
名称 電話 所在地 割引率等

■生花

グリーンロード 0564(26)5781 岡崎市大樹寺３丁目20-10 10%

花ばたけのざわ 0564(51)9753 岡崎市福岡町字西市仲20 10%

花一生花店 0564(21)8020 岡崎市伝馬通３丁目1 生花10%

花のかわさきや 0564(22)1129 岡崎市若宮町3丁目9 10%

■家具・インテリア

サイトウ家具 0564(45)3811 岡崎市東蔵前２丁目3-13 20%

■家電製品・防犯用品等

富士電化センター 0564(51)6183 岡崎市竜美北１丁目5-15 15%

東亜システム 0564(24)0285 岡崎市葵町2-4 5～20%

エフ特機 0564(21)0525 岡崎市井田町字寺前30-1 10～20%

電波堂 0564(22)2281 岡崎市篭田町3 10～20%

■菓子

ますだ家製菓(本店) 0564(22)3215 岡崎市久後崎町字本郷15-2 5%

ますだ家製菓(土井店) 0564(59)4417 岡崎市土井町字駒之舞1-1 5%

小野玉川堂 0564(22)0412 岡崎市伝馬通４丁目3 5%

喫茶アルピーノ(八帖本店) 0564(24)8574 岡崎市八帖北町10-20 5%

喫茶アルピーノ(東阿知和店) 0564(26)0434 岡崎市東阿知和町字宮前25 5%

喫茶アルピーノ(六ﾂ美店) 0564(58)6551 岡崎市土井町字荒井甲13-1 5%

五万石藤見屋(本店) 0564(21)0919 岡崎市本町通１丁目4 5%

五万石藤見屋(シビコ店) 0564(24)9382 岡崎市康生通西２丁目20-2(ｼﾋﾞｺB1F) 5%

千賀落花生店 0564(21)9547 岡崎市若宮町２丁目25 豆菓子10％

卵小屋 0564(65)7888 岡崎市井ノ口新町7-6 5％

モラ洋菓子店 0564(32)3520 岡崎市筒針町字池田25-3 5％

■カバン・ハンドバック

山田カバン店 0564(22)1226 岡崎市康生通東２丁目40 5～10％

■婦人服・靴・バック

LIFE PARK(クレオ店) 0564(23)5416 岡崎市康生通西３丁目15-2(ｸﾚｵ3F) 10%

LIFE PARK(レスパ店) 0564(58)1788 岡崎市若松町字横手8-1 10%

ブティク タンポポ 0564(24)5845 岡崎市材木町１丁目51 婦人服・靴・ﾊﾞｯｸﾞ5%、宝石･貴金属30％

くさ川 059(225)3852 三重県津市大門19-21 10%

■宝石・貴金属・アクセサリー・時計

宝金堂 0564(21)2015 岡崎市康生通東１丁目18 15％＆20％

宝石･メガネ･時計 ウツノ 0564(21)6602 岡崎市明大寺本町4丁目70(東岡崎駅2F) 10～20％

宝石のエレ(ELLE) 0564(24)7744 岡崎市井田町字１丁目222 3～20％(特価品を除く)

別所時計店 059(228)2817 三重県津市丸之内30-19 15%

■記念品・贈答品・おもちゃ・人形

やまもと 0564(22)6585 岡崎市鴨田南町1-7 5％＆10％

シイトヤ玩具店 0564(22)3122 岡崎市明大寺本町２丁目13 10%(ﾃﾚﾋﾞｹﾞｰﾑ5%)

粟生人形 0564(48)2155 岡崎市市場町東町1 5％

■ふとん

タツネ 0564(22)1212 岡崎市菅生町字菅生40-2 15%

■文房具

アオイ事務器(稲熊店) 0564(21)8800 岡崎市稲熊町字２丁目54-1 20%

アオイ事務器(伝馬店) 0564(22)0022 岡崎市伝馬通４丁目36 20%

竹内文具店 0564(21)0864 岡崎市伝馬通１丁目22 20%

■レンタルショップ

ダスキンレントオール岡崎ストア 0564(22)1777 岡崎市薮田１丁目3-8 10%

■メガネ

市川メガネ 0564(22)1485 岡崎市伝馬通２丁目30 10%

メガネの別所 059(226)0225 三重県津市東丸之内20-8 15%

■クリーニング

高山クリーニング 0564(21)0688 岡崎市十王町１丁目11 4%～14％

■ガソリン・軽油・灯油

サーラ石油 0564(51)2655 岡崎市戸崎元町5-4 現金会員扱い

　なお、各店により割引対象外品目等がありますので、詳細は電話又は店頭で確認してください。

　契約内容は、平成21年1月現在のもので、変更される場合があります。

岡崎市勤労者共済会 割引特約店のご案内

　共済会では、会員と家族の皆様が、施設の割引利用及び商品等の割引購入ができるよう、各店の

ご協力により特約店契約を締結しております。ご利用の際は、事前に会員証を提示してください。
カードを
ご提示ください。



名称 電話 所在地 割引率等

■石製品

岡崎石工団地協同組合 0564(31)3823 岡崎市上佐々木町字梅ノ木４８ 15%

岡崎石製品工場公園団地 0564(24)3369 岡崎市稲熊町字赤松５-１１ 所定割引

岡崎石製品工業協同組合 0564(22)0455 岡崎市花崗町5 15%

■仏壇・仏具

愛知屋佛壇本舗 0564(21)3341 岡崎市能見通１丁目81 20%

■漆器・茶道具・陶器・輸入品

竹田屋漆器店 0564(23)3819 岡崎市連尺通１丁目8 10%

茶道具こうむら 0564(23)5665 岡崎市伝馬通２丁目５ 10%

陶器のこうむら 0564(21)3841 岡崎市伝馬通２丁目32 10%

ロングラン 0564(22)8733 岡崎市伝馬通２丁目６ 10%

■店舗装飾・販売促進材料・お祭り用品

デコレーションセンター昭和 0564(21)0901 岡崎市上里１丁目2-22 10%

■建築・塗装

三装工業 0564(51)0204 岡崎市上地２丁目1-4 工事代金5%

■印鑑

一心堂印房 0564(24)2425 岡崎市伝馬通２丁目53 10%

■炭製品

サンヨウー建設 0564(52)1625 岡崎市赤渋町字郷東22-1 10%

■レンタカー

ニッポンレンタカー(JR岡崎営業所) 0564(54)0919 岡崎市柱町下荒子58-15 20％＆30％

■車の点検整備・販売修理・バイク・自転車等

カーサービス栗田 0564(52)6157 岡崎市美合新町21-2 10%

ホリデー車検岡崎 (0120)704014 岡崎市朝日町１丁目13-2 10%

磯谷自動車販売 0564(51)9053 岡崎市福岡町字毘沙門72 10%

岡本自動車販売 0564(43)5930 岡崎市下青野町字宮東45-1 10%

宮嶋自動車 0564(31)2251 岡崎市矢作町字西河原65-1 10%

高橋自転車モーター商会 0564(21)3553 岡崎市伊賀町字3丁目8 10%

山本タイヤ 0564(31)4639 岡崎市矢作町字猫田69-2 ﾀｲﾔ4本ご購入の方ﾀｲﾔﾛｰﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ･粗品進呈

■自動車学校

上地自動車学校 0564(51)3381 岡崎市上地３丁目40-6 申込金・写真代・本代をｻｰﾋﾞｽ

岡崎自動車学校 (0120)183051 岡崎市不吹町14 運転免許取得費用10％

■カークリーニング

スピードキング岡崎 0564(25)7323 岡崎市洞町字上荒田21-1 10%

■スキー場リフト券（2009シーズン）　※シーズン毎、提携スキー場及び割引内容の変更があります。

めいほうスキー場 0575(87)2811 東海三県サービスセンター優待料金

高鷲スノーパーク 0575(72)7000 東海三県サービスセンター優待料金

ダイナランドスキー場 0575(72)6636 東海三県サービスセンター優待料金

ひるがの高原スキー場 0575(73)2311 東海三県サービスセンター優待料金

モンデウス飛弾位山スノーパーク 0577(53)2421 東海三県サービスセンター優待料金

ホワイトピアたかす 0575(72)6311 東海三県サービスセンター優待料金

鷲ヶ岳スキー場 0575(72)5105 東海三県サービスセンター優待料金

ほおのき平スキー場 0577(79)2244 東海三県サービスセンター優待料金

チャオ御岳スノーリゾート 0577(59)3620 東海三県サービスセンター優待料金

おんたけ2240 0264(48)2240 東海三県サービスセンター優待料金

開田高原マイアスキー場 0264(44)1111 東海三県サービスセンター優待料金

きそふくしまスキー場 0264(27)6021 東海三県サービスセンター優待料金

御岳ロープウェイスキー場 0264(46)2525 東海三県サービスセンター優待料金

ヘブンスそのはらSnowWorld 0265(44)2311 東海三県サービスセンター優待料金

治部坂高原スキー場 0265(47)1111 東海三県サービスセンター優待料金

あららぎ高原スキー場 0265(47)2201 東海三県サービスセンター優待料金

平谷高原スキー場 0265(48)2100 東海三県サービスセンター優待料金

駒ヶ根高原スキー場 0265(83)4000 東海三県サービスセンター優待料金

車山高原スキー場 0266(68)2626 東海三県サービスセンター優待料金

サンアルピナ鹿島槍スキー場 0261(23)1231 東海三県サービスセンター優待料金

サンアルピナ白馬さのさかスキー場 0261(75)2452 東海三県サービスセンター優待料金

サンアルピナ青木湖スキー場 0261(23)2391 東海三県サービスセンター優待料金

野沢温泉スキー場 0269(85)3166 東海三県サービスセンター優待料金

赤倉温泉スキー場 0255(87)2125 東海三県サービスセンター優待料金

赤倉観光リゾート 0255(87)2503 東海三県サービスセンター優待料金

岐阜エリア

木曽エリア

中央道エリア

白馬エリア

信越エリア



名称 電話 所在地 割引率等

■ペット関連

ペットコミュニティプラザ 0564(65)3911 岡崎市大平町字石亀96-1 5%

IPC国際ペットカルチャー総合学院 (0120)884886 岡崎市羽根町字鰻ヶ池242 入学金5％

ＷＡＮＷＡＮアート 0592(38)3303 三重県津市高茶屋小森町387-1 ﾄﾘﾐﾝｸﾞ・ｾﾙﾌﾄﾘﾐﾝｸﾞ料金20％他

■旅行社

日本中央交通 0564(54)0001 岡崎市宮地町字柳畑18 3%＆5%

ＪＴＢ(岡崎支店) 0564(21)5132 岡崎市康生通東１丁目1 3%(国内宿泊ﾌﾟﾗﾝ･日帰りﾌﾟﾗﾝを除く)等

近畿日本ツーリスト(岡崎支店) 0564(23)3421 岡崎市明大寺町字川端20-2 3%＆5%

日本旅行(岡崎支店) 0564(26)1951 岡崎市康生通東１丁目3 3%＆5%

名鉄観光(岡崎支店) 0564(21)0720 岡崎市康生通東１丁目17 3%＆5%

名鉄東部観光(東岡崎旅行センター) 0564(51)4884 岡崎市明大寺町字寺東1-1 3%＆5%

■スポーツ用品

イトウスポーツ 0564(21)2635 岡崎市康生通南１丁目35 10%

アベスポーツ 0564(45)2154 岡崎市西蔵前町２丁目9-2 10%

アクティブスポーツ体育館 0564(55)2288 岡崎市大西町字揚枝9-25 20％～30％(一部除く)

■生涯学習

岡崎市情報開発センター 0564(26)2711 岡崎市菅生町1丁目３－1 講座10%

パソコンくらぶ　井田教室 0564(23)9811 岡崎市井田町南22 入会金 無料

栗くり工房 0573(69)3003 岐阜県中津川市落合26-579　陶芸ひろみ3F ネイチャークラフト出前講座10%

奥田忠佐ヱ門窯　信楽陶芸村 0748(82)0522 滋賀県甲賀郡信楽町大字長野1131 優待料金

■釣船・釣堀

丸万釣船 0531(37)0499 田原市川津町横津5 貸切船10％

かごや釣船 0569(63)0405 知多郡南知多町大井字真向１ 500円引

千賀フィッシングパーク 0599(33)6073 三重県鳥羽市千賀町140 優待料金

JF鳥羽磯部直営　小浜釣り筏 0599(25)2118 三重県鳥羽市小浜町647-25 大人3000円(一般3500円)

大吉 059(274)0612 三重県津市美杉町奥津1051-13 釣り・つかみ取り・食事総額5％

つりぼり晃宝 0596(72)0541 三重県度会郡南伊勢町奈屋浦１８ 優待料金

綱元釣り堀センター正徳丸 0597(47)5820 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島3043-27 10%

錦漁業協同組合 0598(73)2111 三重県度会郡大紀町錦180 釣り笩・釣り堀500円引

日向漁業協同組合 0770(32)1127 福井県三方郡美浜町日向 釣堀入園料10％

■農水産物

農事組合法人　おんさい工房 0573(54)3983 岐阜県恵那市明智町880-1 5%

伊勢志摩みやげセンター王将 0599(26)3100 三重県鳥羽市松尾町15-1 指定物件10％

海産物問屋　まるかつ 0593(88)1218 三重県鈴鹿市白子1丁目22-2 2000円以上買上げでしそひじきプレゼント

ナコス 0592(68)4825 三重県津市大字半田934-55 種苗80円引

■交通機関関連

津エアポートライン(高速船) 0592(13)4111 三重県津市なぎさまち1-1 優待料金

中部国際空港海上アクセス松阪ルート 0598(50)1102 三重県松阪市中町1863-5 10%

伊勢志摩スカイライン有料道路 0592(26)6752 三重県津市新町１丁目５-３５ 20%

■水族館

志摩マリンランド 0599(43)1225 三重県志摩市阿児町神明 20%

二見シーパラダイス 05964(2)1760 三重県伊勢市二見町江580 20%

蓼科アミューズメント水族館 0266(67)4880 長野県茅野市北山ﾋﾟﾗﾀｽ蓼科ﾛｰﾌﾟｳｪｲ正面 100円引

江ノ島マリンコーポレーション 03(3231)5521 東京都千代田区大手町2丁目6-2 10%

■冠婚葬祭（婚礼）

岡崎ニューグランドホテル 0564(21)5111 岡崎市康生町515-33 婚礼料理・飲物5%、参列者宿泊20％

蒲郡プリンスホテル 0533(68)1111 蒲郡市竹島町15-1 婚礼料理5%(会員婚礼・ﾊﾟｯｸﾌﾟﾗﾝ除く)

名鉄トヨタホテル 0565(35)6611 豊田市喜多町１丁目140 料理･飲物10%、参列者宿泊20％他

ホテル豊田キャッスル 0565(31)2211 豊田市下林町１丁目3-3 料理･飲物5%、ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞｹｰｷ贈呈

ホテルアソシア名古屋ターミナル 052(561)3751 名古屋市中村区名駅1丁目1-2 生ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞｹｰｷ・両家控室室料無料他

ツヴァイ (0120)277281 名古屋市中村区名駅南2丁目14-19 入会必要経費約50％

鳥羽シーサイドホテル 0599(25)5151 三重県鳥羽市安楽島町1084 飲食代金10％

合歓の郷 0599(52)1101 三重県志摩市浜島町大崎半島 優待料金

三重平安閣 (0120)442204 三重県四日市市元町8-5 (会場費)20％、(料理)5％

■冠婚葬祭（葬祭）

セレストホール新華苑 0564(51)3708 岡崎市土井町字柳ヶ坪３ 祭壇・生花10％、ﾎｰﾙ・花環20％

セレモニーホール三弘社 葵斎苑 0564(21)2373 岡崎市小呂町字5丁目４０ 祭壇・生花・提灯10％、花環20％

マルヤス葬祭 0564(25)0098 岡崎市井田町1丁目280-2 10～20%

岡崎葬儀 0564(25)0344 岡崎市河原町12 祭壇・生花・提灯10％、花環20％

岡崎愛昇殿 0564(24)0004 岡崎市洞町字上荒田25-1 祭壇10％



名称 電話 所在地 割引率等

■ホテル・旅館・ペンション（宿泊）
岡崎ニューグランドホテル 0564(21)5111 岡崎市康生町515-33 10%
My Hotel Okazaki (ﾏｲﾎﾃﾙ岡崎) 0564(54)5544 岡崎市柱町1丁目5-10 宿泊5％、朝食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ無料
蒲郡プリンスホテル 0533(68)1111 蒲郡市竹島町15-1 平日･休日20%､休前日10%
名鉄トヨタホテル 0565(35)6611 豊田市喜多町１丁目140 10%
ホテル豊田キャッスル 0565(31)2211 豊田市下林町１丁目3-3 月～木10％、金土日15％
シティホテルアンティーズ 0565(33)7337 豊田市神明町1-30 シングル（月～木5％、金土日10％）、ツイン（全日10％）

紫翠閣とうふや 0565(68)2331 豊田市笹戸町畷7 西館（平日休日20％、休前日10％）他
伊良湖ビューホテル 052(582)4890(予) 田原市日出町骨山1460-36 20%
東横イン 中部国際空港本館 0569(38)0045 常滑市セントレア4-2-5 優待料金
ホテルＡＵ常滑 0569(36)1600 常滑市新開町3-17-1 優待料金
迎帆楼 0568(61)2205 犬山市大字犬山字北古券41-6 10%
篠島の宿　ギフヤ旅館 0573(67)2029 知多郡南知多町篠島字赤名48 5%
ホテルアソシア名古屋ターミナル 052(561)3751 名古屋市中村区名駅1丁目1-2 20%
ホテル ヴィラ・モンサン 052(761)5381 名古屋市千種区末盛通3丁目42 10%
ベストウェスタンホテル高山 0577(37)2000 岐阜県高山市花里町6-6(JR高山駅前) ﾍﾞｽﾄﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾟﾗﾝ特別料金
明世温泉 観月荘 0572(68)4036 岐阜県瑞浪市明世町月吉493 宴会5%＆宿泊・ﾌﾟｰﾙ10%
ホテル花更紗 0573(69)5111 岐阜県中津川市神坂280 10%
鷲ヶ岳高原ホテル レインボー 0575(72)5511 岐阜県郡上市高鷲町大鷲平沢3250 優待料金
ホテルパストール 0576(24)2188 岐阜県下呂市森1781 大人1泊2食付12855円～
岐阜県勤労者福祉センター 058(245)2411 岐阜県岐阜市鶴田町3-7-11 宿泊10％
花戸荘 0573(65)5375 岐阜県中津川市花戸町1-17 10%
美濃白川クォーレふれあいの里 05747(2)2462 岐阜県加茂郡白川町和泉181-1 優待料金
磨洞温泉 涼風荘 059(228)8413 三重県津市大字半田2860-1 10%
タラサ志摩ホテル&リゾート 0599(32)1111 三重県鳥羽市浦村町字白浜1826-1 優待料金
民宿旅館 世古 0599(33)6220 三重県鳥羽市相差町1395 10%
ホテル みち潮 0599(33)6518 三重県鳥羽市相差町1522-12 10%
鳥羽シーサイドホテル 0599(25)5151 三重県鳥羽市安楽島町1084 10%
戸田家 0599(25)2500 三重県鳥羽市鳥羽１丁目24-26 10%(特別プラン除く)
いかだ荘　山上 0599(57)2035 三重県志摩市磯部町的矢883-12 宿泊・飲食代金１０％
旅荘　海の蝶　かつうら御苑 0596(44)1050 三重県伊勢市二見町松下1693-1 10%
くもづホテル＆コンファレンス 059(234)3030 三重県津市雲出長常町626-10 優待料金
シーサイド帆ヶ島 0599(88)3095 三重県志摩市志摩町御座481-1 宿泊10％、食事のみ5％
榊原温泉旅館組合 059(252)0017 三重県久居市榊原町5012-1 一般料金から5％
サンペルラ志摩 059(228)3375 三重県津市万町173三重県市町村職員共済組合 優待料金
プラザ洞津 059(227)3291 三重県津市新町1-6-28 優待料金
鳥羽国際ホテル 0599(26)3660 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1 優待料金
合歓の郷 0599(52)1111 三重県志摩市浜島町大崎半島 優待料金
リゾートパラデュー夢 0595(52)0968 三重県伊賀市青山町寺脇721 優待料金
リゾートヒルズ豊浜 0599(33)6120 三重県鳥羽市相差町1471 優待料金
ひろはま荘 0599(85)0525 三重県志摩市志摩町和具1593 優待料金
丸二ホテル伊勢 0596(27)3338 三重県伊勢市御薗町高向633-1 10%
とうし荘 0599(37)2133 三重県鳥羽市答志町和具 10%
ステイションホテルＡＵ久居 0592(55)8560 三重県津市久居新町757-1 優待料金
ホテルＡＵ松阪 059(50)5820 三重県松阪市京町１区２８－２ 優待料金
伊東ホテル聚楽 0557(37)3161 静岡県伊東市岡281 10％(子供小学生は半額)
ホテル ブルーレイク＆リゾート 0261(23)1111 長野県大町市大字平青木湖畔20754-1 優待料金
富士見台高原 萬岳荘 0265(44)2311 長野県下伊那郡阿智村大字駒場483 500円引
昼神グランドホテル 天心 0265(43)3434 長野県下伊那郡阿智村智里331-5 10%
日長庵 桂月 0265(43)3500 長野県下伊那郡阿智村智里425 10%
おとぎ亭 光風 0265(43)3211 長野県下伊那郡阿智村智里490 20%
湯元ホテル 阿智川 0265(43)2800 長野県下伊那郡阿智村智里503-115 1000円引
リフレッシュinひるがみの森 0265(43)4321 長野県下伊那郡阿智村智里567-10 優待料金
野熊の庄 月川 0265(44)2321 長野県下伊那郡阿智村智里4092-7 宴会5%、宿泊・入浴・テニス10%
斎藤ホテル 0268(44)2211 長野県小県郡丸子町西内138 10～13％
ペンション コットンハウス 0269(64)3159 長野県飯山市斑尾高原56 大人1泊2食付7000円～
エルムペンション 0269(64)3505 長野県飯山市斑尾高原千曲台 優待料金
カントリーハウス野の花 0261(75)3800 長野県北安曇郡白馬村神城佐野886-1 10%
あてら荘 0264(55)4455 長野県木曽郡大桑村野尻939-58 優待料金
伊那華 0265(43)2611 長野県下伊那郡阿智村智里503-294 宿泊10％、昼食・宴会5％
ホテル富貴の森 0264(58)2288 長野県木曽郡南木曽町吾妻4644-7 宿泊5％、入浴料優待料金
木曽御岳ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ高原ﾎﾃﾙ　ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 03(5272)0696 長野県木曽郡木曽町三岳8222 10%
天竜水神温泉　よし乃亭 0265(29)8130 長野県飯田市下久堅地久平1815 10%
ペンションカルナージュ 0261(72)4524 長野県北安曇郡白馬村北城3020-626 10%
ホテルそよ風 0261(85)5710 長野県北安曇郡白馬村北城3020-62７ 10%
南紀勝浦温泉　ホテル浦島 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦
南紀勝浦温泉　料理旅館　万清楼 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦448
南紀川湯温泉　山水館 和歌山県東牟婁郡本宮町田代13
南紀串本温泉　浦島ハーバーホテル 和歌山県西牟婁郡串本町串本2300-1
吾妻屋シーサイドホテル 073(459)0015 和歌山県和歌山市加太1905 優待料金
赤倉観光ホテル 0255(87)2501 新潟県中頸城郡妙高高原町田切216 10％
ご清遊の宿らんざん 052(582)4890(予) 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町33 1050円引
観光旅館　明石 0778(37)0880 福井県丹生郡越前町廚71号280-1 10%
サンホテルやまね 0770(52)1450 福井県小浜市白鬚55-1 宿泊15％、売店5％
奈良プラザホテル 0743(64)1126 奈良県天理市嘉幡町600-1 10%
かんぽの宿鳥羽 0599(25)4101 三重県鳥羽市安楽島町1200-7
かんぽの宿熊野 0597(89)4411 三重県熊野市井戸町1020-7
かんぽの宿三ヶ根 0563(62)2650 幡豆郡幡豆町東幡豆入会山1-221
かんぽの宿知多美浜 0569(87)1511 知多郡美浜町奥田砂原39
かんぽの宿恵那 0573(26)4600 岐阜県恵那市大井町2709
かんぽの宿岐阜羽島 058(398)2631 岐阜県羽島市桑原町午南1041 1泊2食付の宿泊料金500円引
かんぽの宿熱海 0557(83)6111 静岡県熱海市水口町2-12-3 (ハイシーズン、トップシーズンを除く)
かんぽの宿修善寺 0558(72)3151 静岡県伊豆市熊坂1257-4
かんぽの宿伊豆高原 0557(51)4400 静岡県伊東市八幡野1104-5 日帰り入浴料金100円引
かんぽの宿焼津 054(627)0661 静岡県焼津市浜当目1375-2
かんぽの宿浜名湖三ケ日 053(526)1201 静岡県浜松市北区三ケ日町都筑2977-2
かんぽの宿富山 076(469)3135 富山県富山市婦中町羽根5691-2
かんぽの宿山代 0761(77)1600 石川県加賀市山代温泉温泉通り32-1
かんぽの郷白山尾口 0761(96)8080 石川県白山市瀬戸卯43-3
かんぽの宿福井 0776(36)5793 福井県福井市渕町43-17

基本宿泊料金15%052(451)6216



名称 電話 所在地 割引率等

■温泉・入浴(土産)・エステ・整体

葵湯 0564(74)1126 岡崎市戸崎新町2-1 会員カード発行無料

優・美・心　整躰室 (090)41967196 岡崎市竜美北1丁目3-21 入浴剤等サービス

ホテル竹島 0533(69)1256 蒲郡市竹島海岸 入浴料10％

東洋健康ランド 058(275)0026 岐阜県岐阜市六条江東3-5-2 入場料大人1000円、小人500円

四季のふるさと養老 0584(34)1313 岐阜県養老郡養老町押越1522-1 優待料金

道の駅 南飛騨小阪 ひめしゃがのゆ 0576(62)1010 岐阜県益田郡小坂町赤沼田811-1 大人100円引、小人50円引

スパー美輝 0576(47)2641 岐阜県益田郡馬瀬村西村1695 大人200円引、小人100円引

臥龍温泉　センチュリーひまわり 0577(53)3011 岐阜県大野郡宮村5525 優待料金

クアリゾート湯舟沢(中津川温泉) 0573(69)5000 岐阜県中津川市神坂280 100円引

かすがモリモリ村　リフレッシュ館 0585(57)2976 岐阜県揖斐郡揖斐川町六合3075-1 10%

がりゅう温泉ひまわり 0577(53)3011 岐阜県高山市石浦町 優待料金

くしはら温泉　ささゆりの湯 0573(52)3131 岐阜県恵那市串原3135-2 100円引

磨洞温泉 湯処 森乃泉 0592(28)8413 三重県津市大字半田2860-1 200円引

タラサ志摩ﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ(ﾀﾗｿﾃﾗﾋﾟｰ) 0599(32)1111 三重県鳥羽市浦村町1826-1 10%

サンドセラピー砂羽 059(252)1007 三重県津市榊原町1354-3 砂風呂・じゃり風呂5％

アーユルベーダリゾートスパ白雲 059(252)1771 三重県津市榊原町1444-3 温泉入湯料金840円ほか

猪の倉温泉　しらさぎ苑 0592(62)4126 三重県津市白山町佐田2643 100円引

やぶっちゃの湯 0595(59)3939 三重県伊賀市島ヶ原13680 優待料金

ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 0599(73)0001 三重県志摩市大王町船越3238-1 優待料金

信州平谷温泉　ひまわりの湯 0265(48)2911 長野県下伊那郡平谷村252 入浴料100円引

こまどりの湯 0260(28)2334 長野県下伊那郡売木村968-1 優待料金

治部坂温泉宿り木の湯 0265(47)1111 長野県下伊那郡浪合村1192 大人のみ100円引

フォレスパ木曽 0264(55)4455 長野県木曽郡大桑村野尻939-58 入泉料中学生以上600円

二本木の湯 0264(27)6150 長野県木曽郡木曽福島町新開6013-1 10％

やまゆり荘 0264(44)2346 長野県木曽郡開田村大字西野623-1 100円引

奈良健康ランド 0743(64)1126 奈良県天理市嘉幡町600-1 優待料金

大江戸温泉物語 03(5500)1126 東京都江東区青海2-57 優待料金

■ゴルフ場等

岡崎カントリー倶楽部 0564(48)2731 岡崎市池金町字下北山2-39 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨ 1000円引(ﾋﾞｼﾞﾀｰのみ)他

岡崎高原カントリークラブ 0564(45)5111 岡崎市駒立町字ノボリ10 特別優待券と同等

岡崎高原ファミリーゴルフ 0564(45)7555 岡崎市駒立町字石神82 団体割引と同等

オールドレイクゴルフ倶楽部 0568(88)5511 春日井市西尾町字白川986-１ 優待料金

明智ゴルフ倶楽部 0573(54)3131 岐阜県恵那市明智町吉良見字西山980-2 特別料金

フォーティーンヒルズカントリークラブ 0573(63)3311 岐阜県中津川市飯沼1511-456 基本料金に昼食付

岐阜スプリングゴルフクラブ 0574(43)2000 岐阜県加茂郡八百津町錦織1674-1 優待料金

富士ｴｸｾﾚﾝﾄ倶楽部 一志温泉ゴルフ場 059(295)2112 三重県津市一志町波瀬581 3500円引

三重中央ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(榊原･白山コース) 059(262)5525 三重県津市白山町三ヶ野1071 優待料金

美杉ゴルフ倶楽部 059(275)0334 三重県津市美杉町下多気3437-34 優待料金

津カントリー倶楽部 (0120)803700 三重県津市片田長谷町30 優待料金

富士ｶﾝﾄﾘｰ 榊原温泉ｺﾞﾙﾌ倶楽部 059(252)2511 三重県津市榊原町1538 優待料金

青山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ榊原七栗温泉コース 059(252)1511 三重県津市稲葉町3191 優待料金

伊賀ゴルフコース 0595(38)8311 三重県伊賀市比土4167-3 優待料金

伊勢湾カントリークラブ　 059(262)5050 三重県津市白山町川口5652 優待料金

一志ゴルフ倶楽部 059(293)6920 三重県津市一志町大仰2961 優待料金

嬉野カントリー倶楽部 0592(93)1121 三重県松阪市嬉野宮野町870 優待料金

賢島カンツリークラブ 0599(43)1082 三重県志摩市阿児町鵜方3620-5 優待料金

桔梗が丘ゴルフコース 0595(68)0341 三重県名張市滝之原3682 優待料金

鈴鹿カンツリークラブ 059(265)3311 三重県津市芸濃町楠原2417-1 優待料金

鳥羽カントリークラブ 0599(33)7015 三重県鳥羽市堅子町244-1 優待料金

合歓の郷 0599(52)1101 三重県志摩市浜島町迫子2692-3 優待料金

浜島カンツリークラブ 0599(52)1141 三重県志摩市浜島町迫子1614-1 優待料金

富士グリーンクラブ 0592(52)2511 三重県津市榊原町1538 優待料金

名松・ゴルフクラブ 0592(94)7241 三重県津市一志町波瀬5992 優待料金

双鈴ゴルフクラブ 関コース 0595(98)0500 三重県亀山市加太梶ヶ坂2985-2 特別料金優待

治部坂高原パターゴルフ場 0265(47)1111 長野県下伊那郡浪合村1192 大人200円引､子供100円引

赤倉観光ﾎﾃﾙ・妙高高原ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場 0255(87)2501 新潟県中頸城郡妙高高原田切216 優待料金



名称 電話 所在地 割引率等

■飲食

善雅 0564(43)2138 岡崎市下青野町字花ノ木81-1 宴会料理1人4000円以上10％

海鮮ろばた焼 串もと 0564(53)9964 岡崎市上六名３丁目8-14 5%

食事処 さゝ伍 0564(28)0335 岡崎市明大寺本町４丁目19 5%(夜の部)

富寿し 0564(24)4703 岡崎市日名本町1-12 5%

珈琲茶屋 満天華 0564(25)0570 岡崎市小呂町字２丁目100-2 デザート1品(食事時)4名まで

漁菜献房 美ん 0564(25)3755 岡崎市日名中町4-11 5%(夜の部)

国民宿舎 桑谷山荘 0564(48)2855 岡崎市山綱町字扇子山284 ドリンク(昼･宿泊､一部除)4名まで

スカイバー リビエール

スカイレストランパリ

萬珍軒本店 0564(21)1740 岡崎市康生通東２丁目53 10名に付紹興酒１本サービス

dog café Chien（シアン） 0564(24)4311 岡崎市欠町金谷10-1　S&Sビル１F 食事の方にﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ　ｺｰﾋｰﾁｹｯﾄ3500円→3300円

御料理　魚繁 0564(21)3527 岡崎市六供町字３丁目16 ランチ(日替わり)50円引

スタジオリリカ 0564(58)3365 岡崎市明大寺西郷中35 紅茶ｼﾌｫﾝｹｰｷ・恵の森の木のﾀﾙﾄ5％

ログハウスカフェ　ほっと和ん 0564(62)9818 額田郡幸田町大字深溝字一之宮8-24 100円引(4名まで)

蒲郡プリンスホテル 0533(68)1111 蒲郡市竹島町15-1 各レストラン10%

名鉄トヨタホテル 0565(35)6611 豊田市喜多町１丁目140 6F各レストラン料理10%

ホテル豊田キャッスル 0565(31)2211 豊田市下林町１丁目3-3 直営ﾚｽﾄﾗﾝ(中華除く、料理･飲物)５%

ﾚｽﾄﾗﾝ ｳﾞｪﾙﾃﾞﾛｯｿ(豊田ｽﾀｼﾞｱﾑ内) 0565(87)5208 豊田市千石町７丁目2 ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ1杯(ｱﾗｶﾙﾄﾒﾆｭｰ注文につき)

ホテルアソシア名古屋ターミナル 052(561)3751 名古屋市中村区名駅1丁目1-2 ﾌﾞﾗｽﾘｰ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ(9階)5%

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海ﾎﾃﾙｽﾞ名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 052(584)1111 名古屋市中村区名駅1-1-4 15Ｆレストラン5％

モンゴル茶屋 0573(47)2299 岐阜県恵那市上矢作町3237-6 5%

中山道　金一屋 0573(65)2769 岐阜県中津川市駒場78-2 1000円以上の飲食料金5％

かもめ荘 0592(28)5080 三重県津市藤方 優待料金

坂本小屋 0592(74)0703 三重県津市美杉町川上2705-26 あまご料理3150円以上で5％

魚末あまごセンター 0592(74)0681 三重県津市美杉町川上1300 あまご定食5%

オホーツク 0592(22)0022 三重県津市大門7-15　津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ4F ランチ・その他食事5%他

鳥羽シーサイドホテル 0599(25)5151 三重県鳥羽市安楽島町1084 昼･夕バイキング10%

乙部　柏木 059(228)5375 三重県津市乙部28-4 飲食代5％(現金支払のみ)

回転寿司　すしざんまい　津店 059(224)6663 三重県津市桜橋3-56-2 10%

津うなぎ専門店組合

はし家

ラ・パルム・ドール 059(232)8500 三重県津市一身田大古曽1325-1 平日ディナーのみ5％

和食処　竜馬 059(228)2939 三重県津市柳山津興382-7 5%

カフェレスト 冷花 0265(48)2323 長野県下伊那郡平谷村1455-1 5％

れいか 0265(48)1122 長野県下伊那郡平谷村 ひまわり市場内 5％

東山道 0265(44)2008 長野県下伊那郡阿智村智里499-4 お土産品10％、お食事5％

■美術館・博物館等

名古屋ボストン美術館 052(684)0101 名古屋市中区金山町1-1-1 金山南ビル 優待料金

徳川美術館 052(935)6262 名古屋市東区徳川町1017 優待料金

日本土鈴館 0575(82)5090 岐阜県郡上市白鳥町大島1555 20%

飛騨高山美術館 0577(35)3535 岐阜県高山市上岡本町1丁目124-1 200円引

飛騨高山テディベアエコビレッジ 0577(37)2525 岐阜県高山市西之一色町3丁目829-4 100円引

世界のアンティク木の国館 0577(36)1978 岐阜県高山市西之一色町3丁目814 100円引

かかみがはら航空宇宙博物館 0583(86)8500 岐阜県各務原市下切町5丁目1 100円引

ストーンミュージアム博石館 0573(45)2110 岐阜県恵那市蛭川5263-7 入館料20％他

中山道広重美術館 0573(20)0522 岐阜県恵那市大井町176-1 20%

瑞浪市陶磁器会館 0572(68)0777 岐阜県瑞浪市上平町5丁目5-1 店内商品10％(一部除く)、作陶体験10％

松浦武四郎記念館 0598(56)6847 三重県松阪市小野江町383 団体料金で入場(特別企画展は除く)

松阪市文化財センター　はにわ館 0598(26)7330 三重県松阪市外五曲町１ 団体料金で入場(特別企画展は除く)

松阪商人の館 0598(21)4331 三重県松阪市本町2195 団体料金で入場(特別企画展は除く)

松阪市立歴史民族資料館 0598(23)2381 三重県松阪市殿町1539 団体料金で入場(特別企画展は除く)

本居宣長記念館 0598(21)0312 三重県松阪市殿町1536-7 大人100円引、高校生20円引

志摩　鈴ミュージアム 0599(84)0322 三重県志摩市志摩町越賀　大山広苑 10%

蓼科テディベア美術館 0267(55)6700 長野県北佐久郡立科町白樺湖畔 100円引

諏訪湖オルゴール博物館 奏鳴館 0266(26)7300 長野県諏訪郡下諏訪町諏訪大社秋宮大鳥居前 大人100円引、小中学生50円引

ミュージアム鉱研・地球の宝箱 0263(51)8111 長野県塩尻市北小野4668　いこいの森公園内 100円引

伊豆テディベア・ミュージアム 0557(54)5001 静岡県伊東市八幡野1064-2 優待料金

箱根テディベア・ミュージアム 0460(6)2311 神奈川県足柄郡箱根町元箱根143-1 200円引

那須テディベア・ミュージアム 0287(76)1711 栃木県那須郡那須町高久丙1185-4 優待料金

5%059(228)4925 三重県津市大門4-10

0564(21)5111 岡崎ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ9階 10%



名称 電話 所在地 割引率等

■レジャー施設

エールボール 0564(51)2151 岡崎市福岡町字峠5-1 1ゲーム50円引

シダックス 0564(52)7733 岡崎市上地3丁目50-2 ルーム料金10％、飲み放題料金5％

わんわん動物園岡崎 0564(26)3884 岡崎市羽根町字鰻ヶ池242 優待料金

美鳥里ボウル 0565(28)1581 豊田市西町3-60 1ゲーム50円引

ホースファーム  エルミオーレ 0565(41)2334 豊田市勘八町勘八272 レンタル料 無料

三河高原キャンプ村 ロッジ朝霧荘 0565(86)3530 豊田市東大林町半ノ木2 キャンプ・入村料金10％～他

日本ライン下り 0568(61)0057 犬山市大字犬山字北白山平2先 20%

とよねランドオートキャンプ村 05368(7)2314 北設楽郡豊根村坂宇場華の平1-45-1 テントサイト400円引

恵那峡遊覧船 0573(25)4800 岐阜県恵那市大井町奥戸 10%

日本大正村 0573(54)3944 岐阜県恵那市明智町1884-3 4館共通券20％

プートンの森 0573(45)3635 岐阜県中津川市蛭川5528-1 入場料･ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌﾌﾟﾚｰ代100円引

AIMIX自然村南乗鞍オートキャンプ場 0577(59)2727 岐阜県高山市高根町阿多野郷字南ダナ山 10%

飛騨たかね野麦オートビレッジ 0577(59)2577 岐阜県高山市高根町野麦 10%

飛騨大鍾乳洞及び大橋コレクション館 0577(79)2211 岐阜県高山市丹生川町日面1147 15%

チャオ御岳リゾート（ゴンドラ） 0577(59)3621 岐阜県高山市高根町日和田字幕岩下1739-1 大人往復400円引他

こもれびの里 0574(78)3222 岐阜県加茂郡白川町神土606 各種体験･レストラン5%

クオーレふれあいの里 (0120)439002 岐阜県加茂郡白川町和泉181-1 各宿泊施設利用料10%

牧歌の里 0575(73)2088 岐阜県郡上郡高鷲村上野2756-2 入園券大人100円引、小人50円引

養老天命反転地 0584(32)4592 岐阜県養老郡養老町高林1298-2(養老公園内) 大人200円引他

養老ランド 0584(32)3456 岐阜県養老郡養老町養老1155-2 100円引

花フェスタ記念公園 0574(63)7373 岐阜県可児市瀬田1584-1 100円引

関ヶ原鍾乳洞 0584(43)0092 岐阜県不破郡関ヶ原町大字玉1328 100円引

ＮＥＯキャンピングパーク 0581(38)9022 岐阜県本巣市根尾下大須1428-1 コテージ 3150円引

椛の湖オートキャンプ場 0573(75)3250 岐阜県中津川市上野589-17 オートキャンプ場10%

花の都ぎふ花と緑の推進センター 058(277)1116 岐阜県藪田南5-14-53岐阜県民ふれあい会館8階 優待料金

乙女渓谷キャンプ場 0573(79)3333 岐阜県恵那市加子母4872-5 10%

ダイナランドゆり園 052(761)5381 岐阜県郡上市高鷲町西洞3022-2 入園券大人100円引、小人50円引

御在所ロープウェイ 0593(92)2261 三重県三重郡菰野町菰野8625 一般往復料金の10％(片道対象外)

日本カモシカセンター 059(392)2028 三重県三重郡菰野町菰野8625 優待料金

ミキモト真珠島 0599(25)2028 三重県鳥羽市鳥羽1-7-1 優待料金

青蓮寺湖ぶどう組合 0595(63)7000 三重県名張市青蓮寺1521-5 100円引

伊賀の里 モクモク手づくりファーム 0595(43)0909 三重県伊賀市西湯舟3609 入園料のみ優待料金

志摩マリンレジャー 0599(25)3147 三重県鳥羽市鳥羽1丁目2383-4 10%

アクティ森 0538(85)0115 静岡県周智郡森町問詰1115-1 優待料金

南信州観光公社 0265(28)1747 長野県飯田市育良町１丁目2-1 ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ･乗馬等、事業すべて10%

天竜ライン下り 0265(27)2247 長野県飯田市天竜峡 大人500円引、小人250円引

今田平いちご狩り 0265(27)5020 長野県飯田市龍江3717-1 100円引

フォレスパ木曽 0264(55)4455 長野県木曽郡大桑村野尻939-58 優待料金

みなみ信州平谷リゾート(平谷湖) 0265(48)2100 長野県下伊那郡平谷村1511 優待料金

木曽馬乗馬センター 0264(42)3225 長野県木曽郡開田村 そば料理100円引、乗馬体験100円引

中央アルプス駒ケ岳ロープウェイ 0265(83)3107 長野県駒ヶ根市赤穂759-489 10%

信州塩尻農業公園チロルの森 0263(51)8100 長野県塩尻市大字北小野相吉5050 入場料大人600円(一般800円)、小人300円(一般400円)

信楽陶芸村 0748(82)0522 滋賀県甲賀郡信楽町大字長野1131 陶芸教室20%､売店5%他

妙高高原ゴンドラリフト 0255(87)2501 新潟県中頸城郡妙高高原町田切216 大人10%､子供100円引

熊野川舟下り 0735(44)0987 和歌山県新宮市高田1810 舟下り10％

ヤサカ観光タクシー (0120)818968 京都市下京区中堂寺櫛笥町１ 10%

京阪バス㈱ 075(672)2100 京都市南区東九条南石田町５ 優待料金


