
2019年度

２０１９年４月１日現在

※この一覧はホームページからダウンロードできます。https://mishimatagata.zenpuku.or.jp/

○会員証を提示するだけで受けられるサービスがあります。

○おっ！トク利用券やレクリエーション利用券を利用する際にも

　 必ず提示してください。

　　※当センター以外で契約した会員証を提示することによりサービスが受けられる施設は

　　　 全福センターのホームページで閲覧できます。　http://www.zenpuku.or.jp

＜ﾛｸﾞｲﾝID：ｔｋ　　パスワード:zenpuku＞

○おっ！トク利用券は1枚300円相当です。

○会員と利用登録家族が利用できます。

○1施設（店舗）1回の利用で1人1枚有効です。

○必ず会員証を一緒に提示してください。

★会員ご自身の店舗（施設）でのご利用はご遠慮ください。

○レクリエーション利用券は1枚3000円相当です。

○会員のみ利用できます。

○予約時に利用券を利用する旨を伝えてください。

○1施設（店舗）1回の利用で会員1人1枚有効です。

○必ず会員証を一緒に提示してください。

割引契約施設一覧

会員証提示またはおっ！トク利用券・レクリエーション利用券の利用

でサービスが受けられる施設（店舗）です。

この他にも東部地区や静岡県共済団体で契約の割引施設や店舗が

ありますのでお問い合わせください。

なお、契約施設（店舗）は年度途中で追加されたり、契約が解除され

会員証提示またはおっ！トク利用券・レクリエーション利用券の利用でサー

ビスが受けられる施設（店舗）です。

この他にも全福センターや東部地区共済団体・静岡県共済団体で契約の

割引施設や店舗がありますのでお問い合わせください。

なお、契約施設（店舗）は年度途中で追加されたり、契約が解除される場合

がありますので確認してご利用ください。

三島田方勤労者福祉サービスセンター

　おっ！トク利用券 ＜2019年度＞ 2019-1

利用施設名
　（店舗）

利用年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

会 員 NO. 会員氏名

事 業 所 名

利用者氏名
会員との
続　　柄

大・高・中
小・幼

※利用期間　　２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日
（○をつけてください）

※利用施設（店舗）名は利用対象施設（裏面）を参照して記入してください。

三島田方勤労者福祉サービスセンター

　　 　      ２０１９年度　レクリエーション利用券 ＜3,000円扱い＞
* * * * 年* * 月* * 日 発行

会 員 NO. ― 会員氏名

事 業 所 名

※下記に利用年月日を必ず記入してください。

利用年月日 利用施設名

有効期間 ～ ****年**月**日

 　　　　年　　月　　日

****年**月**日

三島田方勤労者福祉サービスセンター



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

 大人（１８歳以上、高校生を除く） 300 0

 小人（３歳以上） 200 0

 大人（65歳以上）　※要証明 200 0

200 0

100 0

300 0

100 0

大人（６５歳以上）　※要証明 200 0

500 200

300 0

100 0

大人 750 650 350

小人 410 300 0

大人 800 650 350

小人 460 300 0

大人（一日券） 1,500 1,350 1,050

大人（夜間券） 1,300 1,170 870

小人（１日券） 700 630 330

小人（夜間券） 600 540 240

大人（一日券） 2,000 1,800 1,500

大人（夜間券） 1,500 1,350 1,050

小人（一日券） 1,000 900 600

小人（夜間券） 800 720 420

大人（中学生以上） 1,642 1,339 1,039

小人（小学生） 767 670 370

幼児（３歳以上） 562 262

大人（中学生以上） 2,160 1,642 1,342

小人（小学生） 1,026 929 629

幼児（３歳以上） 670 370

無料 0 0

大人（中学生以上） 800 500 ※日帰り入浴

子ども（小学生） 300 0

小学生未満 無料 0

大人（中学生以上） 1,000 700

子ども（小学生） 500 200

小学生未満 無料 0

 大人（１２歳以上） 1,000 600 300 ※日帰り入浴（金・土・日のみ営業）

 小人（６歳以上１２歳未満） 600 500 200 タオル（販売）　１００円/枚

 小学生を除く６歳以下 無料 0 0 バスタオル（貸出）　２００円/枚

1,994 1,670 1,370

1,080 756 456

580 324 24

1,800 1,650 1,350

900 850 550

　

　 フリータイム通常料金（1,380円）+選べるお食事（980円）+おみそ汁（150円）

　　→通常料金2,510円を割引料金1,980円で提供　　　　　　　　

大人料金には入湯税５０円が含まれていま
す。

2019年度営業期間（予定）
　　6/22（土）～9/1（日）

平日

土日祝

３歳未満

※立ち寄り湯は除く

※繁忙期：12/30～1/4 ・ 8/13～8/16

割引料金適用（大人のみ）

平日

土日祝

大人（中学生以上）

小学生

極楽湯　三島店
　三島市三好町4-23
　☎ （055）991-4126

小中学生

幼児

平日

土日祝

富士マリンプール
　富士市田中新田275-9
　☎（0545）33-3400

大人

３歳～高校生

一般

清水町温水プール
　駿東郡清水町柿田166-1
　☎（055）976-8711

かんぽの宿　箱根
　足柄下郡箱根町元箱根159
　☎（0460）84-9126

土日祝
および

繁忙期

万葉の湯
  沼津市岡宮1208-1
　☎（055）927-4126

会員証提示　       
おふろcafe 美肌湯
　静岡市葵区籠上15-15
　☎（054）252-1126

日帰り温泉　龍宮殿本館
　足柄下郡箱根町元箱根139
　☎（0460）83-1126

幼児（３歳以上）

おんりーゆー（日帰り温泉）
  南足柄市広町1520-1
    ☎（0465）72-1126

 大人（中学生以上）

 子ども（３歳～小学生）

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞
＜おっ！トク利用券が使える施設（店舗）＞

駿河の湯　坂口屋
　沼津市岡宮1265-3
　☎（055）926-4126

会員証提示　       

備　　　考

平日

施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

三島市民温水プール
　三島市文教町2-10-57
　 ☎（055）980-5757

万福　百笑の湯
 　伊豆市瓜生野410-1
 　☎（0558）73-1126

年齢区分

 大人

 ３歳～高校生

沼津市屋内温水プール
   沼津市上香貫二洞2416-1
    ☎（055）932-2179

かんぽの宿　伊豆高原
　伊東市八幡野1104-5
　☎（0557）51-4400



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞
＜おっ！トク利用券が使える施設（店舗）＞

備　　　考施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

年齢区分

1,600 1,400 1,100

1,000 800 500 　

無料 0 0

1,400 1,100

800 500

1,000 900

700 630

中学生・小学生 500 450

1,800

1,500

高校生 1,000

1,000 500

1,800 1,000 ３Ｄ上映は＋300円

1,000 400 60歳以上対象外

大人（中学生以上） 2,200 1,800 1,500

小人（４歳～小学生） 1,100 900 600

1,600 1,500 ※５名まで適用

800 700

400 300

1,500

1,500 1,200 900

750 600 300

1,600 1,440 1,140

800 720 420

大人（中学生以上以上） 860 660 360

子供（３歳～小学生） 430 130

1,400 1,200 大浴場「本殿　湯楽庵」

700 600 同行者５名まで

大人（中学生以上） 1,800 1,700

子供（３歳～小学生） 900 850

大人（中学生以上） 1,980 1,680

小学生 1,100 800

３歳以上 450 150

ロープウェイ
（往復）

※小学生未満の未就学児は有料乗車１名に
つき１名無料
※同伴者全員適用

箱根園水族館
　足柄下郡箱根町元箱根139
　☎（0460）83-1151

大人（中学生以上）

こども（４歳以上）

箱根駒ヶ岳ロープウェー
　足柄下郡箱根町元箱根139
　☎（0460）83-1151

大人（中学生以上） 往復乗車券

こども（４歳以上）

箱根湯寮
   足柄下郡箱根町塔之澤4
    ☎（0460）85-8411

 大人中学生以上）

会員証提示
ＵＦＯキャッチャー５００円利用で１回分サービス
※５００円投入前に会員証提示
※何度でも利用可

１ｹﾞｰﾑ５０円割引（１日１枚限り）

　おっ！トク １ｹﾞｰﾑ５０円割引（１日１枚限り）

　おっ！トク

一般

高校生

小学生

大人（高校生以上）

６５歳以上（要証明）

幼児（４歳以上）

中学生・小学生

1,000
大学生

障害者（要証明）

映画館窓口で利用券１枚につき観賞券１枚購入してくださ
い。一部特別興業作品で利用できない場合があります。
３Ｄ上映は＋300円　　高校生および60歳以上は対象外

小人（３歳～中学生）

※障害者割引の適用は障害のある方とその
付添者 １名となります。　（証明できるものを
提示してください。）

１ｹﾞｰﾑ５０円割引（１日１枚限り）

３ゲーム+貸靴　1,400円（一般　1,600円）※グループ全員対象
　※他のチケット・サービスとの併用不可

大人

ＭＯＡ美術館
　熱海市桃山町26-2
　☎（0460）84-2511

大人

大学生・高校生

中学生・小学生

シネプラザサントムーン
　駿東清水町玉川61-2
　☎（0557）84-2511

６５歳以上（要証明）

池田２０世紀美術館
　　伊東市十足614
　　　（一碧湖けやき通り）
　☎（0557）45-2211

ジョイランドシネマみしま
　三島市梅名308-6
　☎（055）982-0700

伊豆・三津シーパラダイス
　沼津市内浦長浜3-1
　☎（055）943-2331

大人（高校生以上）

小人（３歳～中学生）

沼津港深海水族館
　　ｼｰﾗｶﾝｽ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
　沼津市千本港町83番地

　☎（055）954-0606

ジョイランドボウルみしま
　三島市梅名308-6
　☎（055）982-0707

　おっ！トク

柿田川パークレーンズ
　駿東郡清水町玉川61-2
　☎（055）943-7951

会員証提示

セガワールドサントムーン
　駿東郡清水町玉川61-2
　☎（055）972-5430

ジョイランドボウル宝塚
　沼津市大手町5-9-20
　☎（055）963-2123

ジョイランドボウル原
　沼津市原町中2-14-8
　☎（055）968-2222

立寄り天然温泉湯の国会館
  伊豆市青羽根188
  ☎0558-87-1192

パノラマ
ダイニング

伊豆の国パノラマパーク
　伊豆の国市長岡260-1

　☎（055）948-1525



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞
＜おっ！トク利用券が使える施設（店舗）＞

備　　　考施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

年齢区分

小学生以上 1,800 1,700 1,400 ※３歳未満無料

小学生未満 900 600

小学生以上 1,600 1,500 1,200

小学生未満 800 500

小学生以上 1,400 1,300 1,000

小学生未満 700 400

小学生以上 1,200 1,100 800

小学生未満 600 300

小学生以上 1,000 900 600

小学生未満 500 200

大人（中学生以上） 1,300 1,150 850 ※会員証提示料金は５名まで適用

小人（小学生以下）
60歳以上（要証明）

850 700 400 ※ワンデークーポン
　　　入園料+乗り物１日乗り放題

大人（中学生以上） 3,700 2,900 2,600

小人（小学生以下）
60歳以上（要証明）

2,700 2,300 2,000

大人（中学生以上） 1,700 1,400 ※2019.4.1～2019/6/30までの料金

小人（小学生以下）
60歳以上（要証明）

1,000 800

大人（中学生以上） 3,900 3,500

小人（小学生以下）
60歳以上（要証明）

3,100 2,800

大人（中学生以上） 3,500 2,700 ※オンシーズン・１日入場滑走料金

小人（小学生以下）
シニア

2,500 1,700

大人（中学生以上） 4,000 3,200
小人（小学生以下）
シニア

3,000 2,200

大人 3,200 2,700 ※レギュラーシーズン・・１日入場滑走料金

小学生 1,850 1,650

中学生・シニア 2,800 2,200

大人 4,000 3,300

小学生 2,300 2,100

中学生・シニア 3,500 2,800

大人（１５歳以上） 500 450

生徒・児童（小学生・中学生） 50

◆入場料金（観光坑道＆黄金館共通チケット） ※会員証提示は、その家族またはグループ

860 780 480 全体が利用できます。

430 390 90 ※施設からプチプレゼント差し上げます。

0

◆入場料金＆砂金採り体験セット）

1,580 1,400 1,100

1,040 960 660

土肥金山
伊豆市土肥2726
　☎（0558）98-0800

大人（中学生以上）

小人（小学生）

幼児

大人（中学生以上）

小人（小学生）

韮山反射炉
　伊豆の国市中字鳴滝入268
　☎（055）949-3450

※会員と同伴者を含め合計５名まで適用

入園

フリーパス

ﾜﾝﾃﾞｰ
ｸｰﾎﾟﾝ

土休日

ぐりんぱ
　裾野市須山藤原2427
　☎（055）998-1111

4月1日～
4月末日

5月1日～
5月末日

入園

久保田いちご狩り園
　伊豆の国市北江間819
　☎（055）948-2681

12月1日
～1月3日

1月4日～
2月末日

平日

土休日

あだたら高原スキー場
福島県二本松市奥岳温泉
　☎（0243）24-2141

平日

スノータウンイエティ
裾野市須山藤原2428
　☎（055）998-0636

3月1日～
3月末日

さがみ湖リゾート
　プﾚｼﾞｬｰフォレスト
相模原市緑区若柳1634
　☎（0570）037-353



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞
＜おっ！トク利用券が使える施設（店舗）＞

備　　　考施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

年齢区分

餃子の一番亭
 伊豆長岡店　　　

伊豆の国市長岡250-8　☎（055）-948-5075

 沼津東名インター店

沼津市岡の宮寺林1246-19　☎（055）-924-5757

 富士青島店

富士市青島町278 　☎（0545）57-0500

 富士柳島店　　

　富士市柳島57-1　☎（0545）-64-6560

 富士宮阿幸地店　　　

富士宮市東阿幸地698　☎（0544）-23-6011

　湯河原店

神奈川県足柄下郡ｊ湯河原町宮下29 　☎（0465）62-4339

らーめんの一番亭

 三島駅前店　　　

三島市一番町17-60　☎（055）-971-5429

 三島塚原店　　　

三島市塚原新田字山神所297-1　☎（055）-976-0211

 長泉町下土狩店　　

長泉町下土狩字御嶽堂323-4　☎（055）-986-5003

 富士松野店　　　

富士市北松野1889-2　☎（0545）-85-1151

 富士伝法店　　　

富士市伝法2628-1　☎（0545）-57-0277

かさねとんかつ　かつ銀
 三島北上店　　　

三島市徳倉899-3　☎（055）-987-8766

 沼津東椎路店　　　

沼津市東椎路字東荒464-1　☎（055）-923-0059

 富士青島店　　　

富士市青島町278　☎（0545）-67-1855

 富士宮阿幸地店　　　
富士宮市東阿幸地698　☎（0544）-23-6011

 大井川グランリバー店　　　

焼津市下江留1322　☎（054）-631-7000

 静岡ＳＢＳ通り店　　　

静岡市駿河区中村町225-1　☎（054）-266-7000

 グルッペ 本町店
　　　三島市本町2-27 　☎（055）973-1153

 す・ぱん　長泉町店

　　　駿東郡長泉町下長窪1076 Well-D長泉内 　☎（055）989-5365

　おっ！トク

ビストロ大木
　三島市広小路町1-40
　☎（055）975-3024

おっ！トク

おっ！トク

おっ！トク

おっ！トク

おっ！トク
 高田屋
　三島市本町1-41
　☎（055）975-0495

 カツマタベーカリー
　三島市東本町1-12-17
　☎（055）975-1921

おっ！トク

おっ！トク

おっ！トク

 兎月園
　三島市中央町3-40
　☎（055）972-2366

 鉄板焼き　ぼて福
　三島市中田町10-28
　☎（055）-981-8002



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞
＜おっ！トク利用券が使える施設（店舗）＞

備　　　考施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

年齢区分

　        　　おっ！トク

おっ！トク

デコレーションケーキ（ホール）の代金の10％割引

 梅よし
　三島市梅名395-4
　☎（055）977-1648

購入代金の5％割引（園芸用品に限る）　　
会員証提示
おっ！トク

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ｸﾙｰﾙｸﾚｰﾙ
　三島市松本294-1
　☎（055）977-0522

飲食代金5％割引（ランチメニュー除く）

ローヤル洋菓子店
　三島市南二日町20-16
　☎（055）972-5171

会員証提示
おっ！トク

会員証提示
おっ！トク

購入代金の5％割引　　

沼津市民文化センター
　沼津市御幸町15-1
　☎（055）932-6111

会員証提示
窓口での購入に限り自主事業チケット一般価格の10％割引
（一部除外事業あり）

入会金（\3,240）半額

 お茶の丸大園
　田方郡函南町間宮63
　☎（055）978-3340

会員証提示
全商品5％割引
3000円以上お買い上げの方に粗品進呈

窓口での購入に限り自主事業チケット一般価格の10％割引
（一部除外事業あり）

会員証提示

会員証提示

三島市民文化会館
　三島市一番町20-5
　☎（055）976-4455

 朝日ﾃﾚﾋﾞｶﾙﾁｬｰ
            三島ｽｸｰﾙ
　三島市本町3-29三島本町ﾀﾜｰ
　☎（055）971-4041

会員証提示 撮影代金の20％割引（2ﾎﾟｰｽﾞ以上撮影の場合）
 エトウ写真館
　三島市大社町17-3
　☎（055）975-1722

購入代金の5％割引

 花や あきつフルール
　伊豆市柏久保552-5
　☎（0558）72-0454

会員証提示
おっ！トク

購入代金の8％割引

 プティ・レザン
　伊豆市柏久保1340-1
　☎（0558）72-7402

会員証提示
おっ！トク

会員証提示
おっ！トク

 焼肉レストラン　田苑
　三島市梅名321-22
　☎（055）977-3627

会員証提示
おっ！トク

 ㈲石川鉄造種苗店
　三島市大社町4-3
　☎（055）972-1420

購入代金の5％割引

 深瀬菓子店
　伊豆の国市大仁284
　☎（0558）76-1225

おっ！トク

 佳月園
　伊豆の国市南條1609
　☎（055）949-0634

ポイント通常の2倍ｻｰﾋﾞｽと次回使える特別クーポン券プレゼント

 ふたつ星
　三島市本町5-13-1Ａ
　☎（055）955-9840

時計・宝飾品・結婚・婚約指輪15％割引
メガネ一式25％割引

会員証提示
おっ！トク

おまかせ１品サービス

会員証提示
おっ！トク

 河野米店
　三島市本町9-17
　☎（055）975-1616

 小坂時計店
　三島市本町8-1
　☎（055）975-1345

会員証提示
おっ！トク



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

ケンタッキーフライドチキン
 伊東ＳＣデュオ店

伊東市玖須美元和田720-143　　☎（0557）35-3211

 アピタ大仁店

伊豆の国市吉田字九十分153-1 　☎（0558）75-5030

 三島北店　　　

三島市萩268-2　☎（055）-980-0177

 函南店　　　

田方郡函南町間宮字西前道越446-1　☎（055）-970-0055

リコー通り店

沼津市北高島町21-36　☎（055）-927-0337

 御殿場店　　

御殿場市萩原72-1　☎（0550）-80-0085

 富士吉田店　　　

富士吉田市新西原2丁目33-12　☎（0555）-20-1171

 イオンモール富士宮店　　　

富士宮市浅間町1-8　☎（0544）-28-0169

 富士宮バイパス店　　　

富士宮市東阿幸地688　☎（0544）-28-0171

 富士店　　

富士市青島町266　☎（0545）-55-0362

 イオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10 ｲｵﾝﾀｳﾝ富士南店内　

他県内中西部計１４店舗

サブウェイ
 イオンモール富士宮店　　　

富士宮市浅間町1-8　☎（0544）-28-0169

他県内西部計３店舗

吉野家

　136号線函南店

田方郡函南町扇田142-1　☎（055）-970-0139

　1号線本市場店

富士市本市場424-2 　☎（0545）66-0520

　139号線富士市伝法店

富士市伝法1丁目2379-1　☎（0545）-55-0610

リンガーハット

　静岡沼津インター店

沼津市岡一色53-1　☎（055）-927-0907

　富士本市場店

富士市本市場427-2 　☎（0545）66-0594

他県内中西部計３店舗

かつや
　静岡御殿場店

御殿場市萩原字カリヤツカ62-21　☎（055）-941-5912

他県内中西部計４店舗

御殿場高原ビール　内　レストラン施設
御殿場市神山719　☎（0550）-87-5500

　レストラングランテーブル

　バイキングレストラン麦畑

会員証提示
味噌汁プレゼント
（３名まで適用）

会員証提示
ドリンクＳまたはポテトＳプレゼント

（３名まで適用）

会員証提示
各種ドリンクＳプレゼント

（３名まで適用）

会員証提示
飲食代金の5％割引
（売店商品は除く）

会員証提示
杏仁豆腐プレゼント

（３名まで適用）

会員証提示
５００円以上お食事の方
１食につき１００円割引

（３名まで適用）

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞

施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

備　　　考
年齢区分



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞

施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

備　　　考
年齢区分

オートバックス

　三島店

三島市梅名374-1　☎（055）-977-2295

　２４６長泉店

駿東郡長泉町南一色8-1 　☎（055）988-7777

　伊東店

伊東市吉田634-2　☎（0557）-44-6262

　小田原店

小田原市成田460　☎（0465）-36-4601

　秦野店

秦野市平沢49-1　☎（0463）-81-2900

スーパーオートバックス

  湘南平塚店　　　

平塚市田村3-4-25　☎（0463）-54-9555

びっくりドンキー
　長泉店

駿東郡長泉町南一色8-1　☎（055）-988-0663

　函南店

田方郡函南町間宮572-1 　☎（055）978-0770

　東町店

静岡市葵区東町52-5　☎（054）-221-7830

　小田原店

小田原市前川120　☎（0465）-45-5551

丸源

  富士インター店　　　

富士市日乃出町7　☎（0545）-55-2227

カーブス

　ベルシティ裾野店

裾野市佐野1039　ベルシティ裾野3Ｆ　☎（055）-992-5621

　御殿場店

御殿場市東田中1024-10 杉山ビル第２ ☎（0550）84-2280

　伊豆修善寺店

伊豆市瓜生野5　ノジマ修善寺店2Ｆ ☎（0558）-72-8825

　小田原シティーモール店

小田原市前川120　☎（0465）-48-8132

沼津甲羅本店八宏園
沼津市上香貫東本郷町1838 ☎（055）0933-5555　

富士甲羅本店八宏園
富士市青葉町530 ☎（0545）65-8888

御殿場甲羅本店八宏園 
御殿場市ぐみ沢1240 ☎（0550）88-3333

ラジオシティー
　三島駅前店

三島市一番町13-13　フジミビル3Ｆ ☎（055）983-6666

　沼津北店

沼津市米山町1-5 ☎（055）925-3111

　御殿場店

御殿場市川島田838-1 ☎（0550）84-6666

会員証提示 すべての表示価格から5％割引

会員証提示

会員証提示 カーブスメンバー入会金50％割引

会員証提示

すべての表示価格から5％割引

飲食代金の5％割引

会員証提示 飲食代金の5％割引

会員証提示
飲食代金の10％割引

（グループ全体）

会員証提示
部屋代20％・飲食代5％割引

（グループ全体）



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞

施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

備　　　考
年齢区分

創作料理ゆうが

　沼津
沼津市大手町2-1-1　ポルト沼津4Ｆ ☎（055）964-6700

　三島

三島市一番町13-13　フジミビル4Ｆ ☎（055）991-6800

カルビ一丁

　沼津店
沼津市高島本町8-56 ☎（055）925-5600

　大仁店

伊豆の国市中島41-1 ☎（0558）77-2929

わが家の台所

沼津市五月町17-22 ☎（055）929-1234

赤から

　三島店

三島市一番町9-37 ☎（055）991-2222

　沼津店

沼津市米山町1-5 ☎（055）941-9999

　御殿場店

御殿場市ぐみ沢36-5 ☎（0550）80-5000

　富士店

富士市永田町１丁目124-3 ☎（0545）57-5000

　函南店

田方郡函南町肥田377-5 ☎（055）0979-6666

えびす家　富士店
富士市伝法2619-1 ☎（0545）57-2222

大人 1,000 800

小人 500 400

大人 1,200 900

小人 600 500

大人 1,000 800

小人 500 400

大人 700 500

小人 400 300

ｱｶｵﾊｰﾌﾞ&ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ
　熱海市上多賀1027-8
　☎（0557）82-1221

3月1日～
5月14日

5月15日
～6月10

日
6月11日
～11月30

日
12月1日
～2月28

日

会員証提示
飲食代金の10％割引

（グループ全体）

会員証提示
飲食代金の10％割引

（グループ全体）

会員証提示
飲食代金の10％割引

（グループ全体）

会員証提示

会員証提示

飲食代金の10％割引
（グループ全体）

飲食代金の10％割引
（グループ全体）



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

おっ！トク おっ！トク利用券利用で300円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 　　※他のサービスとの併用不可
（単位：円）

一般料金 会員証提示 おっ！トク

串特急
 沼津駅南口店

沼津市大手町5-8-21ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾄﾓ2Ｆ　　☎（055）963-3347

 清水町徳倉店

清水町徳倉460-85　　☎（055）932-7331

 沼津リコー通り店

沼津市寿町23-1特急沼津駅北ビル　　☎（055）921-4727

 裾野インター店

裾野市御宿1536-16　　☎（055）965-3666

 三島駅広小路店

三島市広小路町13-6　2Ｆ　　☎（055）972-8028

 富士吉原店

富士市吉原2-11-8　　　☎（0545）54-2258

 静岡下川原店

静岡市駿河区下川原2-7-26　　　☎（054）256-2640

 榛原店

牧之原市細江2017-1　　　　☎（0548）22-0034

 藤枝楽座

藤枝市前島1-7-3　　　　☎（054）634-1090

さかなや道場　三島広小路店
三島市本町9-1　佐伯ビル1Ｆ　　　　☎（055）983-6001

伊酒家ダイニング海人

 沼津駅前店

沼津市大手町1-1-2　ＦＤＩビル7Ｆ

さしみ居酒屋駿河うお菜

 富士吉原店

富士市吉原2-13-9　富士吉原ＴＭビル1・2Ｆ

会員証提示
　　　　会計から10％割引（現金支払いのみ）
　　　　割引上限　１万円まで
　　　　宴会コースとの併用不可

会員証提示
会計から10％割引（現金支払いのみ）

　　　　割引上限　１万円まで
　　　　宴会コースとの併用不可

会員証提示 飲食代金の10％割引（グループ全体）
女子会コース・他の割引との併用不可

＜会員証提示でサービスが受けられる施設（店舗）＞

施設（店舗）名
サ　ー　ビ　ス　内　容

備　　　考
年齢区分



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

レク利用券 レク利用券利用で3000円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 ※他のサービスとの併用不可

　　※ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・年末年始等施設の指定する期間およびｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる予約は除く

　　※特典内容の詳細は予約時に確認してください。 ※基本宿泊料金とは1泊2食の料金です。
（単位：円）

一般料金 会員証提示 レク利用券

大人（18歳以上） 5,700 5,500 2,500

中人（12～１７歳） 5,200 5,000

小人（７～１１歳） 4,300 4,100

幼児（１歳以上）・シニア 2,000 1,900

　

　 

＜レクリエーション利用券が使える施設＞

施　設　名
サ　ー　ビ　ス　内　容

ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾚｰ伊豆長岡
　伊豆の国市長岡659
　☎（055）948-3800

　会員証提示
　レク利用券

年齢区分

箱根湯本温泉　天成園
　足柄下郡箱根町湯本682
　☎（0460）83-8511（予約専用）

　会員証提示
　レク利用券

基本宿泊料金について優待料金適用

備　　　考

ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾚｰ富士見
　伊豆の国市古奈185-1
　☎（055）947-3100

　会員証提示
　レク利用券

基本宿泊料金の10％割引(本館）

フリーパス

基本宿泊料金の10％割引(本館）

富士急ハイランド
　富士吉田市新西原5-6-1
　☎（0555）23-2111

基本宿泊料金の1080円割引（特定日・繁忙期等除く）

ニュー八景園
　伊豆の国市長岡211
　☎（055）948-1500

　会員証提示
　レク利用券

ﾆｭｰｳｪﾙｼﾃｨ湯河原
　熱海市泉107
　☎（0465）63-3721

　会員証提示
　レク利用券

基本宿泊料金の1000円割引

ホテル・サンミ倶楽部
　　　　　　　　（本館・別館）

　熱海市和田浜南町5-8
　☎（0557）81-8000

　会員証提示
　レク利用券

うたゆの宿　熱海四季ﾎﾃﾙ
　熱海市梅園町21-7
　☎（0120）549-0266

　会員証提示
　レク利用券

かんぽの宿
　（全国のかんぽの宿）

伊豆長岡温泉ホテル天坊
　伊豆の国市長岡431-1
　☎（055）947-1919

　会員証提示
　レク利用券

龍宮殿別館
　足柄下郡箱根町元箱根139
　☎（0460）86-1121

　会員証提示
　レク利用券

箱根小涌園　天悠
　足柄下郡箱根町二の平
1297

　会員証提示
　レク利用券

　会員証提示
　レク利用券

うたゆの宿　箱根
足柄下郡箱根町小涌谷笛塚442-10
☎（0120）549-0266

　会員証提示
　レク利用券

基本宿泊料金について優待料金適用

基本宿泊料金について優待料金適用

伊東　緑涌
　伊東市広野2-2-5
　☎（0465）20-0027

　会員証提示
　レク利用券

由布院　緑涌
　大分県由布市湯布院町
　☎（0465）20-0028

　会員証提示
　レク利用券

龍宮殿別館
　足柄下郡箱根町元箱根139
　☎（0460）86-1121

　会員証提示
　レク利用券

伊東小涌園
　伊東市広野2-2-5
　☎（0465）20-0026

　会員証提示
　レク利用券

　HMIホテルグループ
　　　　（全国53施設）

　会員証提示
　レク利用券

ホテル椿山荘東京
　東京都文京区関口2-10-8
　☎（03）3943-0996

　会員証提示
　レク利用券

十和田ホテル
　秋田県鹿角郡小坂町
　☎（0176）75-1122

　会員証提示
　レク利用券

基本宿泊料金の1000円割引・日帰り入浴300円割引

基本宿泊料金の500円割引

優待宿泊料金　※インターネット予約の場合はアカウント入力必要

優待宿泊料金　※インターネット予約の場合はアカウント入力必要

基本宿泊料金の1000円割引

優待宿泊料金　※インターネット予約の場合はアカウント入力必要

基本宿泊料金について優待料金適用

優待宿泊料金　※インターネット予約の場合はアカウント入力必要

法人特別料金
※法人専用インターネット予約に限る（初回会員登録必要）
　　http://www.hmi-hotel.co.jp/hojin/
※ＧＷ・年末年始等の予約状況や食事等の詳細は
   ホームページで確認してください。

優待宿泊料金　※インターネット予約の場合はアカウント入力必要

優待宿泊料金　※インターネット予約の場合はアカウント入力必要

基本宿泊料金の1080円割引（特定日・繁忙期等除く）



会員証提示 会員証提示でサービスが受けられます

レク利用券 レク利用券利用で3000円引きとサービスが受けられます
　（会員証も必ず提示してください）

　　※１施設（店舗）１回の利用について１人１枚有効 ※他のサービスとの併用不可

　　※ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・年末年始等施設の指定する期間およびｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる予約は除く

　　※特典内容の詳細は予約時に確認してください。 ※基本宿泊料金とは1泊2食の料金です。
（単位：円）

一般料金 会員証提示 レク利用券

＜レクリエーション利用券が使える施設＞

施　設　名
サ　ー　ビ　ス　内　容

年齢区分
備　　　考

　        　　おっ！トク

　        　　おっ！トク

東海バストラべル
 三島旅行センター　　　

三島市一番町16-1　☎（055）975-0196

 沼津旅行センター　　　
沼津市大手町1-1-1　☎（055）963-5221

 中伊旅行センター
伊豆市柏久保634-1　☎（0558）72-5755

東海バスオレンジシャトル＜高速乗合バス回数券＞
 三島駅前案内所　　　

三島市一番町16-1　☎（055）975-0196

 沼津事業所　　　

沼津市大平1791　☎（055）935-6611

富士急トラベル
 沼津支店

沼津市大手町3-2-1富士急百貨店１階 ☎（055）962-7300

 富士富士宮支店　　　
富士宮市中央町15-18　☎0544-26-1110

 御殿場案内所
御殿場市新橋1990-1　☎（0550）82-1433

おんりーゆー
　南足柄市広町1520-1
    ☎（0465）72-1126

　会員証提示
　レク利用券

各宿泊プラン　基本料金から2200円割引（平日・日祝日のみ）
※土・休前日は除く。トップシーズン（GW・お盆・年末年始）除く
・中学生以上は入湯税150円

　レク利用券

芦の湖カントリークラブ
　三島市字南原菅4708
　☎（055）985-2146

　レク利用券

凾南ゴルフ倶楽部
　田方郡函南町桑原高雄山1315-25

　☎（055）978-3220（代）
　レク利用券

修善寺カントリークラブ
　伊豆市日向965
　☎（0558）72-2227

　レク利用券

芦ノ湖キャンプ村
　　　　　レイクサイドヴィラ
　足柄下郡箱根町元箱根164
    ☎（0460）84-8279

　会員証提示
　レク利用券

一般料金から10％割引（インターネットからの予約は除く）

　レク利用券
南富士カントリークラブ
　富士市大淵11702-3
　☎（0545）36-0100（代）

沼津ゴルフクラブ
　沼津市足高字尾上441
　☎（055）921-0611

湯ヶ島ゴルフ倶楽部
　　　　　　　　＆ホテル董苑
　伊豆市湯ヶ島2571-10
　☎（0558）85-2100

　会員証提示
　レク利用券

会員証提示
レク利用券

グリーンツアー掲載の旅行代金3％割引

レク利用券

飲食代金5％割引（ランチメニュー除く）

優待料金（施設が定めた期間中に限る）

　レク利用券
 高田屋
　三島市本町1-41
　☎（055）975-0495
 梅よし
　三島市梅名395-4
　☎（055）977-1648

寿司割烹　ずぼら
　田方郡函南町仁田71-4
　☎（055）978-8955

　会員証提示
　レク利用券

伊豆にらやまｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
　伊豆の国市中1613
　☎（055）944-2222

　会員証提示
　レク利用券

　レク利用券

 焼肉レストラン　田苑
　三島市梅名321-22
　☎（055）977-3627

　会員証提示
　レク利用券

箱根園ゴルフ場
　足柄下郡箱根町元箱根138
　☎（0460）83-6555

　会員証提示
　レク利用券

会員証提示
レク利用券

オレンジツアー掲載の旅行代金3％割引

・２０名様以上に焼酎ボトル１本サービス
・１０名様以上にデザートサービス

基本料金から1,000円割引（繁忙期等は除く）

（湯ヶ島ゴルフ倶楽部）　優待料金適用
（ホテル董苑）　基本宿泊料金の1000円割引


