
■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

1 福島市 欧風彩宴とらのまき
福島市陣場町8-6
エルミタージュビル3F

024-529-6973 夜お食事の方デザートサービス

2 福島市 釜飯&個室dining ことこと
福島市万世町5-38
第8佐勝ビル1F1階

024-563-3967 夜お食事の方デザートサービス

3 福島市 More Nail 福島市天神町15-32 024-573-5011 新規のお客様お会計より10％OFF

4 福島市 二本松農園直営居酒屋「たくの実」 福島市置賜4-6 024-522-5234 お代金の5％割引

5 福島市 Hair salon park
福島市置賜町8-10
コレユキビル2F

024-521-6101 新規のお客様5％引き

6 福島市
旬菜うちごはん 菜々家 福島太平寺
店

福島市太平寺字垳屋敷23-1
ヨークベニマル太平寺店 敷地内

024-573-4820 ドリンクバー半額

7 福島市 旬菜うちごはん 菜々家 福島野田店
福島市野田町4-9-2
ヨークタウン野田内

024-573-2577 ドリンクバー半額

8 福島市 本格インド料理 SULTAN 福島店 福島市御山字稲荷田83-1 024-535-4100 お会計より10％OFF

9 福島市 有限会社 福島路ビール 福島市荒井字横塚3-182 024-593-5859
お会計3,000円ごとに、オリジナルコースターセット
プレゼント

10 福島市 Body-Revolution 福島市笹谷字道場20-3 090-6254-3413 【新規限定】施術10分間延長

11 福島市 ISOLA　FELICE
福島市置賜町8-8
パセナカMisse2F

024-523-5510
コースをご利用のお客様、ワンドリンクサービス（ア
ルコール含む）

12 福島市
スイーツデコ・ハンドメイドのおみせ
+Happeach+

福島市泉字清水田31-10 024-572-4111 カードご提示で5％OFF

13 福島市 韓国家庭料理 幸福
福島市置賜町8-8
パセナカMisse2F

024-597-7734
・昼ワンドリンクサービス
・夜フリーのお客様 グラス生ビール杯サービス

14 福島市 黒潮亭
福島市万世町5-43
パセオビル1F

024-521-9640

・フルーツ盛り合わせ
・お酒4合瓶1本プレゼント
・会計時1グループ500円引き
上記いずれか

15 福島市 味処 おこぜ 福島市大町1-7 024-523-2875 生ビール1杯サービス

16 福島市 fizzcrop
福島市栄町10-8
ACTY21 2F

024-522-3036

・新規のお客様は、カット、カラー、パーマ、トリート
メント　各3,000円～
・デジタルパーマと縮毛矯正　施術料13,000円のと
ころを20%OFF!

17 福島市 カオミナ 福島市南中央1-10 024-534-1086 Bountyのお試しサイズをプレゼント

18 福島市 美洋カイロ 福島市岡部字大旦123-5 090-5597-8728 初回施術料4,000円→3,000円に割引!

19 福島市 うえき和・空間 福島市東中央3-4-2 024-536-7039
お会計から5％OFF
※企画展のもの、委託のものは除外

20 福島市 hair/make anti 福島市渡利舟場46 024-523-3863 初回のお客様に限り、カラー、パーマ10%OFF!

21 福島市 桃太楼 福島市北沢又字上日行壇3-43 024-559-1181 ポイントカードのスタンプを2倍に！

22 福島市 シャラン 福島市西中央3-26-1 024-503-1715

初診のお客様、予約時にふくしま健民カードありと
言っていただくと、
①初回お試し整体　30分1,500円にて体験いただけ
ます。
②「足の助」40分500円を無料で体験いただけま
す。

23 福島市 あとりえ・悠然 福島市笹谷字中田5-9 024-558-2030
来店持ち帰りのお客様
お会計より5%OFF!!

24 福島市 Nail Daisy
福島市笹谷字谷地中6-21
パレ笹谷A102

090-3758-7128
当店のスタンプカードに1ポイント押させていただき
ます

25 福島市 長尾ダンススクール 福島市南矢野目字道上33-28 024-559-0722

◆ダンスレッスンをご利用のお客様
入会金3,240円→2,160円に!
◆ベビーダンスをご利用のお客様
初回体験時、ご利用料1,296円→1,080円に!

26 福島市 よこた施術院 福島市仲間町5-7 024-521-1171
【初回の方限定】酵素カプセル30分以上2,000円を
1,500円にサービス！

27 福島市 スパゲティハウス ニューチャーリー
福島市曽根田町1-18
ダイユーエイトMAX福島1F

024-533-1330
スパゲティご注文で、焼チーズ・ポテトサラダ・温泉
たまごの中から1つトッピングサービス

28 福島市 今田屋MAX福島店
福島市曽根田町1-18
MAXふくしまフードコート内

024-533-2377 ドリンク1杯サービス

29 福島市 五福株式会社
福島市大町9-19
NTTビル1F

024-523-0529 台湾茶をご購入の方、お会計時に5％OFF

30 福島市 五福MAX福島店
福島市曾根田町1-18
MAXふくしま2F

024-536-5290 台湾茶をご購入の方、お会計時に5％OFF
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■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

31 福島市
一般財団法人 シャローム福祉会
まちなか夢工房

福島市本町5-31 024-524-2230
パン500円以上購入につき、お好きなスコーン1ヶ
サービス

32 福島市 HAPPY HAPPY CURRY 福島市北矢野目字小原田西5-9 024-552-5540 お食事された方ドリンク1杯サービス！

33 福島市 アサヒビール園福島四季の里店
福島市荒井字川石田1-1
四季の里敷地内

024-593-0113
お会計より10%OFF!!(但し、割引き額上限10,000円ま
で)

34 福島市 からしまボウル福島 福島市本内字南街道下15 024-553-2121 カード提示で2G+シューズ→お1人様1,000円

35 福島市 穴原天王寺温泉 おきな旅館 福島市飯坂町字北原26 024-542-3068 ソフトドリンク1本サービス

36 福島市 みどり豆
福島市入江町12-6
入江サウンズ2F

024-531-8833
お会計より10%OFF!!
飲み物も軽食もお食事も全てご利用いただけます

37 福島市 シーフードレストランメヒコ　福島店 福島市南矢野目字中屋敷64-6 024-555-1330
第1第3土曜日限定
3,000円以上のご飲食でお会計より500円OFF!

38 福島市 ガーデン＆ライフ雑貨 ロザリー 福島市飯坂町平野字林添1-50 090-3368-1439 商品お買い上げ金額の5％OFF

39 福島市 ギャラリー梟 福島市飯坂町字八景9-1 024-542-3434
2,960(フクロウ)円以上お買い上げの方に記念品プ
レゼント！！

40 福島市 (有)菓匠 清泉堂 福島市南沢又字柳清水19-16 024-557-1758
ポイント2倍
500円で2ポイントお付けいたします

41 福島市 garden cafe M
福島市栄町11-25
AXC2F

024-522-7544 100円OFF

42 福島市 TEAROOM Zero 福島市御山字一本木10-9 024-536-0883 ドリンク1杯サービス

43 福島市 -hair resort- La chiq 福島市南沢又字中琵琶渕67-16-5 024-558-6770
新規のお客様、3,000円以上のメニューのご利用で
500円OFF！

44 福島市 hair resort lachiq R＋ 福島市置賜町7-3　101 024-563-1151
新規のお客様、3,000円以上のメニューのご利用で
500円OFF！

45 福島市 ESTHETIC SALON DERMAL LABO 福島市笹谷字稲場34-9 0120-43-4112
新商品セルフィボーテ のライアルセットを1,000円引
きに！

46 福島市
アンティーク・レトロファニチャー&アク
セサリー OLD DAYS

福島市野田町7-12-38
野田町プラザ1階

024-563-6627
現金でお支払&3000円以上お買い上げのお客様
☆★お会計より　5%OFF!!★☆

47 福島市 Select furniture shop BLOW 福島市泉字宮内前2-9 024-557-2340
現金でお支払&3000円以上お買い上げのお客様
☆★お会計より　5%OFF!!★☆

48 福島市 ロックファミリー 福島市北矢野目字金溢28-4 024-552-5521 お会計より5％割引

49 福島市
カイロプラクティック山本整体院 福島
店

福島市南矢野目字谷地71-8
フォンティーヌ102

024-557-8663
【初回のお客様限定】ワンテクニックプラス★肩こり
施術サービス！

50 福島市 サンテリア 福島市南矢野目字古屋敷51-3 024-563-6232
新規のお客様、全メニュー10%OFF!!
★4000円(税抜き)以上のメニューに限ります。

51 福島市 カーヴ・ド・ヴァンオイワケ 太田町店 福島市太田町15-14 024-533-2336 お買い上げワインをレジにて5％引き

52 福島市
グランパークホテル エクセル福島恵
比寿

福島市曾根田町10-6 024-533-4166
ランチバイキングご利用のお客様お会計より100円
引き

53 福島市 nail salon&school IRIE(アイリー) 福島市森合字後口22-25 024-557-1543

初回ご来店のお客様
・技術メニュー10%OFF
・付け替えの場合、他店で施術したジェル・スカルプ
オフ無料
※どちらかお選びください

54 福島市 南国ダイニング TUKTUK(トゥクトゥク)
福島市置賜町7-5
アドニード121 1F

070-5627-0028 セカンドドリンク無料or南国フライドポテトプレゼント

55 福島市 hair atelier nine 福島市森合字丹波谷地9-4 024-563-7560 ポイント2倍

56 福島市 旬菜美味 南風亭 福島市南向台2-10-62 024-521-8535 ウーロン茶一杯サービス

57 福島市 ケニヤ 福島市本内南下釜4-6 024-534-6937 アイスの天婦羅200円引き

58 福島市 麺食道楽 福島市南矢野目字谷地70-6 024-555-2880 ラーメンご注文でソフトドリンクサービス

59 福島市 タイ古式マッサージ moami 福島市宮下町11-22-101 024-529-6931 タイ式マッサージメニュー10分間延長いたします

60 福島市 味処 東本店 福島市飯坂町平野字森7-1 024-542-7711 オリジナルのお食事券をプレゼント

61 福島市 カウンセリングルーム こころのアトリエ 福島市腰浜町8-24 090-2993-3013
通話カウンセリング(60分)15,000円→12,000円
※通話カウンセリングのみとさせていただきます
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■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

62 福島市
balinese relaxation salon RAMAH(ラ
マー)

福島市小倉寺字中ノ内15-11
ア・ラ・モードⅢ　202

090-5967-0822 初回のお客様に限り2,000円OFF！

63 福島市
Pasta alla PUTTANESCA(パスタ・ア
ラ・プッタネスカ)

福島市大森字城ノ内45-2 024-502-4889
お食事、ご飲食の方
ドルチェorグラスワインサービス

64 福島市
Barbershop
GOOD DAYS

福島市岡部字大蔵47-1 024-573-0123 お会計の際500円OFF

65 福島市 エステティックサロン FONTE 福島市笹木野字内畑2-1 090-3642-6919 初回のお客様、次回施術料500円引き！

66 福島市 和風料理 絹の里 福島市松川町下川崎字西原25-2 024-567-5520 お会計より5％OFF

67 福島市 リオン・ドール鎌田店 福島市鎌田字西舟戸11-1 024-554-5111
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

68 福島市 中野屋菓子舗 福島市置賜町4-13 024-522-5092
1,000円以上お買い上げのお客様へ、お菓子をおひ
とつプレゼント！

69 福島市 cadeau(カド)
福島市中町2-6
ホテルサンルート福島1F

024-521-2322
ロールケーキお買い上げのお客様、お会計時に
10％OFF！

70 福島市 珈琲グルメ
福島市栄町7-33
錦ビル2F

024-523-4035
人気デザート「珈琲ババロア」を半額の340円で提
供！

71 福島市 ら～めん白山 福島市小倉寺字竹ノ内6-1 024-521-0137 野菜塩ら～めん　702円→594円！！

72 福島市
福島片岡鶴太郎美術庭園
(併設松屋レストラン)

福島市飯坂町字銀杏1-13 024-542-0555
入館料950円→700円
併設レストランでお食事された方にミニデザート
サービス！

73 福島市 そろばんプラス 鎌田教室
福島市鎌田古舘1-2
鎌田集会所

050-3690-1188
入塾金半額＋通学カバン＋ワンタッチそろばん＋
初歩用教材プレゼント！

74 福島市 TayoRi cafe(タヨリカフェ) 福島市入江町10-17 024-535-6311
お持ち帰り・ギフト1,000円以上お買い上げで、100
円引き！

75 福島市 ヨガ&フィットネス アップビート
福島市大森本町17
ベスト学院奥2階

090-4041-3483 入会付きの月謝が500円引き(入会月のみ)

76 福島市 ワイン&フレンチ レ・フルール  福島市栄町9-5 024-523-2663 1ドリンクサービス

77 福島市 中国料理レストラン 泰山
福島市栄町10-8
アクティ21 2F

024-522-5250 ソフトドリンクサービス！

78 福島市 salon スピカ 福島市上鳥渡字しのぶ台22-1 024-573-2072 10％OFF！

79 福島市 神戸のあかり 異人館 福島市南矢野目字阿弥陀前23-4 024-552-1517 明石焼き600円+税→300円+税

80 福島市 自家焙煎珈琲 じゃ豆 福島市鎌田字町55-10 024-553-0157 飲食代金より10％引き！

81 福島市 Nail's tiara(ネイルズティアラ) 福島市成川字半夏田12-3 080-6056-1350 ハンドクリームをプレゼント！

82 福島市 Melty smile(メルティスマイル)
福島市笹谷字稲葉35-8
福島カルチャーホール2F

024-502-2687 プチオイル1個プレゼント！

83 福島市 羽田輝子バレエ教室
福島市飯坂町平野字三角田19-7
東邦銀行事務センター向い

024-563-3635 レオタードポーチもれなくプレゼント

84 福島市 風船工房 MORITTO
福島市渡利字七社宮23-1
Twenty01 1F

024-573-6882 お買上げのお客様にミニバルーンをプレゼント

85 福島市 Dining Bar 灯 TOMOSHIBI
福島市置賜町7-5
アドニード121ビル2階西

024-563-4307 コーヒーor紅茶1杯サービス

86 福島市 和風ダイニングFUKUROU
福島市陣場町7-35
コスモビルB1

024-572-5271
お食事された方
ソフトドリンク1杯サービス！

87 福島市 酔い酒 酔助
福島市栄町12-1
第一寿ビルC

024-522-2200
お食事された方
ソフトドリンク1杯サービス！

88 福島市
ジューシーチキンとアイスの店「味工
房」浜田町店

福島市浜田町9-14 024-531-4404 600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF！

89 福島市
やわらかからあげ 味工房 ダイユーエ
イトMAX店

福島市曽根田町1-18 024-536-0668 600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF！

90 福島市 やわらかからあげ 味工房 南福島店 福島市大森字舘ノ内51 024-563-7029 600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF！

91 福島市 やわらかからあげ 味工房 矢野目店 福島市北矢野目字渋田31-1 024-558-7400 600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF！

92 福島市 lapin de neige(ラパンドゥネージュ)
福島市陣場町9-3
エクレール陣場町1F

024-597-8760
税別5,000円以上のご利用でLINE@ショップカードポ
イント加算2倍(税別1,000円以上のご利用は4倍)

93 福島市 風の谷 福島市清水町北谷地16-1 024-548-0786 お会計から5％ＯＦＦ！
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94 福島市 藤田ピアノ教室 福島市伏拝内田37-13 024-546-9230 初回月1ヶ月分10％OFF

95 福島市 Lasana Total Beauty Salon
福島市本内北古舘7-1
サニーヒルオオツキ1F

050-1225-6911
◆クイックコース20分
◆デコルテ・フット・ハンド
いずれか1コースプレゼント！

96 福島市 薬膳カレーの店 近藤 福島市蓬莱町6-20-1 024-549-1526 オーナー手作りの小さな作品を1つプレゼント

97 福島市 手打ちうどん ももや 福島市霞町7-21 024-531-1027 うどんセット550円を50円引きの500円に！

98 福島市 そば香房 佐吉
福島市栄町6-5
南條ビル2階

024-521-3363 天ぷら100円分サービス！

99 福島市 信夢(しんむ) 福島市仲間町4-38 090-3368-3665 お会計時に5％引き！

100 福島市 カラフルネイルサロン 福島中合店
福島市栄町5-1
中合百貨店1F

024-521-1050
ネイル施術された方に、ハンドマッサージサービス
をさせていただきます。

101 福島市 珍満賓館 福島市北町2-1 024-522-4379
フリーのお客様デザートサービス！
ご宴会のお客様10名様以上で1名様分無料！

102 福島市 コーヒーサロンせいざん 福島市荒井字横塚3-268(アンナガーデン内) 024-594-1180 セットメニュー価格から50円引き

103 福島市 Nail Salon MOMO
福島市鳥谷野二ツ石12-2
D'sDeco102

024-573-1074 ネイルオイルプレゼント！

104 福島市 ニューキムラヤ 本社工場店 福島市三河北町3-16 024-536-1028 各店のポイントを1ポイントサービスいたします

105 福島市 ニューキムラヤ リオンドール鎌田店 福島市鎌田西舟11-1 024-554-5018 各店のポイントを1ポイントサービスいたします

106 福島市 ニューキムラヤ ピボット店 福島市栄町1-1 090-6577-3634 各店のポイントを1ポイントサービスいたします

107 福島市 ニューキムラヤ ダイユーエイトMAX店 福島市曽根田1-18 080-4308-6269 各店のポイントを1ポイントサービスいたします

108 福島市 ヘアーサロン かねこ 福島市笹谷字南田3-4 024-558-2702 ご利用料金から100円引き

109 福島市 旨いとんかつ カツ亭 福島市松川町下川崎佐久間85-1 024-567-4272 お食事をされたお客様にドリンク1杯サービス！！

110 福島市 リラクゼーション軽松屋
福島市渡利字番匠町3-1
ポモドーリB棟102号室

024-521-6539 60分以上ご利用の方は10分無料サービス

111 福島市 トラットリア La MOMO 福島市笹谷字上成出19-1 024-573-2488 ポイントカードのポイント2倍

112 福島市 整体なごみ 御山店 福島市御山字中屋敷4-11 024-533-7536 初回のお客様45分以上のコース1,000引き！

113 福島市 猫カフェ あいきゃっと 福島店
福島市曽根田町1-18
MAXふくしま5階

024-573-7574 モッテモテおやつプレゼント

114 福島市 酒彩 幸味亭(ゆきみてい)
福島市五月町8-10
中栄ビル1F

024-521-4055
おまかせ料理3,000円でご予約のお客様に限り、生
ビール、日本酒、チューハイの中から各1杯をサー
ビスいたします。

115 福島市 おしゃれ下着の店 アオヤギ 福島市新町1-13 024-522-5941 オリジナルグッズプレゼント！

116 福島市 味処 みずほ 福島市土船字中谷地48 024-593-2335

①お食事された方、次回ご利用いただける50円の
金券をプレゼント！
②お食事されたグループ全員(人数指定なし)に、紙
人形のしおりをプレゼント！

117 福島市 さすが家 福島店 福島市鳥谷野字扇田16-1 024-539-9361 ミニサンデー1個プレゼント！

118 福島市 野宮フィットネスボクシング 福島市北沢又字川原1-4 090-4048-4124
女性は入会金5,000円が無料に！
男性は入会金が半額の3,000円に！！

119 福島市
ハーラウモアナ(フラダンス教室) ＹＴＫ
アロハ(ハワイアンばんど) シュムース
バハル(ベリーダンス）

福島市御山字中屋敷54-1 090-6227-5278 入会金無料！

120 福島市
カイロ&美容カイロボヌール 方木田カ
イロプラクティック

福島市方木田字前川原30-11 090-3648-8030
初回1,500円OFF！
更にコラーゲンサプリ1週間分プレゼント！

121 福島市 Cream 福島市山下町7-10 024-573-6893
初回ご利用のお客様に限り、予約時ふくしま健民
カードありで20%OFF！

122 福島市 LAPiS LAZULi(ラピスラズリ) 福島市置賜町7-8 024-522-1021
新規のお客様はオールメニュー20%OFF！(店頭販
売商品は除く)

123 福島市 CLEAR
福島市森合字前田17-11
プリペイル森合1階

0120-58-1212 初回ご来店のお客様お会計より10%OFF！

124 福島市 ゆい整体療術院 福島市瀬上町沢目11-2 024-553-5058
小顔矯正のサービス追加の方、初回200円サービ
ス！

125 福島市 ラーメン・餃子 おがた 福島市飯坂町字小滝14 024-542-5958 円盤餃子通常1,100円をお会計時に100円引き！
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126 福島市 TRIP hair&make-up
福島市御山三本松57-1
御山ショッピングセンター　1F-C号室

024-563-6252 ご新規のお客様に限り10％OFF！

127 福島市 beish hair 福島市西中央4-40 0120-971-355 初回ご来店のお客様お会計より10％

128 福島市 野菜で包む専門店 ベジップ
福島市置賜町5-15
MT2ビル

024-572-5528 1ドリンクサービス！

129 福島市 HAIR&RELAX nico 福島市南矢野目字谷地67-7 024-557-0357 ご新規のお客様限定パーマorカラー　500円OFF！

130 福島市 フィットネスジムDNA
福島市栄町1-1
パワーシティピボット内

024-534-1414 入会金10,800円・事務手数料3,250円を無料！

131 福島市
HAIR&MAKE EARTH 福島サティ通り
店

福島市南矢野目字清水前30-1 024-558-8808 カット通常3,000円→2,600円

132 福島市 Hair custom SUNZ
福島市陣場町1-25
TKビル1F

024-529-6728
初回限定
★お会計より20%OFF！
★平日は30%OFF！

133 福島市 Roca Nail
福島市置賜町8-8
パセナカMisse 1F

090-6620-6013
①爪の整形+甘皮ケア通常1,620円→1,080円！
②または、ジェルネイルなど施術の方、流行、人気
のアートを1本プレゼント！

134 福島市 網焼き酒場 双◎
福島市置賜町6-9
清水屋ビル3F

024-572-5166 ドリンク1杯サービス！

135 福島市 UFOふれあい館 福島市飯野町青木字小手神森1-299 024-562-2002 入館料50円引き！

136 福島市 はんどめいど家具Olive 福島市笹谷字中田6-1 024-557-6146 お会計より8％OFF！

137 福島市 八木田カイロプラクティック整体院 福島市八木田字神明48-2
024-546-7435
予約専用080-
5210-3970

①初回お一人様通常4,500円のところ→1,000円引
きの3,500円！
②1,000円分のサプリメント進呈！

138 福島市 HAIR&MAKE EARTH 南福島店 福島市太平寺中沖1-7 024-544-0007 カット通常3,000円→2,500円

139 福島市 十割手打ちそば処 かわも乃茶屋 福島市岡部川面64 024-535-5684 200円割引券を差し上げます！

140 福島市 手づくり雑貨のお店 陽向ぼっこ 福島市宮代字田尻51-5 090-7077-5017
お買上げ金額1,000円以上のお客様へラベンダー
サシェをプレゼント！

141 福島市 スタジオアップル
福島市曾根田町1-18
ダイユーエイトMAXふくしま店2F

024-573-7867
【10,000円以上ご利用のお客様】
写真手札木製フレーム付き1枚をプレゼント！

142 福島市 タイヤハウスマシコ 福島西店 福島市福島市佐倉下上谷地52 024-594-2447 3万円以上お買い上げの方5％OFF！

143 福島市 四季の里 工芸館
福島市荒井上鷺西1-1
四季の里施設内

024-593-0105
★体験教室限定★
ガラスの絵彫り/こけしの絵付け　100円引き！

144 福島市
refine space Ms(リファインスペース ミ
ズ)

福島市野田町2-8-6 024-531-0037 初回ご来店のお客様50%OFF！！

145 福島市 力道 福島市太田町4-8 024-533-0606 初回のみ30分延長サービス！

146 福島市 OUCHI 手縫い革小物専門店
福島市新町8-3
みかどビル2F

024-563-7164 革の特製小物プレゼント！

147 福島市 Hair&Relaxation Clowed Garden 福島市大森字丑子内88 024-572-5626
初回のお客様
技術メニュー10%OFF！

148 福島市 HAIR&DESIGN Feel Refine
福島市曽根田町1-18
MAXふくしま5階

024-533-6112
ご新規の方限定！
2,000円以上のメニュー→20％OFF！

149 福島市 ネイルサロン&スクール爪花空間
福島市置賜町1-29
佐平ビル8階　スモールオフィス内

024-572-3511
新規ご来店のお客様限定！
ご予約の際にふくしま健民カード有りとお伝えいた
だいた方にラインストーン指1本サービス★

150 福島市 そば処 玄 福島市南矢野目字中屋敷65-4 024-559-3917 天ざるそば、天ぷらそばを100円引き！

151 福島市 南福島カイロプラクティックセンター
福島市郷野目字東1-46
郷野目プラザ1階

024-563-7763 初診料1,000円サービス！

152 福島市 わたなべパン店 福島市飯坂町字古戸12 024-542-3525 自家製手づくりパン5％引き！

153 福島市 Quelle Chance(ケル シャンス) 福島市春日町16-23 024-525-5227 お飲み物50円引き！

154 福島市 原郷のこけし群 西田記念館
福島市荒井字横塚3-183
アンナガーデン内

024-593-0639
入館料割引いたします
高校生以上300円→250円

155 福島市 スタジオ BLESS(スタジオブレス) 福島市北沢又寺西4-2 090-9749-9586 入会金5,000円を半額の2,500円に！

156 福島市 リラムーン
福島市南矢野目字向原16-4
2F

0120-335-876 遠赤外線ドーム1回無料体験！

157 福島市 ZAKKA BLUE RIBBON 福島市東浜町10-24 024-531-0940 ポイントカード2倍サービス！
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158 福島市 ハートステーション オアシス
福島市栄町1-1
JR福島駅西口構内

024-573-8653

◆新規ご来店のお客様　お会計より
★20%OFF!★
◆既にオアシス会員になられている方なら、お会計
より

159 福島市 スペインバル カメレオン
福島市置賜町8-8
パセナカMisse2F

024-573-8970
1,000円以上のメニューご注文のお客様へ
スペインタパス(小皿料理)3種類盛り合わせサービ
ス！

160 福島市 ペットケアハウス みんなのいえ 福島市鎌田字新舘3-11 090-8617-7135 宿泊料金から10％引きにいたします！

161 福島市 Nail Salon blanc
福島市南矢野目字鼓原10-1
八景プラザ104

024-563-5014
初回のお客様に限り
★10％OFF！★

162 福島市 ハワイアンショップ mahalo!
福島市陣場町9-1
2階

024-531-2577 500円以上お買い上げの方10％OFF！

163 福島市 Earl Grey(アールグレイ)
福島市中町1-25
コア・ホンダ1階

050-1519-9381
平日ランチ・本日の紅茶セット800円を100引きの
700円に！

164 福島市 カイロプラクティック整体院 Remise
福島市南中央2-29-3
業務スーパー2階

080-8209-6566
初回のお客様
初診料1,000円サービス！

165 福島市 ビューティサロン ひまわり 福島市北沢又字下釜北6-10 024-559-0943 技術料金より300円割引！

166 福島市 飯坂温泉 祭屋湯左衛門 福島市飯坂町字鍋沢4-1 024-542-2345
［宿泊のお客様］
日本酒1本もしくは、グラスワイン1杯もしくは、ソフト
ドリンク1杯サービス！

167 福島市 total beauty salon HANA
福島市曾根田町9-30
ダイユーエイトMAX　駐車場東側

024-534-1345
メニューの技術料金1回500円OFF！
エンザイムスパ1回1,000円OFF！

168 福島市 彩食 おさい 福島市新町8-21 024-522-3584
酵素ジュース(ハーフサイズ)サービス！
※酵素ジュースが無い場合、別なものをご用意しま
す

169 福島市 和風料理 くろ沢
福島市万世町5-27
新町コープ前

024-521-5608 お好きな地酒1杯サービス！

170 福島市 ピュアスポーツ福島スイミング 福島市南矢野目字菅原50-5 024-555-0660

[お子様対象]
◆入会金無料！
◆スイミングキャップ・ジュニア指定水着・スクール
バッグ無料！
[成人の方対象]
◆入会金無料！
◆スイミングキャップ・ゴーグル無料！

171 福島市 ピュアスポーツ福島東スイミング 福島市丸子字広町16-3 024-552-1660

[お子様対象]
◆入会金無料！
◆スイミングキャップ・ジュニア指定水着・スクール
バッグ無料！
[成人の方対象]
◆入会金無料！
◆スイミングキャップ・ゴーグル無料！

172 福島市 ピュアスポーツ福島南スイミング 福島市大森字唐橋192-1 024-573-7320

[お子様対象]
◆入会金無料！
◆スイミングキャップ・ジュニア指定水着・スクール
バッグ無料！
[成人の方対象]
◆入会金無料！
◆スイミングキャップ・ゴーグル無料！

173 福島市 菓詩工房トリコロール まるきーず 福島市鎌田字下釜16-1 024-552-2860
[1,000円以上お買上げのお客様]
マカロン1ヶプレゼント！

174 福島市 リラクゼーション軽松屋 丸子店 福島市丸子字中町裏40番地1 024-572-7658
60分以上のコースをご利用のお客様に限り、10分
延長サービス(700円相当)とさせていただきます！

175 福島市 わんにゃん てくてくハウス 福島市大町9-8 024-572-3836 5,000円以上お買上げのお客様、10％OFF！

176 福島市 felice hair design
福島市本内字北古舘7-1
サニーヒルオオツキ101

024-573-6679
[当店のポイントカード]
プラス1ポイントプレゼント！

177 福島市 バウムラボ樹楽里 本店 福島市松川町下川崎字西原25-4 024-537-1170
[2,000以上のお買上げのお客様]
ミニバウム「ごえんプレーン」1ヶプレゼント！

178 福島市 バウムラボ樹楽里 福島北店 福島市南矢野目字谷地70-5 024-573-2866
[2,000以上のお買上げのお客様]
ミニバウム「ごえんプレーン」1ヶプレゼント！

179 福島市
はんどめいどレンタルボックス りら ～
Rich Life～

福島市鳥谷野水汲田42-4
リファイン南ふくしま(株)氏家内

024-545-2221
[初めての方限定]
ご契約時のボックス代金10％OFF+1ヶ月無料

180 福島市 たけだパン 福島市山下町1-2 024-534-9574 お会計より10％割引！

181 福島市 さつき自然食品店 福島市五月町11-19 024-523-1924
ドリンク1杯サービス！
※紅茶・コーヒー・ハーブティ他の中からお選びいた
だけます。

182 福島市 granny 福島市大森字南中道73-4 024-546-1458 マッサージサービス！

183 二本松市
有限会社ヴィダック・ベーカリー
山のパン屋 しゃっぽ

二本松市馬場平146-14 0243-24-2888 3％引き

184 二本松市 奥の松酒造株式会社 二本松市長命69 0243-22-2153
お買物されてカードを提示いただくと、グラス1個プ
レゼント

185 二本松市
(株)糀屋
空の庭 プチホテル

二本松市岳温泉2-56 0243-24-2217 雲上露天風呂 入浴料 100円引き(600円～500円)
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186 二本松市
(株)糀屋
空の庭 リゾート

二本松市岳温泉1-197-2 0243-24-2306 天然温泉 入浴料 600円→500円

187 二本松市
(株)糀屋
空の庭 セレクトショップ「地球市場」

二本松市岳温泉2-56 0243-24-2252
3,000円以上お買い上げで、オリジナル「一筆せん」
プレゼント

188 二本松市 御菓子師 玉嶋屋 二本松市本町1-88 0243-23-2121 800円以上お買い上げの方に玉羊羹1ヶプレゼント

189 二本松市 農業生産法人 二本松農園 二本松市新生町490 0243-24-1001
お買い上げ金額から10％引きにさせていただきま
す。

190 二本松市 陽日の郷 あづま館 二本松市岳温泉1-5 0243-24-2211 日帰り入浴通常800円(税別)→600円(税別)

191 二本松市 (有)玉川屋 二本松市岳温泉1-13 0243-24-2510 500円以上お買い上げのお客様8％引き

192 二本松市 アトリエ・ド・ガトー 二本松市油井字古屋敷3-23 0243-22-5100
1,000円以上お買い上げの方会計時に10％OFFor
コーヒー1杯サービス

193 二本松市 あいおい 二本松市郭内1-195-1 0120-11-2218 食後のコーヒー1杯サービス

194 二本松市 ツースリー
二本松市下川崎字上平33-1
道の駅「安達」智恵子の里内

0243-61-3240 大判焼き10コお買い上げで1コサービス

195 二本松市 東北サファリパーク 二本松市沢松倉1 0243-24-2336 入場料10％OFF

196 二本松市 二本松観光センター 二本松市成田町1-528 0243-22-0123

・御食事のお客様800円以上のメニューでウーロン
茶1杯サービス
・個人のお客様3,000円以上お土産お買い上げで隊
士館キーホルダープレゼント

197 二本松市 国田屋醸造 蔵カフェ 千の花 二本松市竹田2-30 0243-24-7018
昔から滋養強壮剤として飲まれてきた「甘酒」ミニ
カップでどうぞ

198 二本松市 道の駅 ふくしま東和 二本松市太田字下田2-3 0243-46-2113
桑の葉パウダー 50円引き
通常900円→850円

199 二本松市 大七酒造株式会社 二本松市竹田1-66 0243-23-0007 酒粕商品を5％割引サービス

200 二本松市 名目津温泉 二本松市茂原字湯ノ作35 0243-24-1126 タオル１本プレゼント

201 二本松市 スカイピアあだたら 二本松市上葉木坂2-3 0243-24-3101 スカイピア温泉保養館入浴料を100円引き

202 二本松市 ながめの館 光雲閣 二本松市岳温泉1-85 0243-24-2101 ご入浴料大人750円→500円

203 二本松市
富士急安達太良観光
あだたら高原リゾート

二本松市奥岳温泉 0243-24-2141 あだたら山ロープウェイ往復200円引き

204 二本松市 菓子処 豊田屋 二本松市竹田2丁目1-10 0243-22-0856 お買い上げ金額から5％割引

205 二本松市
企画組合
道の駅 さくらの郷

二本松市東新殿字平石田12-2 0243-68-4770 甘酒または、コーヒー50円引き

206 二本松市 中華茶房食皇 二本松市本町1-219 0243-23-6630
ご注文時にカード提示でオレンジジュース1杯サー
ビス

207 二本松市 メガネ・補聴器 ロコ・オプティア 二本松市向原256-7 0243-22-7090 全商品お会計より5％ＯＦＦ

208 二本松市 四季彩の月 二本松市岳温泉2-56-12 0243-24-2878 カード提示でお１人様100円引き

209 二本松市 sense(センス) 二本松市若宮2-151-7 0243-23-7644
マツエク時間無制限付け放題　4,500円
マツエク80本　通常5,400円→3,400円
マツエク100本　通常5,940円→3,900円

210 二本松市
リンパアクティベーションサロン 陽だ
まり

二本松市作田 090-2954-1680
ふくしま健民カードありと、ご予約時にお伝えのお客
様、初回500円OFF

211 二本松市 ミンズヤード 二本松市馬場平127-2 0243-24-3156
ご注文の際にカードをご提示のお客様に、ピザ1枚
ご注文に付き、ドリンク1杯サービスいたします

212 二本松市 (株)檜物屋酒造店 二本松市松岡173 0243-23-0164 粗品プレゼント

213 二本松市 カフェいちむ 二本松市馬場平111-16 0243-24-3939
お食事のお客様にドリンク1杯サービス
デザート時のドリンクは除く

214 二本松市 うどん工房 こむぎ家 二本松市馬場平162-8 090-9742-3057
肉汁うどんをご注文のお客様、お会計時に50円引
きいたします

215 二本松市 Luxcrer ISHIZAWA(リュクレ イシザワ) 二本松市若宮2-154-15 0243-23-0431
ジュエリークリーニング無料
(お買い上げのお客様以外、他店購入品もOK！)

216 二本松市 本多屋食堂 二本松市岳温泉1-108 0243-24-2411 お会計の際50円引き！

217 二本松市 安達太良高原アイスクリーム 二本松市大関425 0243-24-3242 1口トッピングサービス！
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■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

218 二本松市 こらんしょ市 二本松市杉田駄子内20-1 0243-62-4218 ＪＡ特製メモ帳プレゼント

219 二本松市 レストラン かすみ 二本松市郭内3-287 0243-22-1502 お食事のお客様にコーヒーをサービスいたします！

220 二本松市 Total Beauty Salon プチフルール 二本松市若宮2丁目164-41 0120-334-277
新規で耳ツボダイエットをスタートした方⇒耳ツボ施
術1回無料！
リンパセラピー(ヒーリングセラピー)⇒10％OFF！

221 伊達市 りょうぜん紅彩館 伊達市霊山町石田字宝司沢9-1 024-589-2233 入浴料割引(大人100円・小学生50円)

222 伊達市
ESTHETIC SALON DERMAL LABO
保原店

伊達市保原町字栄町97-1 0120-81-4112
新商品セルフィボーテ のライアルセットを1,000円引
きに！

223 伊達市 MEDICAL SALON DERMAL LABO 伊達市保原町上保原字中ノ台4-20 024-574-2112
新商品セルフィボーテ のライアルセットを1,000円引
きに！

224 伊達市 アロマ整体 きみのいえ
伊達市保原町実町35-7
ミノルハイツ3　101号

090-6853-8399 新規のお客様、10％OFF!!

225 伊達市 昭栄堂菓子店 伊達市梁川町五十沢字寺前57-7 024-577-1388 お買い上げのお客様に☆お菓子1品サービス☆

226 伊達市 リオン・ドール保原店 伊達市保原町上保原字金山3-1 024-574-2711
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

227 伊達市 東日本健康ランド カッパ王国 伊達市原島63 024-583-5526 入館料2,000円→1,800円に割引いたします

228 伊達市 そろばんプラス 保原教室 伊達市保原町11-15-3 050-3690-1188
入塾金半額＋通学カバン＋ワンタッチそろばん＋
初歩用教材プレゼント！

229 伊達市 羽田輝子バレエ教室 梁川教室
伊達市梁川町字小梁川27-1
渡辺工務店2F

024-563-3635 レオタードポーチもれなくプレゼント

230 伊達市 桜 整体 伊達市梁川町字中久保18-2 070-5321-1331 施術を10分間延長

231 伊達市 やわらかからあげ 味工房 保原店 伊達市保原町東野崎41-5 070-5623-3546 600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF！

232 伊達市 やわらかからあげ 味工房 伊達店 伊達市沓形41-6 024-584-3933 600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF！

233 伊達市 陶芸クラブ 気ままな風 伊達市保原町8-24 090-7667-4360 お買い上げ1,000円ごとにクッキー1枚プレゼント！

234 伊達市 ファンシーショップ パル 伊達市保原町8-13-8 024-575-2506 会員カードのポイントが2倍！

235 本宮市 お食事処 山車 本宮市岩根字南石橋11-2 0243-39-2571 コーヒー1杯サービス

236 本宮市 有限会社 ぬか茂菓子店 本宮市本宮字馬場98 0243-34-2203 本宮みずいろゆめカードのポイント2倍

237 本宮市 むてんかパンの店 ほびっと 本宮市本宮字中條35 0243-34-2747 1,000円以上お買い上げのお客様10％OFF

238 本宮市 (有)秋田屋 本宮市本宮字中條20 0243-33-2163 おすすめ茶のティーバッグ1ヶ

239 本宮市 ベーカリー ヌカザワ 本宮市本宮字荒町28 0243-33-2319
ワッフル、メロンパン、バターどら焼きの、いずれか
1品サービス

240 本宮市 一二三食堂 本宮市本宮字上町35-3 0243-33-2373 コーヒー1杯サービス

241 本宮市 (有)糀和田屋 本宮市本宮字上町22 0243-34-2140
1,000以上お買い上げのお客様、人気のインスタン
ト味噌汁プレゼント!（ご注文の際にお申し出くださ
い）

242 本宮市 菓子処 いづみや 本宮市本宮字矢来10-3 0243-34-2111 10％OFF

243 本宮市 鳥料理専門 金丸本店 本宮市本宮字中條68-1 0243-34-2014 飲食会計時30円引き

244 本宮市 リオン・ドール本宮店 本宮市高木字平内64 0243-63-1311
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

245 本宮市
安達太良サービスエリア下り線
レストランお食事処 あだたら亭

本宮市本宮平井228 0243-33-1250
お食事品をご注文された方に
コーヒー1杯サービス！

246 桑折町
ぜっぴん(手打蕎麦)
翻久里亭(ぽんぐりてい)

伊達郡桑折町大字谷地字石近28-3 024-582-3384 お会計より50円引き

247 桑折町 元気こおり本舗有限責任事業組合 伊達郡桑折町字北町７−１ 024-582-6007 申年にちなんで、さるぼぼ1つプレゼント！

248 桑折町 そろばんプラス 桑折教室 伊達郡桑折町字芝堤14-1 050-3690-1188
入塾金半額＋通学カバン＋ワンタッチそろばん＋
初歩用教材プレゼント！

249 国見町 みなみ整体院 伊達郡国見町森山辻南4-1 024-585-4269 全コース500円引き！
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■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

250 国見町 ガラスエッチングアート HIKARI 伊達郡国見町光明寺字志久12 024-585-4075
①エッチング体験10％OFF(ペン型ルーター使用)
②ドリンク(コーヒー)1杯サービス
③ショップご来店で粗品プレゼント

251 川俣町 リオン・ドール川俣店 伊達郡川俣町大字鶴沢字鶴東68 024-566-2888
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

252 川俣町 やわらかからあげ 味工房 川俣店 伊達郡川俣町大字鶴沢字学校前15 080-5552-2929 600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF！

253 川俣町 陶工房 スタジオ ル・ポット 伊達郡川俣町秋山字鳥井戸15-2 024-565-5003 工房オリジナル『はし置き』(花形)プレゼント！

254 川俣町 旬味 吟哉(ぎんさい)
伊達郡川俣町字中丁24-2
ファンズ川俣2階

024-563-7775 お食事された方にソフトドリンクサービス！

255 川俣町
道の駅 川俣(かわまた名品館シルクピ
ア)

伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1 024-566-5253
◆ソフトクリーム20％引き！
◆地鶏ご飯の素2合用20％引き！

256 大玉村 シャムロック 安達郡大玉村大山堂ヶ久保17-1 0243-48-4758 お会計時5％引き

257 大玉村
ふくしま県民の森フォレストパークあだ
たら

安達郡大玉村玉井字長久保68 0243-48-2040 オリジナルステッカープレゼント

258 大玉村 有限会社 大丸屋 安達郡大玉村大山字仲江252-1 0243-48-2641
会計時2,000円(税別)以上お買い上げで50円引き
3,000円(税別)以上お買い上げで100円引き

259 大玉村 風の里 そば茶屋 安達郡大玉村大山石位166-2 0243-68-2728 日替りのデザートサービス！

260 大玉村
大玉村産業振興センターあだたらの
里直売所

安達郡大玉村大山字新田10-1 0243-24-8096 お買物された方に粗品プレゼント！

261 須賀川市 つれづれ庵 須賀川市桜岡24 0248-76-1288 ご飲食のお客様　そば大盛サービス

262 須賀川市 旬菜うちごはん 菜々家 須賀川店 須賀川市南上町228-6 0248-94-8801 ドリンクバー半額

263 須賀川市 Essence～Aromatherapy treatment～
須賀川市西田町22
シティハイツ22 201号

0248-73-0377
メニューを受けられた方
ハーブティー1個プレゼント！

264 須賀川市 銀河のほとり 須賀川市滑川東町327-1 0248-73-0331 ポイントカードスタンプ倍押しサービス

265 須賀川市 Cafe & Dining Chiffon 須賀川市季の郷149 0248-94-8675 カードご提示で、ドリンクおかわり半額サービス

266 須賀川市 ひばり温泉ホテル 須賀川市滑川字関ノ上22-2 0248-63-1112 プチプレゼント

267 須賀川市 ニュー芭蕉苑 須賀川市堀底町54-2 0248-75-1766
おしながきメニュー(お食事のみ)5％引き
ドリンク、おつまみ単品、日替わりランチは除きます

268 須賀川市 ABE CHIROPRACTIC OFFICE
須賀川市森宿字狐石84-3
FSタウン3号

0248-94-6737
★初回限定★
通常5,000円→3,000円

269 須賀川市 ラーメン一石 須賀川市木之崎字寺前70-1 0248-68-2784 お会計より50円OFF

270 須賀川市 近海鮮魚・本まぐろ ちから寿し 須賀川市長沼字金町32 0248-67-2623 ご飲食のお客様におすすめデザートサービス

271 須賀川市
Private Beauty Salon
Prana(プラナ)

須賀川市茶畑町1
タダノビル202

0248-94-8236
★まずは体験トライアルコース★
整顔セラピー60分　通常価格10,800円→6,480円
（税込）!!

272 須賀川市 リオン・ドール須賀川東店 須賀川市仲の町40-1 0248-76-8711
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

273 須賀川市 リオン・ドール須賀川南店 須賀川市緑町121 0248-76-1155
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

274 須賀川市 リオン・ドール須賀川インター店 須賀川市牛袋町85 0248-72-2055
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

275 須賀川市 シェイシェイら～麺 勝樹(しょうき) 須賀川市牛袋町123 0248-72-2402
当店の会員カード(1,000円)と同じサービスを提供い
たします

276 須賀川市 レストラン&パーラー 和蘭丹 須賀川市中町16-6 0248-72-5605
お食事のお客様に、コーヒーor紅茶を1杯サービ
ス！

277 須賀川市 HAIR&NAIL more 須賀川市芦田塚57-2 0248-76-7090

初回or前のご来店より1年以上空いたお客様限
定！
・ヘアメニュー　お会計より10パーセントOFF！
・ジェルネイル ラメがなんと￥3,780！(10本)

278 須賀川市 手づくりパンの店 べスパン 須賀川市古屋敷5-8 0248-73-0337
サービスカード通常500ごとに1枚のところ2倍プレゼ
ント！

279 須賀川市 整体カイロ にっこり
須賀川市舘取町104
舘取ゴールド103

0248-76-6058
※初回のお客様に限りクーポンご利用で☆美容カ
イロorカイロプラクティックが3,240円！
どちらもですと5,400円！

280 須賀川市 そば処 金子屋 須賀川市中宿149 0248-72-9633 コーヒーor紅茶どちらか1杯サービス！

281 須賀川市 千代乃や食堂 須賀川市柱田中地193 0248-65-2008 ウーロン茶一杯サービス！
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282 須賀川市 (有)井桁屋本舗 大黒亭 須賀川市八幡町24-17 0248-75-3622
大黒亭でご飲食された方に天ぷらまんじゅう1ヶ
サービス！

283 須賀川市 ほぐしま専科 須賀川店 須賀川市館取町2 0248-72-2606 全コース300円引き！

284 須賀川市
patisserie bon declic(パティスリー ボ
ンデクリック)

須賀川市塚田1-1-102 0248-73-1399
1,000円以上お買上げでお好きな焼菓子お1つプレ
ゼント！

285 須賀川市 Mur d’escalade Varappe(ヴァラップ) 須賀川市館取町4 0248-86-9012 ※入会金300円引き！

286 須賀川市 ベーカリーカフェ アンジュール 須賀川市本町87-2 0248-94-6373 ポイントカードのポイント2倍！

287 須賀川市 K.WEDGE 須賀川市森宿狐石93-1 0248-94-5381 新規のお客様限定★カット通常3,700円→3,500円

288 須賀川市 大束屋珈琲店
須賀川市中町14
中町バス停前

0248-73-2488 飲食・小売5％OFF！

289 須賀川市 芳乃ガーデン 須賀川市狸森字渡ノ柴107 0248-79-4777

◆旬の野菜を1点プレゼント！
◆ドリンク1杯サービス！(冬期はブルーベリー抹茶)
どちらもプレゼント！！

290 須賀川市 WELLNESS GATE 須賀川市塚田20 102号 0248-94-6558 入会金　通常10,000円→50%OFF 5,000円！！

291 田村市 リオン・ドール船引店 田村市船引町船引字川代78 0247-81-1511
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

292 田村市 スカイパレスときわ 田村市常葉町山根字殿上160 0247-77-2070 1回入浴料350円→250円にて提供

293 田村市 小銭すし 船引店 田村市船引町字船引字五升車69 0247-82-3630 3％OFF！

294 田村市 川合精肉店 田村市常葉町常葉字荒町66番地 0247-77-2222 お会計時お買物合計より5％引き！

295 田村市 肉の川合 船引店 田村市船引町東部台3-64 0247-73-8529 お会計時お買物合計より5％引き！

296 田村市 星の村天文台 田村市滝根町神俣字糠塚60-1 0247-78-3638
プラネタリウムまたは天文台をご利用の方に「オリ
ジナルポストカード」プレゼント！
※団体のお客様を除く

297 鏡石町 とんかつ亭 ふるはうす 岩瀬郡鏡石町本町271 0248-62-2120
セットメニューと注文の方に、通常コーヒーorアイス
サービス→コーヒー＆アイス両方ともサービス！！

298 鏡石町 リオン・ドール鏡石店 岩瀬郡鏡石町中央8 0248-62-6161
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

299 鏡石町 パン工房 陽だまり 岩瀬郡鏡石町中町173-6 0248-94-8361 当店のポイントを1ポイントサービス

300 鏡石町 NPO法人 共生かがみ 岩瀬郡鏡石町諏訪町1番地 0248-62-1980 手づくり商品10％引き！

301 天栄村 温泉ペンション メリーキングス
岩瀬郡天栄村大字羽鳥字高戸屋32-7
レジーナの森内

0248-85-2300
天栄村特産「ヤーコンうどん」一把(2人前)プレゼン
ト

302 石川町 味の駅 沙瓏 石川店 石川郡石川町大字塩沢字広畑34-5 0247-26-8393 10％割引

303 石川町 リオン・ドール石川店 石川郡石川町大字双里字赤沼5 0247-26-1141
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

304 石川町 農園Cafe やい子ばあちゃん 石川郡石川町大字南山形字羽貫田141 0247-26-4773 利用料金から100引き！

305 石川町 ラーメン専門店 手打ち中華 天山 石川郡石川町谷沢字榎町15-1 0247-26-1233
モバイル会員ポイントandさくらカードポイントを付与
いたします！

306 玉川村 道の駅たまかわ『こぶしの里』 石川郡玉川村岩法寺字宮ノ前140-2 0247-57-3800
①ソフトクリーム(さるなし・空芯菜)50円引き
②さるなしドリンク50円引き

307 玉川村
空の駅たまかわ(福島空港ビル内1Fカ
フェ)

石川郡玉川村北須釜字鎺田21
福島空港ターミナルビル1階

0247-57-3800（道の駅たまかわ）
①ソフトクリーム(さるなし・空芯菜)50円引き
②さるなしドリンク50円引き

308 玉川村 レストランシャロン
石川郡玉川村大字北須釜字金祖田21
国内線旅客ターミナルビル 2F

0247-57-1580 お会計より10％ＯＦＦ

309 玉川村 リオン・ドール玉川店 石川郡玉川村大字小高字北畷10-1 0247-57-4311
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

310 玉川村 田善(でんぜん)
石川郡玉川村北須釜はばき田21
国内線旅客ターミナルビル 3F

0247-57-1590
お会計より10％OFF！
(但し一括会計のみ)

311 平田村 芝桜の里 道の駅ひらた 石川郡平田村大字上蓬田字横森後160 0247-55-3501 カードご提示の方 ソフトクリームを300円→200円に

312 平田村 手打ち中華そば 味楽 石川郡平田村上蓬田字下槍らい14 0247-55-2157 味付き半熟卵子サービス

313 平田村 だんでらいおん 石川郡平田村大字蓬田新田字大柏木219 0247-55-3839 パンをお買い上げの方にコーヒー1杯サービス！
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■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

314 浅川町 オネストテロワール 石川郡浅川町大字浅川字月斉陣場49-5 0247-36-2003 チョコレート1コサービス

315 浅川町 和食の店 天麩羅 まるみ 石川郡浅川町本町西裏88 0247-36-2115 小学生までのお子様にソフトドリンクサービス

316 浅川町 リオン・ドール浅川店 石川郡浅川町大字浅川字月斉19-1 0247-36-4555
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

317 浅川町 珈琲園 石川郡浅川町浅川大明塚114-36 0247-36-4082
お食事(ライス・スパゲティ類)後ドリンク半額サービ
ス！

318 浅川町 焼き鳥 よこっちょ 石川郡浅川町里白石宿裏194-1 0247-36-1222 ワンドリンク無料サービス！

319 古殿町 マルマン醸造株式会社 石川郡古殿町大字竹貫字竹貫57 0120-532-120
マルマン醸造の商品2,000円以上お買い上げいた
だいた方のみ、本醸造1L350円の商品をプレゼン
ト！

320 三春町 みそ玄 田村郡三春町山田字戸之内104-1 090-4048-1204 各ラーメン100円引き

321 三春町 三春茶屋 田村郡三春町大字山田字下田77 024-762-2602 当店のサービス券2枚差し上げます

322 三春町 でんでんむし 田村郡三春町清水242-1 0247-62-8424
でんでんむしに買いに来てくださったお客様に限
り、5袋入り600円のところ、500円にて販売いたしま
す！

323 三春町 若松屋旅館 田村郡三春町字尼ケ谷127 0247-62-2027 お会計時300円引き！

324 三春町 TO-FU cafe おおはたや 田村郡三春町大字西方字石畑253 0247-62-1113 お好みの豆腐1丁、定価より100円引き！

325 三春町 お食事処 やまき 田村郡三春町大字貝山字岩田340 0247-62-1317
お食事代金より5％引き！
※お弁当・お食事会・ご宴会は除く

326 三春町 かえるさんの家 田村郡三春町大字滝字桜久保109 0247-62-1131

お買い上げの方に蛙文字ハガキ(手描200円相当)1
枚進呈！
※ハガキは当方が指定する10種の中からお好きな
物1枚

327 三春町 GO-DON 田村郡三春町南町83-5 090-1064-7063 お会計から5%OFF！！

328 小野町 ラーメンつかさ
田村郡小野町飯豊字五反田57-1
おのタウンコムコム内

0247-72-6245 餃子半額サービス

329 小野町 釜めしや ふじ 田村郡小野町小野新町中通6 0247-72-4425 お会計時50円引き！

330 小野町 あいどる 田村郡小野町飯豊二本木7 0247-72-5798
お会計時50円引き！
※土曜日はオール50円引きのため除きます

331 小野町 あぶくまキャンプランド 田村郡小野町浮金日影83-78 0247-73-2945 区画料10％割引・バンガロー500円割引(1泊のみ)

332 小野町 宍戸旅館 田村郡小野町谷津作字平舘123 0247-72-2048
カード持参の方
宿泊時に温泉玉子4ヶ進呈

333 小野町 リカちゃんキャッスル 田村郡小野町大字小野新町字中通51-3 0247-72-6364 入館料10％OFF！

334 白河市 双葉寿司 白河市大鳥居橋前4-14 0248-22-2265
ソフトドリンクまたは、コーラ、オレンジフロート1杯
サービス

335 白河市
旬菜うちごはん 菜々家 メガステージ
白河店

白河市新高山1-1
メガステージ白河内

024-821-9080 ドリンクバー半額

336 白河市 トータルケアクラブノンノン 白河市明戸193-2 0248-27-3611 ポイントカードのスタンプを2倍に！

337 白河市 手打ちらーめん 雅
白河市中田13-1
大竹ビル1F 103

0248-24-2639 味玉1コサービス

338 白河市 レストラン櫻茶屋
白河市みさか2-48-36

0248-28-3837 お食事ご注文のお客様にデザート一品サービス

339 白河市 田楽食堂  白河市字田町92 0248-23-2007
お会計時に50円引き
ただし店内のサービスメニューとクーポンとの併用
不可

340 白河市 白河フラワーワールド 白河市南湖59 0248-23-2100 入園料20％OFF

341 白河市 太鼓のぼお 白河市旭町2丁目58-5 0248-24-5013
●焼豚1枚(内モモまたはバラ)
●メンマ
いずれか1つプレゼント

342 白河市 有限会社 肉の秋元本店 白河市大信増見字北田82 0248-46-2350 白河高原清流豚(豚肉)5％引き！

343 白河市 御菓子司 えんどう 白河市老久保88-6 0248-22-5321 新商品1ヶサービス！

344 白河市 ちゃあしゅう屋 新白河店 白河市新高山36-1 0248-31-1516 手造りギョーザ1皿プレゼント！

345 白河市 あづま豆富店 白河市愛宕町39 0248-23-2351 500円お買い上げで、オカラドーナツ2個サービス！
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■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

346 白河市 Coffee House らたん 白河市新白河一丁目157番地 0248-27-1944
お食事された方に限り、はちみつ入りヨーグルトプ
レゼント！

347 白河市 Relaxation room Datang 白河市表郷金山字愛宕山1 0248-32-3151 ポイントカードスタンプ2倍

348 白河市 ずっときれい
白河市新白河1-37
エスペランサS103

0248-21-9826 全コース500円OFF！

349 白河市 ほぐしま専科 白河店 白河市金勝寺27-1 0248-27-8377 全コース300円引き！

350 白河市 中華料理 栄楽 白河市高山64-5 0248-21-0307 手作り杏仁豆腐サービス！

351 白河市 えきかふぇ SHIRAKAWA 白河市郭内222 0248-23-5530
ドリンク1杯50円引き！
※アルコールを除く

352 白河市 洋菓子 冨士屋 白河市年貢町22-1 0248-23-2557 2,000円以上お買上げの方5％引き！

353 白河市 くらや
白河市郭内58-10
第2瀬谷ビル1F

0248-23-4992
店主手作りの小皿料理を一品サービスいたしま
す！

354 白河市 ローズ薬局 白河市金鈴4-5 0248-24-0030
[当店おすすめ滋養強壮剤(若甦またはレバコー
ル)3,000円以上お買上げの方]
当店スタンプカードのスタンプ2倍！

355 白河市 ライラ食堂 白河市昭和町38-2 安澤ビル1F 0248-21-8494
[ランチ＆ディナーどちらでもOK！]
デザートサービス！

356 西郷村 五峰荘 西白河郡西郷村大字真船字馬率 0248-36-2222 立ち寄り入浴800円→700円(100円引き)

357 西郷村
(株)オーネスティ
ポプリンキッチン白河西郷店

西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1
イオン白河西郷店2Ｆ

0248-31-2045
会計時10％ＯＦＦ
または、がちゃがちゃコイン1枚プレゼント

358 西郷村 みやま荘 西白河郡西郷村大字真船字馬立1 0248-36-2001 日帰り入浴 大人200円引き 子供100円引き

359 西郷村
株式会社 林養魚場
FS Cafe

西白河郡西郷村大字小田倉字金子石16 0248-25-3535 ホットコーヒー1杯無料

360 西郷村 元湯甲子温泉 旅館 大黒屋 西白河郡西郷村真船字寺平1 0248-36-2301 日帰り入浴　大人700円→600円！

361 西郷村 さすが家 白河店 西白河郡西郷村豊作西24 0248-31-8141 鶏のからあげ1皿プレゼント！

362 泉崎村
泉崎カントリーヴィレッジ
泉崎さつき温泉

西白河郡泉崎村大字泉崎字笹立山12 0248-53-4211 入浴料から100円引き

363 矢吹町 柴田屋せんべい店 西白河郡矢吹町中町355 0248-42-2658 お買い上げのお客様に【お煎餅試食サービス】!!

364 矢吹町 割烹温泉 観音湯 西白河郡矢吹町南町182-7 0248-42-2418 日帰り入浴　700円→500円！

365 矢吹町 リオン・ドール矢吹店 西白河郡矢吹町八幡町815 0248-44-3921
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

366 矢吹町 松月堂 西白河郡矢吹町中町174 0248-42-4957 1,000円以上お買い上げで5％引き

367 矢吹町 Happy Berry 西白河郡矢吹町弥栄63-2 0248-44-5538
ソフトクリーム100円引き！
300円→200円(税別)

368 棚倉町 ルネサンス棚倉 東白川郡棚倉町関口字一本松43-1 0247-33-4111 日帰り温泉　子ども50円引き、大人100円引き

369 棚倉町 中華 一龍 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野188-1 0247-33-3917 お会計から100円引き

370 棚倉町 リオン・ドール棚倉店 東白川郡棚倉町大字流字餅田3-1 0247-33-7101
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

371 矢祭町 リオン・ドール矢祭店 東白川郡矢祭町大字東館字牛小路12-2 0247-46-4130
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

372 矢祭町 東舘温泉 ユーパル矢祭 東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷108-1 0247-46-4300
温泉利用料大人
平日500円→300円
土・日・祝700円→400円

373 塙町 リオン・ドール塙店 東白川郡塙町大字塙字大町3-7-1 0247-43-1171
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

374 塙町 湯遊ランドはなわ 東白川郡塙町大字湯岐字立石21番地 0247-43-3000
①宿泊料金10％割引！
②日帰り入浴のお客様、入浴料大人200円、小人
100円割引！

375 塙町 こんにゃく餅本舗 菓子司 陣野 東白川郡塙町大字塙字栄町58 0247-43-1234 1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント！

376 会津若松市 寿治左エ門 会津若松市追手町7-23 0242-28-3985 50円引き

377 会津若松市 Bakery&Cafe FURUKAWA BAKERY 会津若松市白虎町218-1 0242-24-3131 ドリンクサービス
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378 会津若松市 きもの伝承 きずな 会津若松市七日町6-5 0242-24-0227
浴衣・着物をお買い上げの方に、「その商品とあな
たにお似合いなプレゼント」を差し上げます!

379 会津若松市
合名会社 関 漆器店
會津ぬり一七日町店

会津若松市七日町3-36 0242-85-7211 3,000円以上お買い上げの方に粗品進呈

380 会津若松市 鶴ヶ城会館  会津若松市追手町4-47 0242-28-2288
お食事されたお客様(飲み物除く)へ、お会計より
10%OFF!

381 会津若松市 鰊屋敷 太田 会津若松市相生町2-10 0242-22-2274 小鉢一品サービス

382 会津若松市
ラ・フラール
((有)オークビレッジ)

会津若松市飯盛1-1-16 0242-29-1024
500円以上お買物されたお客様へ、カードご提示で
2ポイントプレゼント(初回限定)。

383 会津若松市 桐屋紙器 会津若松市七日町5-8 0242-22-0953 1,000円以上お買い上げで10％ＯＦＦ

384 会津若松市 会津武家屋敷 会津若松市東山町大字石山字院内1 0242-28-2525 カード提示で入場料通常850円→750円に

385 会津若松市 手打ちそば・うどん 徳一 会津若松市東千石1-5-17 0242-28-5681 お会計より5％OFF

386 会津若松市 三代目 酒屋 しもだいら  会津若松市西七日町7-3 0242-24-3563 ジェラートかコーヒーを1つサービス

387 会津若松市 漆器工房鈴武
会津若松市門田町一ノ堰
会津漆器工業団地内

0242-27-9426
売店にてお買い物していただいた方に、旅情箸をプ
レゼント

388 会津若松市 東山温泉 原瀧 会津若松市東山町湯本235 0242-26-4126 日帰り入浴のお客様　100円OFF

389 会津若松市 會津芦ノ牧温泉 大川荘 会津若松市大戸町大字芦ノ牧字下平984 0242-92-2111
大人の宿泊者様限定
館内利用券500円分プレゼント

390 会津若松市 RAG(ラグ) 会津若松市七日町9-2 0242-85-6881 コーヒー50円OFF(通常400円→350円)

391 会津若松市
元祖輪箱飯 割烹・会津料理
田季野

会津若松市栄町5-31(鐘つき堂小路) 0242-25-0808 お食事のお客様にソフトドリンク一杯サービス

392 会津若松市 会津YOROZUYA 会津若松市七日町2-37 0242-36-7787 カレーライス300円(税込)

393 会津若松市 cafe&antiques 三番山下
会津若松市大町1-1-57
紀州屋1934 2F

0242-26-1330 平日デザート全品50円引き

394 会津若松市 十文字屋 会津若松市河東町郡山字村東15-3 0242-75-3129 全品50円引き

395 会津若松市 二丸屋武蔵亭 会津若松市材木町2-8-18 0242-28-1208
自家製にしん山椒漬orもちもち生麩ぜんざい
どちらか1品無料サービス！！

396 会津若松市 リオン・ドール神明通り店 会津若松市中町4-36 0242-26-2115
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

397 会津若松市 リオン・ドール七日町店 会津若松市西七日町21-12 0242-22-1000
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

398 会津若松市 リオン・ドール駅前店 会津若松市中央3丁目8-8 0242-22-0065
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

399 会津若松市 リオン・ドール年貢店 会津若松市門田町大字日吉字小金井37 0242-28-7700
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

400 会津若松市 リオン・ドール門田店 会津若松市東年貢1丁目2-25 0242-38-4311
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

401 会津若松市 リオン・ドール会津アピオ店 会津若松市インター西116 0242-32-6511
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

402 会津若松市 リオン・ドール滝沢店 会津若松市一箕町大字八幡字牛ケ墓7-1 0242-39-6711
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

403 会津若松市 リオン・ドール河東店 会津若松市河東町南高野字向原15 0242-75-5711
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

404 会津若松市 すし万 大将 会津若松市町北町藤室字達磨162-2 0242-22-1980
ソフトドリンク(コカ・コーラ、ウーロン茶、サイダー、
オレンジジュース)1本サービス！

405 会津若松市 和風れすとらん くいしん坊 会津若松市中町4-31 0242-26-8239 一品サービス！（ご注文時にお申し出ください。）

406 会津若松市 手作り体験ひろば 番匠 会津若松市和田1-6-3 0242-27-4358 体験された方に「竹とんぼ」1本プレゼント！

407 会津若松市 会津バーガー Lucky Smile 会津若松市七日町3-45 0242-23-8241
・オリジナルステッカープレゼント
・ポテト50円引き

408 会津若松市 アイタルキッチンココ
会津若松市東栄町5-19
菅家ビル102

0242-28-9055
健康玄米に変更+50円のところ、無料にて変更いた
します。

409 会津若松市 魚菜KanPana 会津若松市中央1-5-8 0242-22-7171
ディナータイムにご飲食のお客様にワンドリンク
サービス！
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■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

410 会津若松市 純手打そば・うどん 打城 会津若松市一箕町松長四丁目9-67 0242-25-3758
お食事された方にそばの実入りアイスクリームプレ
ゼント！

411 会津若松市 障がい福祉サービス事務所 コパン 会津若松市一箕町亀賀字北柳原52 0242-93-7566 ドリンク50円引き！

412 会津若松市 レストランバーDOG HOUSE 会津若松市大町1-1-50 0242-27-5858 ご飲食のお客様にソフトクリームサービス！

413 会津若松市 Hair House Miju 会津若松市飯盛3-5-13 0242-26-3100 ご新規のお客様、全メニュー10%OFF☆

414 会津若松市
dear cotton*～ハンドメイドと雑貨のお
店～

会津若松市河東町広田字東92-2 0242-75-2799 1,000円以上のお買物で粗品プレゼント！

415 会津若松市 いろりの宿 芦名 会津若松市東山町湯本下原232-1 0242-26-2841
ご宿泊のお客様に、オリジナルの箸(100年桑の木
使用)1膳プレゼント

416 会津若松市 會津とらぞう 会津若松市一箕町八幡弁天下12 0242-25-4188 喫茶コーナーお会計より10％OFF！

417 会津若松市 熊野屋菓子店 七日町店 会津若松市七日町5-17 0242-22-7411 商品代金より一割引き！

418 会津若松市 本家長門屋 本店 会津若松市川原町2-10 0242-27-1358 紙風船1枚サービス！

419 会津若松市 本家長門屋 七日町店 会津若松市七日町3-30 0242-29-7070 紙風船1枚サービス！

420 会津若松市 My Earth (マイアース)
会津若松市栄町2-25
アビスビル2F

0242-27-1672
お会計より一品を10%OFF！
(割引品、施術、スクールは対象外)

421 会津若松市 鶴ヶ城 会津若松市追手町 0242-27-4005
共通入場券
大人510円→450円
小人150円→135円

422 会津若松市 小晴れ
会津若松市栄町8-35
ヴェルファーレ上六日1F

0242-93-8690
ご来店のお客様へ、生ビール1杯サービス！
(お1人様、1杯限り有効)

423 会津若松市 鈴木飯店 会津若松市門田町大字日吉字対馬館81-1 0242-26-6477 お1人様につき会計より50円引きのサービス！

424 会津若松市 居酒屋 ばんげや 会津若松市栄町1-38 0242-32-9112
おぼろ豆腐、または、にしんのさんしょう漬けのどち
らかサービス！

425 会津若松市 味の店 たこ坊 会津若松市門田町飯寺村東482-45 0242-29-2346
3名様以上でご来店された方限定！
1グループにお好み焼き(豚玉)1枚サービス！！

426 会津若松市 zakka shop haruharu 会津若松市花畑東4-35 0242-22-9705
お会計8%OFF！
※ハンドメイド品は対象外とさせていただきます

427 会津若松市 馬力本願 会津若松市七日町7-3 0242-22-0133 ラーメン全品大盛りサービス！

428 会津若松市 會津壹番館 会津若松市中町4-18 0242-27-3750 飲食代10％OFF！

429 会津若松市
あいづふるさとアンテナショップ 駅カ
フェ

会津若松市七日町5-1 0242-39-3880 コーヒー1杯50円引き！

430 会津若松市 紀州屋1934 BUS CAFÉ 会津若松市大町1-1-57 0242-85-6984 コーヒー1杯50円引き！

431 会津若松市 Restaurant&Bar Beans
会津若松市栄町2-25
アビスビル1F

0242-28-5077

[ランチ]
ドリンクおかわりサービス！
[ディナー]
デザートサービス！

432 会津若松市 ほしばん絵ろうそく店 会津若松市七日町3-33 0242-27-1873
[絵ろうそく1,500円以上お買上げの方]
特製のお土産をプレゼント！

433 喜多方市 (有)北見八郎平商店 喜多方市字天満前8919-1 0241-22-0711 お会計時に50円引き

434 喜多方市 アンティーク セレクト雑貨 いろは 喜多方市字1-4536 0241-23-0989 ソフトクリーム半額

435 喜多方市
喜多方市ふるさと振興(株)
道の駅 喜多の郷

喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1 0241-21-1139
ふるさと亭 レストラン
1,000円以上ご飲食で、ドリンクバーサービス

436 喜多方市
星醸造株式会社
喜多方ラーメン 蔵々亭

喜多方市字北町2906 0241-23-0606 ご飲食の方に限り、コーヒー1杯サービス

437 喜多方市 喜多方ラーメン 蔵前 喜多方市東町4095 0241-24-2955
ご飲食より100円引き(※お持ち帰りラーメンにも適
用します)

438 喜多方市
株式会社 遊喜
地酒蔵 馬車の駅

喜多方市南町2856-1 0241-22-5355
お買い上げのお客様に『起き上がり小法師』プレゼ
ント!

439 喜多方市 樟山珈琲店のFRYINGPAN 喜多方市南町2866 0241-24-5190 店内喫茶メニュー50円引き(一部対象外あり)

440 喜多方市 リオン・ドール喜多方仲町店 喜多方市字2丁目4676 0241-24-4141
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈
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441 喜多方市 リオン・ドール喜多方西店 喜多方市押切南2丁目42-1 0241-21-9411
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

442 喜多方市 本家 大みなと味平 喜多方市関柴町上高額字北町396-5 0241-24-2990 ラーメン1杯50円引き！

443 喜多方市 Cocco tree 喜多方市字御清水3 0241-21-1417 クッキー1枚プレゼント

444 喜多方市 雑貨と花 Felice 喜多方市町尻西4895 0241-22-3320 お買い上げ合計金額より10％OFF！

445 喜多方市 そば処 古川端
喜多方市山都町蓬莱中村456-3(通称 宮古地
区)

0241-38-2602 天ぷらご注文の方に、天ぷら1本サービス！

446 喜多方市 福島屋 喜多方市字1-4634-1 0241-23-2702 麺類大盛り無料！(ミソ野菜ラーメン・タンメンを除く)

447 喜多方市 香福 喜多方市3-4840-1 0241-23-3878 チャーシュー3枚プレゼント！

448 喜多方市 飯豊とそばの里センター そば伝承館 喜多方市山都町字沢田3077-1 0241-38-2300 ご来店でさしみこんにゃく一人前サービス！

449 喜多方市
会津・日中温泉 ひめさゆりの宿 ゆも
とや

喜多方市熱塩加納町熱塩字大畑29 0241-36-2266
◆日帰り入浴ご利用のお客様タオル無料
◆タオル持参の方100円引き

450 喜多方市 あじ庵食堂 喜多方市字2-4650-29 0241-23-6161 チャーシュー3枚サービス

451 喜多方市 大和川酒蔵 北方風土館 喜多方市字寺町4761 0241-22-2233
[お酒をお買上げいただいた方]
当店オリジナルグラス1個プレゼント！

452 喜多方市 おくやピーナッツ工場 喜多方市字天満前8930 0241-23-7630
ロイヤルピーナッツソフトクリーム各サイズ
どれでもお1人様1本限り30円引き！

453 北塩原村 ハーブスペース バンディア 耶麻郡北塩原村桧原字曽根原1096 0241-32-2829 喫茶ご利用の方、ハーブティー通常430円→320円

454 北塩原村 諸橋近代美術館 耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-23 0241-37-1088 入館料50円引き

455 北塩原村 ラビスパ裏磐梯 耶麻郡北塩原村大字大塩字桜峠8664-5 0241-33-2200 お会計の際10％OFF！

456 北塩原村 グランデコリゾート 耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂沢山1082番930241-32-2530
2016パノラマゴンドラ往復割引券
高校生以上1,620円→1,440円
小・中学生1,300円→1,140円

457 北塩原村 磐梯山噴火記念館 耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-36 0241-32-2888 個人でも団体料金を適用いたします

458 北塩原村 磐梯山3Dワールド 耶麻郡北塩原村桧原字剣ヶ峰1093-716 0241-32-2333 個人でも団体料金を適用いたします

459 北塩原村
ヒロのお菓子屋さん レイクウッドカフェ
店

耶麻郡北塩原村桧原曽原山1095-47 0241-32-2730 カフェメニュー50円引き！

460 西会津町 リオン・ドール野沢店 耶麻郡西会津町野沢字下条乙2068 0241-45-2311
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

461 西会津町 えちご家 耶麻郡西会津町野沢字上原乙2431-1 0241-45-3248 全メニューお会計より50円OFF！

462 西会津町
道の駅にしあいづ 交流物産館よりっ
せ

耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26 0241-48-1512

2,000円以上お買物されたお客様に『ロータスイン温
泉』の入浴半額券をプレゼント！
※特典の内容は変更になる場合がございます。あ
らかじめご了承ください。

463 西会津町
西会津町 温泉保養センター ロータス
イン

耶麻郡西会津町登世島字下小島187 0241-45-2900
ロータスイン温泉入浴金額100円引き！
※特典の内容は変更になる場合がございます。あ
らかじめご了承ください。

464 磐梯町
道の駅ばんだい 徳一の里きらり
お食事処 会津嶺

耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38番地 0242-73-2633
ノンアルコール飲料「サントリーオールフリー」1本
に、かわいいおつまみサービスいたします！

465 磐梯町 会津遊食 たか膳 耶麻郡磐梯町大字更科字堰下4659-1 0242-73-2828 ソフトドリンク1杯サービス！

466 猪苗代町 CAFEオヤジ 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字家北770-1 0242-93-9387 お食事された方に限りデザートセットプレゼント

467 猪苗代町
親正産業株式会社
世界のガラス館

耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字村東85 0242-63-0100 5％OFF

468 猪苗代町 猪苗代地ビール館 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字村東85 0242-63-2177 5％OFF

469 猪苗代町 猪苗代だんご館 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字村東85 5％OFF

470 猪苗代町 健康食品館 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字村東85 5％OFF

471 猪苗代町 猪苗代おかし館 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字村東85 0242-63-0100 5％OFF

472 猪苗代町 お菓子工房 Fuchs Berg(フクスベルグ) 耶麻郡猪苗代町磐里字角田73-1 0242-62-5539
1,000円以上お買い上げでお好きな焼き菓子を1個
プレゼント
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473 猪苗代町 HERO'S DINER 耶麻郡猪苗代町字上村前1574 0242-72-0530 USサイズご注文の方にポテトサービス

474 猪苗代町 リオン・ドール猪苗代店 耶麻郡猪苗代町芦原97 0242-62-3069
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

475 猪苗代町
グランドサンピア猪苗代リゾートホテ
ル&スキー場

耶麻郡猪苗代町綿場7126 0242-65-2131 日帰り温泉入浴料200円引き

476 猪苗代町 御もてなしの宿 悠ゆ亭 耶麻郡猪苗代町林崎461-3 0242-63-1900
ご予約の際にふくしま健民カードありとお伝えいた
だいたお客様に、夕食時にお飲み物1本サービス！

477 猪苗代町 芳本茶寮 耶麻郡猪苗代町城南139-1 0242-62-5515
1,500円以上のお食事をされた方
まんじゅうの天ぷらサービス！

478 猪苗代町 たなべの湯 耶麻郡猪苗代町大字磐根字重蔵橋2312 0242-65-2533
お泊りの方に「たなべの湯」オリジナル粗品をさしあ
げます！

479 猪苗代町 小西食堂
耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-
145中ノ沢温泉

0242-64-3128 コーヒー1杯サービス！

480 猪苗代町 デセール カワウチ 耶麻郡猪苗代町字五百苅138-1 0242-62-4359
レストランご利用の方に、オリジナル季節のシャー
ベットをサービス！

481 猪苗代町 キッチンひまわり 耶麻郡猪苗代町字城南137-1 0242-62-4781 お食事のお客様　お会計より50円引き！

482 猪苗代町 磐梯高原 南ヶ丘牧場 耶麻郡猪苗代町大字磐根字遠山1039-38 0242-65-2707

売店もしくはレストランでのお会計時にカードご提示
で5％割引いたします
※外のレジャー施設は券売機になるのでご利用い
ただけません

483 猪苗代町 住吉館 耶麻郡猪苗代町大字磐根字佐賀地2556 0242-65-2221 ご宿泊のお客様にコーヒー1杯サービス！

484 猪苗代町 平澤屋旅館 耶麻郡猪苗代町蚕養沼尻山甲2855-133 0242-64-3821
ご宿泊のお客様へ、ソフトドリンク1杯サービスいた
します！

485 猪苗代町
伝統工芸と手打ちそばの店 しおやぐ
ら

耶麻郡猪苗代町新町4875-2 0242-62-2330 お食事の方、とろろおろしを追加サービス！

486 猪苗代町 宇川ブルーベリー園
耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字長老山29
7号線、東北シール工業の交差点を東に200m
ほど進み左折しすぐ

0242-65-2632
[カードご提示のお客様]
ブルーベリーあめプレゼント！

487 猪苗代町 せんべや 耶麻郡猪苗代町字諏訪前6795-1 0120-62-3517
[1,000円以上お買上げの方]
当店商品のせんべい・スナックなどをプレゼント！

488 猪苗代町 清水屋製麺 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ甲2372 0242-64-2228
[1,000円以上お買上げの方]
生ラーメン1食+お好きなスープ1ヶプレゼント！

489 猪苗代町 会津民俗館 耶麻郡猪苗代町三ツ和前田33-1 0242-65-2600

[入館料割引]
一般500円→465円
学生360円→310円
子供260円→205円

490 会津坂下町 食堂いしやま 河沼郡会津坂下町字市中二番甲3617 0242-83-2365 お会計より50円引き

491 会津坂下町
会津中央乳業株式会社
会津のべこの乳 アイス牧場

河沼郡会津坂下町大字金上字辰巳19-1 0242-83-2324
べこの乳ソフトクリームorコーヒー特急ソフトクリー
ムが30円引き

492 会津坂下町 リオン・ドール坂下店 河沼郡会津坂下町字舘ノ下18 0242-83-5111
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

493 会津坂下町 リオン・ドール坂下中央店 河沼郡会津坂下町字古町川尻386-1 0242-84-2911
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

494 会津坂下町 糸桜里の湯ばんげ 河沼郡会津坂下町大字見明字堤帰2115 0242-83-1151 入館料100引き！

495 湯川村 道の駅あいづ　湯川・会津坂下 河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目78-1 0241-27-8853 会津食のブランド館ソースかつ丼50円引き

496 柳津町 清流の宿 かわち 河沼郡柳津町下平150-1 0241-42-2600 ソフトドリンク1本サービス

497 柳津町 つきみが丘町民センター 河沼郡柳津町柳津諏訪町甲61-2 0241-42-2302 宿泊のお客様に限り、ソフトドリンク1本サービス！

498 柳津町
ティールーム 山ねこ
農泊 山ねこ

河沼郡柳津町大字砂子原字居平267
0241-43-2632
090-7565-9308

店主が描いた絵手紙をプレゼント！

499 柳津町 小池菓子舗 河沼郡柳津町大字柳津字岩坂町甲206 0241-42-2554
あわまんじゅう10個入りをお買上げの方100円引
き！

500 三島町 早戸温泉 つるの湯 大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平888番地 0241-52-3324 3時間入湯・休憩500円⇒400円！

501 昭和村
道の駅 からむし織の里 しょうわ 織姫
交流館
郷土料理伝承 芋麻庵

大沼郡昭和村字佐倉字上ノ原1 0241-58-1655
郷土料理伝承 芋麻庵
4月～11月限定
ソフトクリーム50円引き！

502 会津美里町 リオン・ドール高田店 大沼郡会津美里町字布才地690 0242-54-2758
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

503 会津美里町 リオン・ドール美里店 大沼郡会津美里町字高田前川原3570 0242-54-3911
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

504 会津美里町 菓子工房 ふわふわ
大沼郡会津美里町高田甲2819-2
門前横町美里蔵内(高田インフォメーション)

0242-54-2333
ふわふわ5個以上お買い上げで合計金額より100円
引き！
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505 会津美里町 全身ほぐし整体 白井 大沼郡会津美里町永井野字下町1875 0242-23-8884 5％OFF！

506 会津美里町 美容室 Bi.NONNO 大沼郡会津美里町字高田甲2734-3 0242-54-7187 初回のお客様限定、お会計10%OFF！

507 会津美里町 陶房 彩里 大沼郡会津美里町字川原町甲1868-1 0242-56-5707
3,000円以上お買い上げのお客様へ粗品プレゼン
ト！(陶芸体験は除く)

508 会津美里町 喜楽屋 神龍 大沼郡会津美里町字柳台甲2331 0242-54-2326 コーヒー1杯サービス！

509 会津美里町 本郷温泉 湯陶里 大沼郡会津美里町字六日町甲4106-1 0242-56-4364
[入館料]
一般大人 100円引き！
65歳以上 50円引き！

510 会津美里町 高田温泉 あやめの湯 大沼郡会津美里町下堀字中川360-1 0242-54-4118
[入館料]
一般大人 100円引き！
65歳以上 50円引き！

511 会津美里町 新鶴温泉健康センター 大沼郡会津美里町鶴野辺字上長尾2347-40 0242-78-3222
[入館料]
一般大人 100円引き！
65歳以上 50円引き！

512 下郷町 珈琲家 マザーリップ 南会津郡下郷町弥五島字道上3253-1 0241-67-3003 お会計された方のみマザーリップポイント2倍！

513 檜枝岐村 尾瀬の宿 こまどり 南会津郡檜枝岐村字滝沢1052-1 0241-75-2082 山人漬けor尾瀬の自然水

514 南会津町 フジヤマ商事株式会社 富じ亭 南会津郡南会津町田島字東荒井26-3 0241-62-2555 ドリンク1杯サービス

515 南会津町 ガストホフ 逢う日会うでい 南会津郡南会津町高杖原447 0241-78-5147 ワンドリンクサービス

516 南会津町 御菓子司 三浦屋 南会津郡南会津町田島字谷地甲7番地 0241-62-0131 プチお菓子プレゼント

517 南会津町 会津田島祇園会館 南会津郡南会津町田島大坪30-1 0241-62-5557
お食事された方に、コーヒー、紅茶、ウーロン茶の
いずれかサービス

518 南会津町 リオン・ドール田島店 南会津郡南会津町田島字東荒井80 0241-62-2121
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

519 南会津町 道の駅山口温泉きらら289 南会津郡南会津町山口字橋尻1 0241-71-1289 入浴料(入湯税込)700円→350円！

520 相馬市 そば処 いその庵 相馬市尾浜字高塚210-1 0244-38-6766
お食事をされた方に、甘味デザート『蕎麦の実あ
ん』をサービス！

521 南相馬市 新田川温泉 はらまちユッサ 南相馬市原町区深野荒戸沢15 0244-26-0026 大人当日入泉料750円から100円引き！

522 南相馬市 珈琲亭 いこい 南相馬市原町区旭町1-18 0244-23-3643 お食事されたお客様へドリンク1杯サービス！

523 南相馬市 リラムーン　南相馬店 南相馬市原町区錦町1‐119‐1 0120-335-876 遠赤外線ドーム1回無料体験！

524 南相馬市 さくらはる食堂 南相馬市鹿島区西町1丁目88 0244-46-1177 ラーメン類50円引き！

525 楢葉町
楢葉町サイクリングターミナル
レストラン岬

双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27の29 0240-25-3113 ソフトドリンク1杯サービス！

526 新地町 ボヌールやすひろ66 相馬郡新地町谷地小屋字北狼沢11-75 0244-62-2721
ポイントカード通常300円マイにポイントのところ2ポ
イント進呈

527 新地町 ごはん処 はる 相馬郡新地町駒ヶ嶺新町103-1 0244-62-5311 おまけあり！

528 新地町 カラオケ翔輝(とき) 相馬郡新地町福田字大町49の2 0244-62-2385 カラオケ1回無料！

529 新地町 味菜ひろば よりみち
相馬郡新地町谷地小屋樋掛田4-1
JAそうま新地総合支店 内

0244-62-5588 500円以上お買い上げの方に野菜1品プレゼント！

530 郡山市 アンティース3 郡山市久留米4-225-7 024-945-9494
新規のお客様限定
カラークセストパー&カット，クセストパー&カット⇒
20%OFF

531 郡山市 Hair Room Okazu 郡山市備前舘1-50 024-954-3902

★新規のお客様限定★
《1》大人カット・・・通常4,995円→3,990円！
《2》カットカラーorカットパーマ・・・通常11,100円→
8,880円！

532 郡山市 nep 郡山市桑野2-32-7 024-935-5260 お買い上げ金額より5％OFF

533 郡山市 赤から 郡山富田店 郡山市備前館2丁目101番地 024-927-5150 ドリンク1杯サービス

534 郡山市 赤から 郡山駅前大通り店
郡山市駅前1丁目4-7
ビッグエコー陣屋店5F

024-954-8830 ドリンク1杯サービス

535 郡山市 牛角 郡山なかまち夢通り店
郡山市中町11-2
ロンデン中町ビル1F

024-990-2901 ドリンク1杯サービス

536 郡山市 道とん堀 郡山島店 郡山市島2-38-21 024-973-7867 ドリンクバー1名様分無料
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537 郡山市 CLASSICA 郡山市西ノ内1-16-17 024-933-6090 ご来店いただいた方に、粗品プレゼント！

538 郡山市 Hair Studio Drop 郡山市桑野2-25-12 024-983-5824
新規のお客様★20%OFF!
(一部ご利用いただけないメニューもございます。)

539 郡山市 KHOUSE(ケイハウス) 郡山市大槻町原田西42-55 024-961-6324 商品お買い上げで10％引き

540 郡山市 パリミキ 富田東店 郡山市富田町字上田向4-10 024-925-1471 メガネ一式またはフレーム、レンズご購入で5％OFF

541 郡山市 La Neige 郡山市成山町16 024-946-5503 アロマオイルお買い上げの際100円引き

542 郡山市 サロン Eight 郡山市安積町荒井字西北井7-2 024-983-8869
3,000円で1個のポイントカード
ポイント3倍進呈(30個で1,000円引き)

543 郡山市 Hair art cheka 郡山市桑野4丁目5-17 024-953-4199

★新規でご来店のお客様★
・カット　通常4,212円⇒3,700円
・カラー+カット　通常9,180円⇒7,700円
・パーマ+カット　通常9,180円⇒7,700円

544 郡山市
ヘア&リラクゼーションサロン Aromage
～アロマージュ～

郡山市桑野4-1-4 024-983-6707 新規のお客様★メニューから10%OFF！

545 郡山市 お食事とお酒の店 益元 郡山市桑野4-8-10 024-922-9011 プチデザートプレゼント

546 郡山市 旬菜うちごはん 菜々家 朝日店 郡山市朝日1-3-2 024-973-8303 ドリンクバー半額

547 郡山市 旬菜うちごはん 菜々家 郡山南店 郡山市南1-77 024-947-7771 ドリンクバー半額

548 郡山市 富久栄珈琲 郡山市亀田1-51-19 024-953-7035
1,000円以上のお買い上げで、ドリップパック1個プ
レゼント！

549 郡山市 ありがとう本舗 郡山市開成2-39-5 024-923-4111
カルシウム＆コラーゲン「ありがとう凛」
定価6,800円を2,000円引きの4,800円(税別)

550 郡山市
 COLLECTION FAME(コレクションフェ
イム)

郡山市日和田町字小原1
フェスタ1F

024-968-0334 お買い上げ金額から10％OFF

551 郡山市 イエローハット フェスタ郡山店 郡山市日和田町字大原30-1 024-968-1880
セーフティーチェック・愛車無料点検を無料でサービ
ス!

552 郡山市 Cafe de Viet Nam 澤上商店 郡山市中町6-14 024-983-0606
★ランチタイム限定★
ドリンクサービス!!

553 郡山市 まる助 八山田店 郡山市八山田5-8 024-983-5877
超炭酸系オリジナルノンアルコールカクテルまたは
超炭酸を使ったアルコール1杯サービス！

554 郡山市
リラクゼーションマッサージ院 太陽の
安寧

郡山市谷地本町23 024-983-5441 ポイントカード2倍

555 郡山市 Kaisei 紅茶館
郡山市開成4丁目1番25号
大桃ビル1F

024-934-0670 ランチご注文のお客様に焼き菓子プレゼント！

556 郡山市
中古携帯買取販売・修理専門店
アイコール

郡山市中町18番4号
幸信ビル

024-973-6541 iphone修理1件につき500円のお得なクーポン

557 郡山市 (有)ら～めん工房 味噌屋 郡山市熱海町高玉字南麻生沢1-97 024-984-4000 どんぶり1杯単品50円引(セットメニューは不可)

558 郡山市 麺屋すずらん 郡山市鳴神2丁目103 024-953-8375
大盛通常100円プラスのところ、無料でサービスい
たします!

559 郡山市 リストランテ トレンテ ビアンコ
郡山市朝日3-5-16　アサカビル1F
バール・イルチェントロ

024-927-5685 お会計の際合計金額から10％割引

560 郡山市 町家カフェ　太郎茶屋鎌倉　郡山店 郡山市桑野3丁目13-11 024-925-8368 ドリンクセットサービス

561 郡山市 今田屋ザ・モール郡山店
郡山市長者1-1-56
ザ・モール郡山1階　フードコート内

024-931-5755 ドリンク1杯サービス

562 郡山市 1F store 郡山市堂前町11-14 024-954-7202 お会計から8%OFF

563 郡山市 ハイカラ食堂 郡山トンチキてい 郡山市桑野3-14-4 クローネ郡山1F101 024-935-2102 お食事のお客様　お会計より100円OFF

564 郡山市 コーヒー豆焙煎工房 ティーアンドシー 郡山市町東2丁目118 024-962-9220 コーヒー豆全品10％引き

565 郡山市 宝沢ゴルフビレッジ 郡山市富久山町福原字沼下55-7 024-925-2228
スクール入会金 通常5,400円→3,240円!お2人同時
で通常価格よりさらに半額!!

566 郡山市 Closet&Cafe twiggy
郡山市土瓜1-76-1
ガレリア・アシュ2F

024-901-9340 ポイントカード2倍サービス

567 郡山市 ウエディングカウンター福島
郡山市桑野2-34-13
桑野中央ビル103

024-953-4566 ☆割引特典あり☆

568 郡山市
手づくりパイの店 Espoir(エスポワー
ル)

郡山市上亀田26-10 024-961-2033
店内でドリンクをご注文のお客様に、お好きなケー
キを1個50円でサービスします(モンブランパイは除
きます)
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569 郡山市 DANAS HAIR 郡山市富田町字坦ノ腰63-1 024-961-8420 ヘッドスパ　通常1,500円→1,000円！

570 郡山市 グリーンゲイブルス 郡山市鳴神3-166 024-951-1654 500円以上お買い上げで50円引き

571 郡山市 虎は風 郡山市虎丸町18-5 024-938-0488 ドリンク1杯サービス

572 郡山市 虎々 郡山市中町10-6 024-983-9777 ドリンク1杯サービス

573 郡山市 大衆酒蔵 しらぼし
郡山市細沼町9-1
渡辺ビル1F

024-924-1404 冷奴サービス

574 郡山市 ザ・クロックハウス 郡山店
郡山市長者1-1-56
ザ・モール郡山　2F

024-924-7385 税込1,050円以上お買い上げでお会計より5%OFF

575 郡山市 和cafe ろっきぃ茶庵 郡山市桑野2-2-17 024-932-2569 手作りクッキーサービス

576 郡山市 Coco Bow's(ココバウズ) 郡山市麓山1-2-17 024-973-7778
トリミングサロン初回20％OFF
ショップお買物ポイント2倍

577 郡山市 HOT BISCUITS(ホットビスケット) 郡山市並木4-9-24 024-938-0632 お食事の方はデザートサービス!

578 郡山市 gecko Lotus(ゲッコーロータス)
郡山市麓山2丁目15-10
メゾン麓山102号

024-954-9527 インド香1箱プレゼント

579 郡山市 スパゲティー専門のお店 Champ 郡山市朝日1-6-12 024-939-7227 セットメニューをご注文の方限定、デザートサービス

580 郡山市
めがね屋さん
(めがね屋・さとう)

郡山市大槻町針生北94-6 024-991-0250
カード提示でめがね一式お買い上げ金額から10％
OFF

581 郡山市 レストラン画廊 郡山市富久山町久保田字大原62-1 024-933-9214 お食事のお客様8％引き

582 郡山市 Hair Beaut VERDE
郡山市桑野2丁目14-8
サンマツビル1F

024-927-5570
★初回限定★
4STEPトリートメント無料サービス！

583 郡山市 旬の庭 久留米店 郡山市久留米2-77-1 024-945-7483 粗品進呈

584 郡山市 旬の庭 大槻店 郡山市大槻町字殿町64-1 024-966-3512 粗品進呈

585 郡山市 グラントマト郡山喜久田店 郡山市喜久田町菖蒲池22-484 024-959-1455 灯油1Lにつき1円引きさせていただきます

586 郡山市
genereux hair room(美容室ジェネ
ルー)

郡山市並木5-5-42 024-934-8826 初回20%OFF(1年以上ご利用のない方は10%OFF)

587 郡山市 Potter 郡山市堤下町9-9 090-7661-6931

★新規の女性限定★
トリートメントサービス
★新規の男性限定★
ヘッドスパサービス

588 郡山市 ミナト理容 郡山市堂前町20-13 024-922-1804
癒しメニューサービス(サービス内容は、500～700
円ほどのものになります)

589 郡山市 遊食庵 にしのみや  郡山市台新2丁目28-10 024-961-5550 ソフトドリンクサービス！

590 郡山市 アキヤマ質店・Brera(ブレラ) 郡山市富田町字曲田1番地2 024-927-1778

1.お買取クーポン
　1万円を越える査定で現金1,000円キャッシュバッ
ク
2.お買物クーポン
　1万円を越えるお買い物で1,000円割引

591 郡山市 hair & spa factor(ファクター) 郡山市久留米4丁目114-14 024-947-3838
シャンプー後に濃密ヘアマスクをサービスいたしま
す

592 郡山市
hair dresser Iron(ヘアドレッサー アイ
アン)

郡山市昭和2-2-7
佐藤ビル1F

024-954-7633 全メニュー10％OFF

593 郡山市 SDフィットネス 郡山店 郡山市芳賀1-3-7 024-944-2011 入会初期費用3,000円引き

594 郡山市 LUXEY(リュクシィ) 郡山市鶴見坦2-14-24 024-983-3033 会計時300円割引

595 郡山市 やぐら太鼓 郡山市桜木2-21-4 024-932-9058 デザートプレゼント

596 郡山市
カイロプラクティック山本整体院　郡山
店

郡山市堤1-88
堤マンション1-101

024-952-4503
【初回のお客様限定】ワンテクニックプラス★肩こり
施術サービス！

597 郡山市 カプリチョーザ 郡山中町店
郡山市中町12-2
ホテルプリシード郡山B1F

024-923-7188
ディナー限定(17:00～ラストオーダーまで)
デザート半額！

598 郡山市 ラクナール整体院 郡山市横塚2-18-18 024-944-0755

初めての方おためし料金
上半身コース(40分)4,200円→3,300円
全身コース　(60分)6,300円→4,300円
（女性限定）さらに５００円引き！！

599 郡山市
(株)オーネスティ
ポプリンキッチン郡山店

郡山市長者1-1-56
ザ・モール郡山1F　フードコート内

024-927-5120
会計時10％ＯＦＦ
または、がちゃがちゃコイン1枚プレゼント
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600 郡山市 cafe LOVERS LEAP 郡山市桑野2丁目4-3 024-907-2054 ドリンク1杯プレゼント！

601 郡山市 moon 郡山市開成1-4-23 024-933-2423 メニューから500円割引させていただきます。

602 郡山市 カーヴ・ド・ヴァンオイワケ 郡山中町店
郡山市中町12-7
庵ぐら2号ビル1F

024-983-0100 お買い上げワインをレジにて5％引き

603 郡山市 セントラルフィットネスクラブ 郡山
郡山市中町12-2
ホテルプリシード郡山3F

024-921-3111 施設無料体験＆ドリンクプレゼント

604 郡山市 お食事処 三八太 郡山市大槻町字前畑54-2 024-952-6320
お食事されたお客様に限り、コーヒーサービス
お子様には、ソフトドリンクサービス

605 郡山市 タイ古式ボディケア サバイディー 郡山市町東3-106 024-952-1445 初回ご来店のお客様　お会計より500円OFF

606 郡山市 Hair Salon Ginza(銀座美容室) 郡山市清水台1-8-15 024-932-1171 初回10%OFF!

607 郡山市 universal. 郡山店
郡山市山根町1-20
3F

024-973-6951 1時間走行無料！！

608 郡山市
女性専用お顔剃りサロン Pure（ピュ
ア）

郡山市日和田町字南原2-132 024-958-5663
★初回限定★
メニューから20%OFF！！

609 郡山市 安積野菓子処 平田屋 清水台本店 郡山市清水台2-6-6 024-932-3499
1,000円以上お買い上げのお客様に串だんごプレゼ
ント

610 郡山市 安積野菓子処 平田屋 荒池公園前 郡山市池ノ台14-17 024-921-4194
1,000円以上お買い上げのお客様に串だんごプレゼ
ント

611 郡山市 HOPEヘアーデザイン室 郡山市富田町字大徳南19-43 024-952-2188
パックをはじめ「選べる癒しメニュー」を1つサービ
ス！

612 郡山市 Musica-hair- 郡山市清水台2-7-23 024-939-6660
初めてご来店のお客様にシャンプーをサービ
ス！！

613 郡山市 ねずみ蔵 郡山市大町1-13-20 024-925-2858 おつまみ一品サービス

614 郡山市 はないち 郡山市大町1丁目13-12 024-923-6099
お買い上げ金額から10%OFF！
※セール品、特殊品等は除きます

615 郡山市 東洋健康センター 郡山市喜久田町字松ヶ作15-1 024-959-4126 入館料　通常1,935円より200円引き！！(大人限定)

616 郡山市 リラクセーションサロン ケイラク
郡山市燧田195
エスパル郡山店１階

024-927-8111 会員価格にてご利用いただけます。

617 郡山市 エンゼル洋菓子店 郡山市大槻町字広町48 024-952-1144 お会計より5％割引！

618 郡山市 リオン・ドール郡山東店 郡山市西田町大田字宮木田61 0247-62-7511
毎月10日・20日・30日に、税抜1,000円以上お買い
上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈

619 郡山市
フラワーアレンジメント教室 ナチュー
ル

郡山市喜久田町赤沼向7-14 090-6254-5599
受講いただいた記念に「ミニアレンジメント」をプレ
ゼントいたします！

620 郡山市 水素サロン Actio(アクティオ)
郡山市駅前1丁目3-3
1F(ホテルプリシード様裏)

024-953-3033 水素吸入45分3,000円→半額の1,500円に！

621 郡山市 PINK
郡山市駅前1-14-21
花椿ビル1F

024-934-6201 トリートメントorヘッドスパサービス

622 郡山市 美容室Clear(クリア) 郡山市台新1丁目5-8 024-935-3151 トリートメントサービス！

623 郡山市 らぁ麺 おかむら 郡山市西ノ内2-10-12 024-927-0334 煮玉子または大盛りサービス！

624 郡山市 串酒場 ピザ酒場 おれんじ 郡山市中町6-14 024-931-2036
夜17:30より生ビールご注文の方へ、串煮込み2本
プレゼント！！

625 郡山市 soba no café
郡山市安積町日出山2-80
アミューズパーク1F

024-926-0225

プチスイーツ(そば粉で作ったガトーショコラ、そば
粉で作ったパウンドケーキ、そば粉で作ったシフォ
ンケーキから選べます。)
通常＋200円を無料サービス！！

626 郡山市 居酒屋 花月 郡山市駅前2-8-20 024-932-9060 乾杯ドリンクサービス！

627 郡山市 くまだ治療室 郡山市小原田4-14-31 024-944-3211 ドリンクサービス

628 郡山市 焼肉・冷麺 金剛苑 郡山市池ノ台15-27 024-932-4563 自家製キムチ一皿サービス！

629 郡山市
ボワールリフティング専門店 SPA
Blue Moon

郡山市田村町金屋字マセ口(ませくち)42-1
Akuamana株式会社2階

024-954-4122
新規のお客様
初回お試しコース通常5,000円→4,500円

630 郡山市
ビューティーサロン
『kupu kupu』(クプクプ)

郡山市田村町金屋字マセ口(ませくち)42-1
Akuamana株式会社2階

024-954-4122 新規のお客様10％OFF！

631 郡山市 Akuamana株式会社
郡山市田村町金屋字マセ口(ませくち)42-1
Akuamana株式会社2階

024-954-4122 お買い上げ金額より8％OFF！
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632 郡山市 おとどけぽけっと 郡山市熱海町熱海1丁目234番地 024-984-2849
テイクアウト限定！
サービスでお茶をお付けいたします！！

633 郡山市 整体工房リバティ本店 郡山市田村町金屋字上川原279-1 024-943-8053 全コース500円引き！

634 郡山市 整体工房リバティ並木店 郡山市並木4-3 024-925-1551 全コース500円引き！

635 郡山市 整体工房リバティ八山田店 郡山市八山田7-98 024-983-8092 全コース500円引き！

636 郡山市 整体工房リバティ中町店
郡山市中町12-2
プリシードホテル1F

024-953-6237 全コース500円引き！

637 郡山市 癒し処 YELL
郡山市島2丁目38-16
新さくらビル103

024-983-3715 45分リフレクソロジーコース300円引き！

638 郡山市 アロマセラピールーム貴美 郡山市菜根3-38-4 090-3649-5190 フェイシャルスポンジプレゼント！

639 郡山市 More Crystal 郡山市富田町諏訪前7-1 080-1803-1616

★新規のお客様限定★
①ネイルメニュー10%OFF！！
②巻き爪補正 1ヶ所 5,400円～ 10%OFF！！
巻き爪無料カウンセリング！
③シミケアし放題 10%OFF！！

640 郡山市 WEDDING DRESS KUROE 郡山市富久山町八山田追越4-1 024-931-2546
ウェディングドレスご成約者様
アクセサリー一式無料レンタル

641 郡山市 逸品そば処 福あん 郡山市富田町字鶴蒔田1-112 024-951-7494 天婦羅饅頭・コーヒーサービス！

642 郡山市 リラクゼーションサロン　サンセリテ
郡山市富久山町久保田字南田40-1
大喜多ビル105

024-973-8045 お会計から200円引き

643 郡山市 猫もみ犬もみ 郡山市大槻町字小山田西22-11 080-4518-2299
マッサージを施術した猫、犬全て
リンパマッサージ100円引き
温罨とツボ、リンパマッサージは200円引き

644 郡山市 MOM 郡山市富久山町久保田字水神山13-6 024-925-5421
★初回限定★
スタイリング剤プレゼント！！

645 郡山市 hair meets dress pleroma(プレローマ) 郡山市不動前1-64 024-983-5911

★ご新規・または1年以上ご利用のない方★
カット・カラー8,500円！
カット・パーマ10,000円！！
カット・縮毛矯正13,500円！！！

646 郡山市 ナチュレ ルビュー 郡山市御前南1-82 024-954-5887
★ご飲食・お買い上げより★
10％OFF！！

647 郡山市 竹打麺工房 たかまる 郡山市並木1-7-2 024-924-5604
麺類ご注文のお客様
大盛りサービス！

648 郡山市 セカンドエンジェル
郡山市開成3丁目9-21
1F

024-953-3248

★ご新規のお客様限定★
・セルフ脱毛10分
・セルフフェイシャル10分
・高濃度酸素バー30分
※お1人様1回限り540円
★全てのお客様★
・全コース100円引き！

649 郡山市 和牛旬菜 あ吽 郡山市大町1-2-9 024-954-7880 デザートサービス！

650 郡山市 ギャラリーカフェ杢 郡山市熱海町熱海5-171 024-984-2648 ご飲食代から50円引き！

651 郡山市
カラフルネイルサロン ザ・モール郡山
店

郡山市長者1-1-56
ザ・モール郡山　2F

024-935-7001
ネイル施術された方に、ハンドマッサージサービス
をさせていただきます。

652 郡山市 十割手打ち蕎麦処 富田茶屋 郡山市町東1丁目183 024-973-8765 蕎麦のアイスクリームサービス！

653 郡山市 日本空手道神居塾 桑野空手教室
郡山市桑野三丁目18-20
西郡山ビル2階

090-7330-9237 入会月の会費半額にいたします

654 郡山市 菊屋茶舗 郡山市大町1-2-21 024-922-0514
抹茶ソフトクリーム・抹茶かき氷お買い上げのお客
様
お好きなトッピング1つ無料！！

655 郡山市 野田屋(野田呉服店) 郡山市駅前1-4-9 024-922-2810 お買い上げ金額より8％引きサービス！

656 郡山市 和風ダイニング 海鱗
郡山市若葉町4-6
海鱗ビル1F

024-922-6575
ウェルカムドリンク1杯サービス！
(ソフトドリンクまたは生ビールのみ)

657 郡山市 Victoria Rose
郡山市桑野2-20-17
ジネックスビル303

024-934-0309 初回レッスンのみ★20%OFF！

658 郡山市 お食事とお酒の店 くわのん家 郡山市桑野三丁目18-11 024-973-6456 ソフトドリンク1杯サービス！

659 郡山市 HAIR SHOP MALE 郡山市菜根4-25-16 024-921-4744 ★縮毛矯正12,000円～

660 郡山市 Hair Space Objet 郡山市安積3-321-1 024-947-3855 新規のお客様　技術メニュー20%OFF

661 郡山市 プライベートサロン decora 郡山市細沼町3-16 070-5099-4235 初回料金20％OFF！
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662 郡山市 リフレッシュサロン ナチュレ 郡山市亀田2-1-27 024-933-9559
・60分 200円OFF→3,700円
・90分 300円OFF→5,550円

663 郡山市 hair and makeup mopa 郡山市島1-1-1 024-925-4957 ご新規のお客様20％OFF！

664 郡山市 Salon de EMBELLIR(アンベリール) 郡山市堤下町10-3 024-924-1450
ご新規のお客様限定！
・カラー＆カット7,560円～(ロング料金有)
・カット＆シャンプー3,240円

665 郡山市
 EMBELLIR WEST(アンベリールウェス
ト)

郡山市西ノ内2-10-16 024-925-1432
ご新規のお客様限定！
・カラー＆カット7,560円～(ロング料金有)
・カット＆シャンプー3,240円

666 郡山市 やきとり・居酒屋 戦国信長 桑野店 郡山市桑野3-14-4 024-932-6587 料理1品サービス！

667 郡山市 ワイン&リカー つたや
郡山市中町11-4
つたやビル1階

024-922-0515
2,000円以上お買い上げのお客様に通常1ポイント
のところ、2ポイントさしあげます！

668 郡山市 エステティックサロン CREO 郡山市桑野3-11-3 0120-499-080
初めてのお客様限定(お1様1回限り)
脱毛を除く全コース50％OFF！

669 郡山市
リラクゼーションスペース ベル・エポッ
ク

郡山市西ノ内2-11-40
イトーヨーカドー郡山店4F

024-933-6225
10分延長通常価格1,080円かかるところを、無料で
サービスしちゃいます♪

670 郡山市 エステサロンNO1107
郡山市堂前町21-6
星ビル1F

024-954-3717
お会計時20％OFF！
更に次回使える金券プレゼント！

671 郡山市 ローズマリー
郡山市並木1丁目2-15
3℃ビル 204号

024-931-8558 500円以上お買い上げの方にキャンドルサービス！

672 郡山市 美容室 RIHGA 荒井店 郡山市安積町荒井三入分13-1 024-945-3131
「カラー/パーマ」ご利用の場合、お会計より1,000円
OFFいたします!
※お試し価格につき、初回のお客様に限ります

673 郡山市 AKIRA
郡山市図景1-5-11
1F

024-924-1530 ポイントカード2倍サービス！

674 郡山市 ヘアーサロン Vision
郡山市大槻町西ノ宮西16-7
クレセント西ノ宮　1F

024-952-5739 プチスカルプケア(700円相当)サービス！

675 郡山市 TRAIL ROCK 郡山市富久山町福原字上台26-1 024-934-9710 各種レンタル料無料！

676 郡山市 ボウルアピア 郡山店 郡山市富久山町八山田字土布池11-7 024-922-7272 ボウリング1ゲームにつき50円割引！

677 郡山市 自然食品とみや 郡山市開成2-4-15 024-939-7555 ポイント2倍にいたします！

678 郡山市 ハリース鍼灸整骨院
郡山市駅前1-5-8
松風堂ビル2F 北側

024-955-6468 シール鍼2個サービス！

679 郡山市 Piacere 郡山市鶴見坦3-14-25 024-934-2774
★ご新規のお客様限定★
炭酸シャンプー　通常メニューに＋500円→無料
サービス！

680 郡山市 Li'Li'i Laure'a
郡山市久留米4丁目221-19
ホワイエⅡ

024-954-9998 お会計金額からお一人様あたり500円割引！

681 郡山市 ASIAN.BAMBoon
郡山市駅前1-9-15
こくぶんビル2F

024-927-9668 ご飲食のお客様にトム・ヤム・クン(M)プレゼント！

682 郡山市 フラワーハウス おおはし 郡山市島2-38-19 024-939-0084 粗品プレゼント・季節のお花のプレゼントあります！

683 郡山市 萩姫の湯 栄楽館 郡山市熱海町熱海4-47 024-984-2135 立ち寄り入浴ご利用の方へタオルプレゼント！

684 郡山市 ARTY-FARTY
郡山市名郷田2-1
サイバーパーク富田101

024-954-5107 毛髪診断通常600円→500円！

685 郡山市 ポコ・ア・ポコ 郡山市八山田2-92 080-5224-3728 初回に限り10％OFF！

686 郡山市 スピリチュアルストーン メアcート 郡山市大槻町字原田北7-1 080-5228-2828
新規のお客様限定★クリスタルヒーリング
10%OFF！

687 郡山市
リラクゼーションスペース“サロン&カ
レッジ” Fit (フィット)

郡山市桑野2丁目22-1
パークサイドクリヤマ1F

024-983-1638 500円割引いたします！

688 郡山市 佐々木接骨院併設 mimiダイエット 郡山市並木2-13-14 024-932-7131
骨盤矯正治療の初検料、通常1,690円をサービス！
※初検料とは来院が一ヶ月以上空くと発生いたしま
す

689 郡山市 頓珍館 安積店 郡山市安積町長久保1丁目6-8 024-945-9899
ソフトドリンク1杯orくん玉1個もしくはチャーシュー2
枚サービス！

690 郡山市 むうん(Muun) 郡山市桑野2丁目19-18飯村ビル102 024-935-6351 2,000円以上お買い上げの方にプレゼントあり！

691 郡山市 整体院　ハルヨシ 郡山市開成2-6-8 024-934-8666 全身ボディケア60分 通常4,000円→3,500円！

692 郡山市 アンジェリークネイル
郡山市富田町字下双又16-25
テナント最奥側

024-953-6115
◆新規のお客様◆
メニューから20%OFF！
※ブライダルメニュー、商品は除く

693 郡山市
俺らの厨房 けんの家 郡山駅前陣屋
店

郡山市駅前1-9-5
NATURE 倶楽部ビル B1F

024-935-3777
ワンドリンク+串揚げ3本通常920円→500円！(税
込)
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694 郡山市 so・wa・ka 郡山フェスタ店
郡山市日和田町字小原1
フェスタ1F

024-958-1888 メガネ一式8%OFF！

695 郡山市 暮しの器 むぎわら
郡山市桑野三丁目11番7号
オフィスプラザ1階

024-934-5804 ご来店で素敵な器でのお茶とお菓子のサービス！

696 郡山市 リサイクルブティック e-STYLE 安積店 郡山市安積町荒井字巳六段2-1 024-954-7111
お買取り：10％UP！
お買上げ：10％OFF！

697 郡山市 癒しの空間 らくや
郡山市虎丸町14-9
昭和建設ビル1F

024-927-0080
ボディケア・リフレクソロジー・オイルリンパマッサー
ジ(60分以上)ご利用で500円OFF！

698 郡山市 とり・てつ焼き 甚六
郡山市駅前2-3-2
駅前グリーンビル1F

024-938-3636 オススメ料理1グループに1品サービス！

699 郡山市 伊藤洋子の店 郡山市開成5-9-5 024-923-8200
★選べる縮毛矯正(3種類から)カット込で10,500円
～
★潤い&手触り感UP!デジカール10,500円～

700 郡山市 BRUTAL KITCHEN おぐろ
郡山市桑野2-25-16
ウェストハイツ102

080-1840-0002 ソフトドリンク(おまかせ)1杯サービス！

701 郡山市 Luana
郡山市島1丁目6-24
1F

024-953-7169

<新規の方のみ>
◆まつげエクステ 付け放題 6,000円(通常7,000円)
◆まつげエクステ 100本 5,000円(通常6,000円)
◆まつげエクステ 60～80本 1,000円OFF!
　(通常 60本 4,200円、70本 4,600円、80本 5,000円)
◆まつげエクステ 上下つけ放題 8,000円

702 郡山市 和カフェ かまわぬ 郡山市八山田2-29 024-933-8538 ドリンク1杯orプチスイーツのどちらかをサービス！

703 郡山市 きもの やまと 郡山店
郡山市燧田195
エスパル郡山店1階

024-990-2387
実用和装小物(肌着、腰ひも、足袋など)全品5％
OFF！

704 郡山市 日本一食堂 郡山市麓山1丁目12-4 024-932-5441 ラーメン550円を50円引きの500円に！

705 郡山市
ほぐしま専科 オリエントパーク日和田
店

郡山市日和田町字西中島12－1
オリエントパーク日和田内

024-958-1123 全コース300円引き！

706 郡山市 ほぐしま専科 アミューズパーク郡山店
郡山市安積町日出山2丁目80
アミューズパーク郡山1Ｆ

024-942-0117 全コース300円引き！

707 郡山市 和楽カフェ 郡山市新屋敷二丁目112番2 090-4882-6787 プチケーキサービス！

708 郡山市 イートンクロップ郡山店
郡山市桑野3-14-18
クローネ郡山ifビル2F

024-932-7700
ご新規・半年以上ご利用の無い方限定
4,000円以上のメニューで20％OFF！

709 郡山市 Eton Crop Garden 郡山市安積町荒井字南大部53 024-946-3372
ご新規・半年以上ご利用の無い方限定
4,000円以上のメニューで20％OFF！

710 郡山市 イートンクロップ大槻店 郡山市大槻町字御前61 024-952-2201
ご新規・半年以上ご利用の無い方限定
4,000円以上のメニューで20％OFF！

711 郡山市 Salon de KiRa
郡山市咲田1丁目6-29
ウチダビル1F

024-953-5160 ご新規のお客様 10% OFF！

712 郡山市 酒菜 刀削麺
郡山市駅前2-6-1
GYビル1F

024-934-5801 ご飲食のお客様に手作り杏仁豆腐サービス！

713 郡山市 海鮮うまいもの家 つぼ八 安積町店 郡山市安積町荒井字南大部38-1 024-947-2811
お会計より10%OFF！(ご宴会は除く)
ご宴会のお客様は10名様以上で1名様無料！

714 郡山市 hair station フルール 郡山市富田町天神林15-19 024-961-2323

★【新規or2回目or1年以上ご利用のない方】限定価
格クーポン★
①[カット]一般:2,000円／小中高生:1,000円
②[ヘナ]5,000円
③[きらめきトリートメントカラー]通常8,640円→6,000
円！
上記のいずれか一つお選びください！

715 郡山市 居酒屋 串吉(くしよし) 郡山市桑野1-21-9 024-924-0208
ご飲食のお客様に小グラスの乾杯ドリンク1杯サー
ビス！

716 郡山市 ネイルスタジオ Reina Rose
郡山市桑野3-14-18
クローネif 1F

024-921-1062
初回の方限定
◆NUDYハンド 3,780円→2,500円
◆NUDYフット 6,800円→5,900円

717 郡山市 MARO HAIR ART STUDIO 清水台店 郡山市清水台1-8-7 024-934-1012

新規でご来店のお客様
◆シャンプー・カット 4,060円
◆カラー・カット 8,200円※髪が傷んでいる方で前処
理が必要な場合は、追加料金+440円かかります
◆パーマ・カット 8,200円※髪が傷んでいる方で前
処理が必要な場合は、追加料金+440円かかります

718 郡山市 MARO HAIR ART STUDIO 桑野店 郡山市桑野3-18-20 024-925-4406

新規でご来店のお客様
◆シャンプー・カット 4,060円
◆カラー・カット 8,200円※髪が傷んでいる方で前処
理が必要な場合は、追加料金+440円かかります
◆パーマ・カット 8,200円※髪が傷んでいる方で前
処理が必要な場合は、追加料金+440円かかります

719 郡山市 郡山ユラックス熱海 郡山市熱海町熱海二丁目148番地の2 024-984-2800
10％割引！
※セット券を除く

720 郡山市 和風ダイニング 若月 郡山市中町11-1 024-925-7300 お会計総額より15％OFF！

721 郡山市 Blek(ブリック) 郡山市開成2-8-7-101 024-954-4623 ご新規のお客様、技術メニューに限り20％OFF！
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722 郡山市 アール美容室 郡山市八山田4-43 024-939-6025
初回のお客様限定！
カット3,500円→3,200円！

723 郡山市 まじめな買取専門店 Tamaki 郡山市図景1-2-3 024-973-7828

★貴金属＆ブランド品の買取金額アップ★
◆買取総額1万円以上で1,000円アップ！
◆買取総額5,000円～10,000円未満で500円アッ
プ！

724 郡山市 SAAD アティ郡山店
郡山市駅前1-16-7
アティ郡山4F

024-933-5759 お会計より8％OFF！

725 郡山市 SAAD イオンタウン郡山店
郡山市松木町2-88
イオンタウン郡山1Fおしゃれ館内

024-983-0121 お会計より8％OFF！

726 郡山市 SIKIBU AURUM 郡山市安積2-340-1 024-937-2101
初めてご来店のお客様
★極上のツヤ体験 イルミナカラー★
通常11,300円→9,040円に！！

727 郡山市 Artip
郡山市日和田町字千峯担108
サンロード弐番館103

080-8211-6052
フレンチ ラメラインつき 5,980円！(他店ジェルオフ
込み)

728 郡山市 手打ち生そば・うどん 丸嘉 郡山市熱海町熱海4丁目82 024-984-2183 そば・うどん各種50円引き！

729 郡山市 Dream
郡山市桑野3-13-3
かつみマンション205

090-6685-5167
★新規のお客様限定★
全メニュー10％OFF！！

730 郡山市 メリーさんの羊 郡山市菜根4-21-11 024-932-9662
★初めてレッスンに参加される方★
レッスン1回無料！！

731 郡山市 そば・食事処 蕎膳 郡山市喜久田町松ヶ作17-54 024-926-0686 麺のメニュー全品大盛り無料！

732 郡山市 moja 郡山市桑野3-14-16 024-983-9238 セール品を除く全品10％OFF！

733 郡山市 コリトッテ開成 郡山市開成五丁目3-2 070-6618-6188

平日10:00～14:00ご予約のお客様限定！
A・全身アロマオイルトリートメント100分：10,500を10
分延長サービス！(トータル110分)
B・もみほぐし40分+アロマオイルトリートメント80分：
10,800円を10分延長サービス！(トータル90分)

734 郡山市 Candidly One
郡山市大町1丁目2番23号
KIK'B 1階 E14

024-954-4129 10％OFF！

735 郡山市 お米のきくた屋 郡山市富久山町久保田字田池13-1 024-934-8448

ご来店のお客様限定！
◆休日割りを適用(5kg100円引き／10kg200円引き)
※休日に提示を受けても値引き額は同様となりま
す

736 郡山市 インター食堂 安子ケ島店 郡山市熱海町安子ケ島字出シ28 024-984-2803
平日限定
ウーロン茶1杯(250円)サービス！

737 郡山市 Di-KA HAIR 郡山市虎丸町16-1 024-927-6682 ご新規のお客様20％OFF！

738 郡山市 べネシュ郡山
郡山市朝日1丁目14-3
アライビル1階

024-936-1192 足の相談カウンセリング無料サービス！

739 郡山市 康☆整体院 郡山市富久山町久保田字我妻72-10 090-2026-8513 ポイントカード★スタンプ1個プレゼント

740 郡山市 名古屋台湾ラーメン　味世 郡山市安積3-301 024-937-0077 ポイントカード★ポイント2倍サービス

741 郡山市 旬菜豊酒 丸に梅鉢 郡山市駅前1丁目14-21 090-1933-2412
★平日限定・タイムサービス★
17:30～19:00にご来店のお客様
店主からオススメの1品プレゼント！！

742 郡山市 あたみ食堂 郡山市熱海町熱海2丁目74 024-984-3635
お会計時1名様につき50円引き！
※麺類500円の日は除く

743 郡山市 ひと眠み（ひとやすみ） 郡山市日和田町千峯担98-1 024-968-0843

ひと眠みコース 30分(ボディorフット)100円OFF！！
すべての60分コース 200円OFF！！
すべての90分コース 300円OFF！！
すべての120分コース 400円OFF！！

744 郡山市 郡山 大勝軒 郡山市富田町乙路後18-1 024-935-4262 味玉サービス！

745 郡山市 牛屋 HikoBer 郡山店
郡山市菜根屋敷416-1
柳ビル101

024-973-7997
フランクフルト2本入り1パック(お持ち帰り用)をプレ
ゼント！

746 郡山市 株式会社タカマツ 虎丸店
郡山市虎丸町20-8
1F

024-932-3030 10,000円(税別)以上お買上げで10％OFF！

747 郡山市 みたか食堂 郡山市本町1-18-8 024-922-0746 麺類全品50円引き！

748 郡山市 ダイニング&バーえん
郡山市駅前2-6-16
横山プラザ2F

024-926-5962 フリージングハイボール1杯サービス！

749 郡山市 十字屋
郡山市清水台1-6-19
八幡第一ビル

024-932-2624 音楽レッスン入会時、入会金半額サービス！

750 郡山市
ちはらカイロオフィス・こおりやま整体
院

郡山市豊田町4-12
新和第一ビル 1F

024-935-5441
初めての方初検料2,200円サービス
5,500円にてお受付けできます

751 郡山市 旬菜和食 みのる 郡山市亀田2-26-14 024-933-1919 3,000円以上のお会計で5％OFF！

752 郡山市 トレジャーファクトリー 郡山安積店 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-1 024-947-7410
買取金額10％UP！(貴金属以外)
※お持込み買取のお客様限定
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753 郡山市
トレジャーファクトリー 郡山うねめ通り
店

郡山市若葉町5-22 0120-677-075
買取金額10％UP！(貴金属以外)
※お持込み買取のお客様限定

754 郡山市 居酒屋 甚兵衞
郡山市桑野3丁目11-16
岡部ビル1F102

090-7275-0632 お通しサービス！

755 郡山市 ほるもん道場 亀田本店 郡山市亀田2-26-9 024-938-7345
[飲み放題]
通常1時間880円→440円！

756 郡山市
酵素浴療法 健美センター「田舎」 コナ
ン健康施術院

郡山市湖南町三代字中ノ入2633 024-982-2339 お客様1人に対して100円引き！

757 郡山市 総合食肉卸 株式会社 丸戸産業 郡山市菜根3-11-1 024-934-5551 消費税分8％サービス！

758 郡山市 中華食堂　秋 郡山市新屋敷2-131 024-954-5151 ソフトドリンクor杏仁豆腐どちらかサービス！

759 郡山市 cafe&diner ARCH
郡山市中町11-2
ロンデン中町ビル3F

024-954-4850 お会計から10%OFF!

760 郡山市 天-Tian-(ティアン)
郡山市富田町字山王林38-1
202号室

090-9329-0338
[初回のお客様限定]
80分トータルケア5,000円→4,000円！

761 郡山市 お食事とお酒のお店 漁苑 郡山市富田町権現林5-2 024-983-1901 おつまみ一品プレゼント！！

762 郡山市 Rose Prie 郡山市片平町字町東3 090-9744-1450

★プリザーブドフラワー体験レッスンの方★
クリアBOXをプレゼント！！
※プリザーブドフラワーをBOXに入れておくと、より
長持ちします。

763 郡山市 FUKUSHIMA BASE CAFÉ 郡山市安積町荒井字丈部内8-13 024-983-9625
★ランチご注文のお客様★
おかわりドリンク1杯サービス！！

764 郡山市 スポーツメイト・ウィン郡山 郡山市富田町下小次郎木33-2 024-962-4333

1.フィットネス会員
１コイン、500円で体験していただけます！
2.コスタ（子ども運動施設）を無料でご利用いただけ
ます！
3.【キッズスイミング・ジュニアヒップホップ・体育塾】
のいずれか1回、無料！！

765 郡山市 Patela工房
郡山市喜久田町字菖蒲池1-1
福島パルス株式会社内

024-959-2316
人気商品　子供用ハンカチ　250円　⇒　200円
※複数枚お買いあげの場合は1枚目のみ

766 郡山市 art hair MaR
郡山市喜久田町字菖蒲池1-1
福島パルス株式会社に隣接

024-983-1505

[新規のお客様限定]
※下記のいずれかお選びください！
①似合わせカット+薬剤に自信あり！濃密♥トリート
メント(ホームケア付★)7,700円　20%OFF⇒　6,160
円
②やわらか♪縮毛矯正+似合わせカット12,200円
20%OFF⇒　9,760円
③うるつやイルミナカラー+似合わせカット+薬剤に
自信あり！濃密♥トリートメント(ホームケア付

767 郡山市 nail salon torte 郡山市安積町笹川字北向53-40 080-9013-1531
★初回限定★
500円OFF！！

768 郡山市 村さ来　桑野店 郡山市桑野3丁目11-13 024-927-6777
10名様以上の宴会ご利用で、お１人様分（お料理
代）を金券でバックします！

769 郡山市 リラクゼーション・整体 ゆとりBODY
郡山市大槻町字仁池向10-1
七海ビル105号 024-946-3941

★初回限定★
①30分コース 2,500円→2,000円にサービス☆
②50分コース 4,000円→3,000円にサービス☆
③60分コース 5,000円→4,000円にサービス☆
④70分コース 6,000円→4,500円にサービス☆

770 郡山市 CAPTAIN MOTHER SHIP!
郡山市虎丸町9-18
さくら通りauショップ向かい

024-931-7426 当店のポイントカードのポイント1コサービス！

771 郡山市 きくちや本舗 郡山市湖南町福良字家老9413-1 024-983-2406
かりんとう通常1袋350円のところ3袋1,000円でお買
い求めいただけます！

772 郡山市 ホワイトブーケ 郡山市片平町字下館20-16 090-6027-7065
★施術を受けられた方限定★
手作りアロマ石けんorアロマオイルorルームスプ
レーの中からお好きなもの1つプレゼント！

773 郡山市
スピリチュアルオーラ鑑定 けんじの部
屋

郡山市谷地本町23 024-983-5441
[当店のポイントカード]
ポイント2倍！

774 郡山市 視力回復センターアイキャン 郡山店 郡山市桑野5丁目2-4 024-983-8257
[その場で分かる視力回復テスト]
5,400円⇒無料！！

775 郡山市 事務用品スーパーマルサン 郡山市虎丸町14-4 024-923-0303
[500円以上お買上げのお客様]
ポイントカード1ポイントサービス！

776 郡山市 ラ・シフォン
郡山市開成5丁目18-23
石井ビル203

070-5018-3270 シフォンケーキ 500円引き！

777 郡山市
鉄道模型と雑貨の店 ノスタルジー空
間 あ・そ・ぼ

郡山市富久山町福原陣場52-1 090-8787-4660 ポイントカードのスタンプを1個おまけします！

778 郡山市 高島書房 郡山市安積町荒井字萬海74-4 024-946-0666 ポストカードなど粗品進呈！

779 郡山市 旨いもの酒場 ふく陣 郡山市朝日1丁目20-30 ロンパイスビル1F 024-934-3559
最初のドリンク1杯サービス！
グランドメニューからお選びください

780 郡山市 旬菜肴房 善舞 郡山市安積町笹川西長久保154 024-926-0625 店主のキモチ…何が出てくるかはお楽しみ！

25



■協力店一覧

No 市町村 店舗名 住所 電話 特典

781 郡山市 本家 清綱刃物店 郡山市開成5-18-18 024-922-9571
お買い上げ金額から1割引！
※刃物の研ぎ料は除きます

782 郡山市 市場直送 鮮ごく 郡山市駅前1-8-4 増花ビル2F 024-934-5585
ドリンク1杯サービス！
※指定メニューからお選びください

783 郡山市 和牛ホルモン 文吾商店 郡山市開成6丁目47-1 024-973-7075 パフェ1個サービス！

784 郡山市 完全個室居酒屋 ともり 郡山店 郡山市駅前2-3-8 エリート39ビル5F 024-927-1772

①【平日限定】飲み放題1時間延長→無料！
※2名様より使用可
※平日他のご予約がある場合、お受けできない場
合がございます

785 郡山市 Good GOLF 郡山市安積町荒井字丈部内8-4 024-937-3670 全品5％OFF！

786 郡山市 ポンヌフ 郡山市横塚2-1-6 024-973-7863
[お買上げのお客様]
お会計時に粗品プレゼント！

787 郡山市 こだわりの肴と酒 かっこ 郡山駅前店
郡山市駅前2-2-2
朝日生命郡山センタービル B1F

024-991-0223

1.お会計より5％OFF！(上限3,000円まで)
2.刺身5点盛りが、なんと無料！！
3.10名様以上で宴会ご予約の方、1名分様無
料！！

788 郡山市 創作料理 直雅 郡山市堂前町12-1 024-932-0486 1ドリンクサービス！

789 郡山市 Blue Moon
郡山市大槻町
※自宅サロンのため、詳しい住所はお問い合
わせいただいた際にお伝えいたします。

090-2027-2687

[ご新規のお客様限定]
①【アンシェントメモリーオイル・ブレンドセッション】
通常2,500円⇒2,000円！
さらにアンシェントメモリーオイルが入った7mlのス

790 郡山市 ほぐしのモミの木
郡山市富田町下小次郎木41-1
SIKIBU LUIRE内

024-953-7478
[ご新規のお客様限定]
20％OFF！
※オプションメニューは対象外となります

791 郡山市 イタリアン バール IKKON 郡山市駅前2丁目6-15 024-923-6000
[1グループ2～6名様まで]
グラスワイン or スパークリングワイン 1杯サービ
ス！

792 郡山市 Doggy Salon & Goods Jelly
郡山市名郷田2-1
サイバーパーク富田1階

024-983-6690
[初回限定]
500円OFF！

793 郡山市 うさぎカフェ chocolate otter 郡山市土瓜1丁目219 024-953-7977 利用料金　1名につき100円引き！

794 郡山市 カメ薬品 百合ケ丘店 郡山市喜久田町入ノ内1-109 024-961-1293

お会計から5%OFF！！
※商品によっては適応できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。詳細は店員へお尋ねく
ださい。

795 郡山市 カメ薬品 開成店 郡山市開成2丁目8-6 024-932-4156

お会計から5%OFF！！
※商品によっては適応できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。詳細は店員へお尋ねく
ださい。

796 いわき市 cafe菓恋 いわき市常磐上矢田町字磐の作36 0246-46-1616 カード提示で、ランチバイキングを60分⇒80分に！

797 いわき市 久に定 いわき市小名浜諏訪町1-1 0246-92-1065 お食事の方にデザート1品サービス！

798 いわき市 cafe de buddy. いわき市遠野町入遠野字天王1 0246-89-2292 ２品以上ご注文の方に限り、お会計の際10%引き！

799 いわき市 Ki crepe いわき市小名浜岡小名字沖16-6 0246-88-8488

・各クレープ＋ドリンク（ラテ除く）→セット価格500円
でご提供！
・各クレープ＋ラテ→セット価格700円でご提供！

800 いわき市 cafe La Palette
いわき市福島県いわき市平塩字古川22
タイヘイキャリアスクール １F

0246-23-3411
お会計時、ポイントカード（500円につき1ポイント）に
さらにもう1ポイントサービス！

801 いわき市 gallery & cafe blaurot いわき市泉玉露5-17-20 0246-51-6669 特製ポストカードプレゼント！

802 いわき市 NIHIRU@RT
いわき市小名浜大原字西細野40-1
丸富テナント103

0246-88-8871 お会計から5％OFF！

803 いわき市 はなcafe a noeud いわき市平南白土1丁目16-12 0246-23-1620
カード提示いただいた方にソフトドリンク一杯サービ
ス！

804 いわき市 Caferia いわき市平新川町54-2 0246-25-8230 1000円以上お食事の方、お会計から50円引き

805 いわき市 heureux いわき市中岡町4丁目8-9 0246-84-8266 カード提示でお会計から10%OFF！

806 いわき市 ネイルサロン　爪美人
いわき市平字倉前117-1
倉前クリーンビルⅡ203

0246-24-0041
ラインストーン20粒サービス　or　巻き爪矯正2000
円OFF！（7000円→5000円）

807 いわき市 お菓子工房Lupos 本店
いわき市内郷御台境町六反田53-25
faaビル1F

0246-26-0500 1000円以上ご購入で5％OFF！

808 いわき市 お菓子工房ルポ ラトブ店 いわき市平字田町120 Latov1F 0246-21-8223 1000円以上ご購入で5％OFF！

809 いわき市 コンディショニングルーム AesficA
いわき市平四町目18
いわき総和ビル1F

0246-23-5099 酸素カプセル30分2,160円⇒1,620円に！

810 いわき市 ハワイアン・ロミロミサロン ティアレ いわき市平字月見町51-5　301 070-6498-4585 ハワイアンロミロミ各コースを＋10分延長！

811 いわき市 韓家　よっこらしょっ小名浜店 いわき市小名浜住吉字冠木13-1 0246-58-3136 カード提示でお会計から100円引き！

812 いわき市 (有)菓匠庵
いわき市平字田町1
いわき駅ビル3F

0246-25-4524
1,000円以上お買い上げのお客様
「まねきねこチョコ」1袋プレゼント
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813 いわき市 菓子工房 KAMATA いわき市平字小太郎町3-1 0246-22-0141 お好きな焼き菓子を1つプレゼント！

814 いわき市 菓子工房KAMATA 泉店 いわき市泉玉露6-8−26 0246-56-9141 お好きな焼き菓子を1つプレゼント！

815 いわき市 かんらくヤ　いわき店 いわき市平字田町1-16-1 0246-38-9255
焼き菓子を１つプレゼント！（種類はお店の方で指
定させていただきます。）

816 いわき市 かんらくヤ　小名浜店
いわき市小名浜寺廻町16-1
盛喜ビル1F

0246-38-3688
焼き菓子を１つプレゼント！（種類はお店の方で指
定させていただきます。）

817 いわき市
Restaurant & Wine Bar
ITALIAN COURT(イタリアンコート)

いわき市平3丁目20-1
ホテルパシフィコ2F

0246-21-4566
ディナータイム限定
ワンドリンクサービス

818 いわき市 おさしみの宿 伊勢屋旅館 いわき市常磐湯本町吹谷80番地 0246-42-3135 お帰りの際、缶コーヒーまたは、お茶をサービス

819 いわき市
アジアンスタイルリラクゼーションサロ
ン laule'a mahina

いわき市植田町中央1丁目3-3 上野ビル3F 080-3338-1246
栄養素を補いながら皮脂や毛穴の汚れを吸着する
『アルガンモデリングパック』を1,080円⇒0円に!!

820 いわき市 焼きたてパン工房 グランターブル いわき市中央台鹿島3丁目39-5 0246-31-0700 1,000円以上ご購入で100円引き！

821 いわき市 pudding store(プディングストア) いわき市郷ヶ丘2-35-1 0246-29-2834
1,000円以上お買い上げのお客様にお好きなプリン
1ヶプレゼント!!

822 いわき市 cafeTERRA いわき市東田町2丁目8-6 0246-62-6550 カード提示でお会計から100円引き！

823 いわき市 平コノイエ いわき市谷川瀬字泉町24-B 0246-23-8006 ドリンク注文の方にお菓子をサービスします。

824 いわき市 銀の糸 いわき市平字倉前105−5 0246-21-5460
【お食事の方限定】ワンドリンク（コーヒーorウーロン
茶）サービス！

825 いわき市 LAVIERE SELECTSHOP
いわき市東田町2-17-4
ヤマギワビル1F-A

0246-84-6648 お会計から5％OFF

826 いわき市 手づくりパン工房 ヴァイツェン・ハイム いわき市平字倉前105-7 0246-24-7707 商品5個以上ご購入で、1個につき20円引き！

827 いわき市 Hair*face NICO いわき市錦町江栗2-37-1 0246-77-2858 新規でご来店のお客様、メニューから500円引き！

828 いわき市 Gather 小名浜店 いわき市小名浜岡小名作前11-1 0246-24-7707 靴下1セットプレゼント！

829 いわき市 Gather 平店 いわき市平字倉前105-4 0246-38-8864 靴下1セットプレゼント！

830 いわき市 養田珈琲 いわき市小名浜南君ヶ塚町10-30 0246-52-0811
テイクアウトコーヒーLサイズ：400円⇒350円でご提
供します。

831 いわき市 自家焙煎珈琲&紅茶 ウェルハース いわき市泉町1丁目21-12 0246-56-7500 カード提示でお会計から5％OFF！

832 いわき市 Lily of the Valley いわき市泉町1-1-2 0246-38-6044 当店ポイントカードに＋１ポイントプレゼント！

833 いわき市 ダイニングカフェ Run いわき市東田町塩田3-19 0246-62-2728 ★セットドリンク一杯サービス！！

834 いわき市 ヒーリングサロン Maryu(マーリュ) いわき市内郷内町磐堰90-11 090-8619-1063
気になるあの人との相性鑑定(15分無料)
※セッションご依頼の方に限ります

835 いわき市
いわき回転寿司屋 すし八 合同庁舎
前店

いわき市平童子町4-13 0246-24-9068 たまご焼き一皿サービス

836 いわき市 パスタと酒味の店 ワンモア いわき市鹿島町御代字柿境11-5 0246-58-8869 お食事された方コーヒーor紅茶1杯サービス！

837 いわき市 Nail＆BodyJewelry Ciel いわき市常磐湯本町八仙57-1 0246-68-8900 全メニュー10％ＯＦＦ！

838 いわき市 ハートヒーリングエステサロン RelieR
いわき市平南白土1丁目10-4
ホワイトソイル2 1F

0246-88-7997
通常エステメニュー5％OFF！
（一部メニューを除く）

839 いわき市 Hair garden ROOT いわき市泉滝尻字神力前45-2 0246-88-8739
初回のお客様限定
パーマ・カラー・縮毛矯正メニュー30％OFF！！

840 いわき市
タイ古式マッサージ専門店 OM
NAMO(オナモ)

いわき市常磐上矢田町小屋下17-2 0246-84-6370
・タイ古式マッサージ10分延長無料
・ヨガマットレンタル無料

841 いわき市 恵伊登（えいと） いわき市勿来町四沢江代田31 0246-65-4536 ソフトドリンク1杯サービス！

842 いわき市 旬鮮食房 柚香 いわき市平谷川瀬字明治町63-2 0246-21-9486
生小、ソフトドリンクいずれか1杯
ワンドリンクサービス！

843 いわき市
海鮮寿司おのざき いわき駅前ラトブ
店

いわき市平田町120　Latov 1F 0246-25-1617 店長おすすめの一皿サービス！

844 いわき市
道の駅よつくら港
「ジェラート航」

いわき市四倉町5-218-1 0246-32-8075 ソフトクリーム全品50円引き！
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845 いわき市
道の駅よつくら港
「海カフェ」

いわき市四倉町5-218-1 0246-32-8075 お食事のお客様にジュース1杯サービス！

846 いわき市 ペットホテル ポチの家 いわき市常磐下船尾町宮下136-1 0246-44-0584 ペットホテルご利用に限り、爪切りのサービス！

847 いわき市 和菓子の久つみ いわき市常磐湯本町天王崎84-6 0246-43-7643
1,000円以上お買い上げの方に温泉まんじゅう(95
円)を1個プレゼントいたします。

848 いわき市 ホテルフロンティアいわき いわき市平大工町10-6 0246-25-1117

①【宿泊のお客様】
チェックアウトを10:00から11:00に延長！
②【日帰り入浴のお客様】
スタンプ３倍！

849 いわき市
町家カフェ 太郎茶屋鎌倉 いわき好間
店

いわき市好間町北好間南町田55-1 0246-36-2364 ホットコーヒーまたはアイスコーヒー1杯サービス！

850 いわき市 萬福大将屋
いわき市平六町目6-2
イトーヨーカドー平店4F

0246-22-9908 ホットコーヒーまたはアイスコーヒー1杯サービス！

851 いわき市 焼肉居酒屋 粋家
いわき市平三町目36-4
銀座930ビル3F

0246-24-9200
ドリンク1杯サービス！または、お会計時に500円引
き！

852 いわき市 カフェハウス めーあ･べるく いわき市好間町北好間字権現堂122-1 0246-36-5757 お食事いただいた方、コーヒー1杯無料！

853 いわき市 はなぺちゃ専門店bymamashops いわき市平字五色町68 080-1855-5460
ご来店いただいたお客様がお買物で、総合計より
5％引きにさせていただきます。

854 いわき市 天婦羅・とんかつ 天宝 いわき市勿来町四沢清水29-1 0246-65-4567
★お食事をされたお客様★
ソフトドリンク1杯サービス♪

855 いわき市 食処 くさの根 いわき市四倉町字東2丁目167-1 0246-32-6460
自家製完熟ゆずドレッシングを1割引きで販売いた
します！

856 いわき市 丹造水産 いわき市折戸字岸浦30 0246-55-7428 お買上げ1,000円以上で10％OFF！

857 いわき市 Gallery&Shop Mola mola いわき市小名浜寺廻町5-5 0246-38-4573
ワイヤーアートの「カードスタンド」または「オーナメ
ント」いずれか1点プレゼント！

858 いわき市 イタリア料理とワインのお店 terrazza いわき市中央台高久1-13-3 0246-29-8810 ソフトドリンク1杯サービス！

859 いわき市 食楽なごみ家
いわき市平字田町120
ラトブ3F

0246-24-7530 餃子3コ無料

860 いわき市 開花屋 楽麺荘 いわき総本店 いわき市内郷御厩町下能87 0246-45-3151 餃子3コ無料

861 いわき市 One Note Café いわき市東田町2丁目16-11 2F 0246-63-4522
お食事をされたお客様に♪自家製ミニデザートプレ
ゼントいたします♪

862 いわき市 リラムーン いわき店 いわき市常磐西郷町岩崎1-1 0120-335-876 遠赤外線ドーム1回無料体験！

863 いわき市 飲茶趣々 いわき市鹿島町御代字大一田6-1 0246-84-8246 お食事された方に烏龍茶サービス！

864 いわき市
街のケーキ屋さん Cafe-konditorei
Kaika

いわき市鹿島町下蔵持字中沢目1-1 0246-68-8797
お店からおすすめの焼菓子おひとつプレゼント！
※焼菓子の種類はお店の方で選ばせていただきま
す

865 いわき市 春彩の香り
いわき市小名浜花畑町12-17
寿ビル

0246-51-1100 お店のポイントカード+1ポイント進呈！

866 いわき市 R-GUN studio いわき市小名浜南富岡字真石86-1 0246-88-9357
お会計から500円引き！
※ご予約時にふくしま健民カード有りとお申し付けく
ださい

867 いわき市 丸市屋 四町目店 いわき市平字四町目4 0246-22-0182 おつまみ小袋1ヶプレゼント！

868 いわき市 麺遊心
いわき市平字中町14-2
武藤ビル１階

0246-21-0774 お会計時50円引き！

869 いわき市 Pâtisserie Umeno いわき市泉町3-3-3 0246-84-6490 粗品サービス！

870 いわき市 貴千 いわき市永崎川畑25 0120-507-134
1,000円以上のご購入でボーノ棒1ヶをプレゼント！
(「イカ＆ペッパー」「バジルチキン」「スモークサーモ
ン」の3種類から選べます)

871 いわき市 大野観光いちご園 いわき市四倉町玉山字森内23 0246-33-3434 いちご狩りシーズン中お会計時100円引き！

872 いわき市 橋本酒店 いわき市常磐関船町迎35-2 0246-42-2248
カード持参の方で1,000円以上お買上げの方にコー
ヒー1杯サービス！

873 いわき市 虎屋 多幸兵衛 いわき市内郷御台境町六反田29-4 0246-26-8860
3,000円以上お買上げのお客様
虎屋のたこ焼き8個入り1箱プレゼント！

874 いわき市 トレジャーファクトリーいわき鹿島店 いわき市鹿島町久保字反町11-5 0246-76-0720
買取金額10％UP！(貴金属以外)
※お持込み買取のお客様限定

875 いわき市 トレジャーファクトリーいわき平店 いわき市平谷川瀬字堂ノ入43 0120-577-456
買取金額10％UP！(貴金属以外)
※お持込み買取のお客様限定

876 いわき市 アルファ健香館 いわき市郷ケ丘2-37-5 0246-38-9928
[ご新規の方]初見料から300円割引！
※カイロプラクティック限定
※別途施術料金がかかります
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877 いわき市 CLIMBINGPARK Drop-in いわき市常磐関船町宮下4-4 0246-68-8568 レンタルシューズサービス！

878 いわき市 春木屋旅館 いわき市常磐白鳥町勝丘118 0246-43-2724 [ご宿泊の方]ソフトドリンク1本サービス！

879 いわき市 クラフト夢現(ムゲン) いわき市好間町大利字戸田作41-1 0246-36-7911
シンプルなオリジナル木製写真スタンドをプレゼン
ト！

880 いわき市 かじまち ライトハウス
いわき市平倉前116-4
倉前クリーンビル1F

0246-23-8233
[お1人様1日1回限り]
全品50円引き

881 いわき市 かねまん本舗 本店 いわき市平下高久下原83 0120-17-3360 お買上げにつきかまぼこ1本プレゼント！

882 いわき市 たまご直売店 椿 いわき市平字城東1-3-1 0246-38-6221
[500円以上お買上げの方]
カードご提示で赤玉5個プレゼント！
※サイズは色々

883 いわき市 Fleur de Favoris
いわき市錦町江栗3丁目63-1
カットハウスひかりさん隣

0246-38-5127 切り花プレゼント！

884 いわき市 とうふ屋大楽 いわき市平菅波字九日田1-1 0246-57-1028 おから1袋サービス！

885 いわき市 喜楽苑 いわき市常磐白鳥町勝丘119 0246-43-2227 烏龍茶お1人1缶サービス！

886 いわき市 そば八 好間店 いわき市好間町下好間字一町坪20‐1 0246-36-8007 ゆで卵トッピングサービス！

887 いわき市 カレー＆COFFEE 咖喱工房 いわき市北白土宮前59-1 0246-21-9454
コーヒーまたは紅茶(HOTまたはICE)
1杯サービス！
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