプを1個押印、20個で景品と交換

ときわ書店（2）

中古商品5%割引

お菓子処 雅洞

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

ドラッグストア セキ（141）

購入1,080円毎にチューリップカード2ポイント進呈

海鮮茶屋 八幡太郎

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

とりせん（50）

毎月第3・最終木曜日、本体価格1千円以上購入で5%割引

かつ太郎（5）

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

はせがわ（112）

初回来店時、仏壇10%引き神仏具5%引き等（除外有り、H29/4/1～）

鴨川シーワールド 通常大人料金2,800円→2,100円、団体料金10名以上1、500円（要予約）等
銀座1丁目 茨城マルシェ

ばんどう太郎（20） 会食金額より1名50円引、最大200円引き

マルシェカード登録でポイント3倍（「1」の付く日は除く） 墓地情報センター（2） 最低5%割引又は付属品サービス

クリーニング専科（95） 毎月「8」の付く日は8%割引

マミークリーニング（1）

極楽湯 幸取店

メガネスーパー（316） 眼鏡、コンタクト、補聴器購入で通常価格から15%割引（除外品有り）

平日：入館料500円、休日：入館料600円

1,000円以上の利用で、50円引き

サカイ引越センター（183） 引越料金20%割引他

メガネハット（29） メガネ類は10%引き、補聴器は5%引き

ジェフグルメカード 全国共通お食事券ジェフグルメカード500円→485円（50枚以上購入配送料無料）

水戸信用金庫（2） リフォーム、マイカーローンの金利を割引

すぎのや本陣（20） ポイント2倍サービス

森田屋書店

粗品プレゼント、利根町内の方2千円以上で無料配送

すし和膳 さむらい杉戸店

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

焼肉ダイニング百萬 石橋店

会食金額より1名50円引き、最大200円引き

スーパーフレッシュ（3）

シニア得得カード進呈、1千円購入（税抜）毎にスタンプ1個押印、20個で景品交換

結城信用金庫（1） 窓口における取扱手数料5%割引等

タイヤ館旭

タイヤ通常価格より10%割引、メンテナンス商品通常価格より10%割引

ロックハート城

入場料10%割引
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■地域包括支援センター一覧（H30.1.1 現在）
市町村名
水戸市

地域包括支援センター名称

電話番号

高齢者の総合相談窓口です。
住みなれたまちで、
健やかに生活していけるよう、ご活用ください。

市町村名

地域包括支援センター名称

029-241-4820

潮来市

日立市地域包括支援センター

0294-22-3111

守谷市

守谷市地域包括支援センター

0297-45-1111

地域包括支援センター福祉の森聖孝園

0294-39-1166

0295-53-6810

地域包括支援センター鮎川さくら館

0294-36-7303

常陸大宮
市

常陸大宮市南部地域包括支援センター
常陸大宮市北部地域包括支援センター

0295-57-3326

地域包括支援センター成華園

0294-33-7119

地域包括支援センター青燈会

029-295-5288

地域包括支援センター金沢弁天園

0294-33-7424

地域包括支援センターナザレ園

029-296-3405

地域包括支援センターサン豊浦

0294-33-8811

地域包括支援センターゆたか園

029-295-1287

地域包括支援センター銀砂台

0294-33-6500

筑西市地域包括支援センター

0296-24-2111

土浦市社会福祉協議会
地域包括支援センターうらら

029-824-0332

地域包括支援センターまごころ

0296-52-1381

古河市地域包括支援センター総和

0280-92-5920

古河市地域包括支援センター古河

0280-23-6517

古河市地域包括支援センター三和
石岡市

日立市

土浦市

那珂市

筑西市

潮来市地域包括支援センター

電話番号

水戸市地域包括支援センター

0299-63-1288

坂東市北部地域包括支援センター

0280-82-1284

坂東市

坂東市南部地域包括支援センター

0297-38-2161

坂東市中央地域包括支援センター

0297-35-2121

0280-77-1901

稲敷市

稲敷市地域包括支援センター

029-834-5353

石岡市地域包括支援センター

0299-35-1127

結城市

結城市地域包括支援センター

0296-34-0324

かすみが
うら市

かすみがうら市地域包括支援センター

0299-59-2111
(内線1350,1351)

龍ケ崎市

龍ケ崎市地域包括支援センター

0297-62-8686

桜川市

桜川市地域包括支援センター

0296-73-4511
(直通）

古河市

下妻市

下妻市地域包括支援センター

0296-43-8264

常総市

常総市地域包括支援センター

0297-23-2930

神栖市地域包括支援センター

0299-91-1701

常陸太田市 常陸太田市地域包括支援センター

0294-72-8881

神栖市

0299-95-9500

高萩市

高萩市地域包括支援センター

0293-22-0080

地域包括支援センター
済生会かみす

北茨城市

北茨城市地域包括支援センター

0293-43-1111

地域包括支援センターみのり

0479-21-6467

行方市

行方市地域包括支援センター

0299-55-0114

鉾田市

鉾田市地域包括支援センター

0291-34-0011

笠間市

取手市

笠間市地域包括支援センター

0296-78-5871

地域包括支援センター はあとぴあ

0297-71-3210

地域包括支援センター 緑寿荘

0297-63-4111

地域包括支援センター さらの杜

0297-70-2801

地域包括支援センター 藤代なごみの郷 0297-70-3756
牛久市
つくば市

牛久市地域包括支援センター

029-878-5050

つくば市地域包括支援センター

029-883-1134

筑波地域包括支援センター

029-828-5806

茎崎地域包括支援センター

029-886-9500

ひたちなか市東部地域包括支援センター 029-264-1501
ひたちな
か市

ひたちなか市南部地域包括支援センター 029-354-5221
ひたちなか市西部地域包括支援センター 029-276-0655
ひたちなか市北部地域包括支援センター 029-229-2255

鹿嶋市

鹿嶋市だいどう地域包括支援センター

0299-77-5681

鹿嶋市なかの地域包括支援センター

0299-95-9910

鹿嶋市かしま東地域包括支援センター

0299-82-9351

鹿嶋市かしま西地域包括支援センター

0299-85-1522

つくばみらい市 つくばみらい市地域包括支援センター
小美玉市
茨城町

小美玉市地域包括支援センター

0297-57-0203
0299-58-1282

小美玉市地域包括支援センター美野里

0299-35-7172

茨城町地域包括支援センター

029-292-8577

大洗町

大洗町地域包括支援センタ－

029-267-4100

城里町

城里町地域包括支援センター

029-288-3111

東海村

東海村地域包括支援センター

029-287-2525

大子町

大子町地域包括支援センター

0295-72-1175

美浦村

美浦村地域包括支援センター

029-885-0340

阿見町

阿見町地域包括支援センター

029-887-8124

河内町

河内町地域包括支援センター

0297-60-4071

八千代町

八千代町地域包括支援センター

0296-30-2400

五霞町

五霞町地域包括支援センター

0280-84-0765

境町

境町地域包括支援センター ファミール境 0280-87-7111

利根町

利根町地域包括支援センター

0297-68-8941

●高齢者優待制度に関するお問い合わせ
茨城県保健福祉部健康長寿福祉課
【 電話】029‐301‐3326 【FAX】029‐301‐3349

●シニアカードの配付に関すること
お住いの市町村にお問い合わせ下さい。

●シニアメルマガ配信中
月１回程度、協賛店舗の新着情報などをお届けします。
ＨＰから登録できます。
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ケータイ・スマートフォンでも
最適化された表示でご覧いた
だけます！

