
（2021年11月30日現在）

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容
7 祐月本店 販売 各種人形等表示価格より5％割引

8 揚げたて屋 てん 飲食 えび天１本無料　※4名様まで

9 お肉のおいしい
レストラン 夢浪漫 飲食 5％割引

10 がんこ家 飲食 ランチ・ディナー5％OFF

11 きくすい 飲食 ソフトドリンクメニューより、ワンドリン
クサービス

12 浅見ゴルフ倶楽部 ゴルフ場

当日、受付時にフロントでカード呈示に
よりご本人・ご同伴の３名様まで、
1. 平日プレー代500円割引
2. 土・日・祝日プレー代1,000円割引。
※割引は通常料金からになります。料金
割引サービスデー、又は他のサービス券
との併用は不可。浅見ゴルフ倶楽部会員
権を有していない方に限ります。

13 フラワーギフト ギフト
500円割引サービス券プレゼント
10,000円以上のお買い上げでご利用い
ただけます。

14 別春館（明利酒類
株式会社） 酒販売

2,000円以上お買上げの方に梅酒カップ
進呈　一人笑・二人笑・三人笑・華むら
咲　5％割引

15 コヤマスポーツ スポーツ
用品

インソール作製10％割引　ウォーキング
シューズ・グラウンドゴルフ用品15％割引

16 日本の味  横綱  本店 飲食 食後デザートサービス

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

17 花みどり ガーデン
ショップ

2,000円以上お買い上げのお客様に花苗
プレゼント

18 中国飯店　珍来 飲食 食後にデザートサービス

19 そば紀（とし） 飲食 会員の方のみ会計時に100円割引

20 大黒鮨 飲食 5％割引（ランチメニューを除く）

21 らーめんドラゴン 飲食 4名様迄100円引き

22 鮨処つかさ 飲食 5％OFF（ランチメニューは除く）

23 与三郎庵 飲食 会員、ご同伴者全員10％OFF（最大5名様まで）

24 中華そば　浜田屋 飲食 味付玉子サービス

25 鉢の木 和菓子 1,500円以上お買い上げでどら焼き1ヶサービス

26 水府庵 飲食 安全無添加 自家製そばアイスクリームサービス

27 海鮮料理
御食事処 いとう 飲食 会員の方と同伴者全員5％OFF

28

フェアブルーム水戸ア
メイジングステージ
麗風つくばシーズンズ
テラス
ディアステージつくば
フォレストテラス

式場 キリスト挙式料 194,400円分（税込）
プレゼント

29 梅の花　水戸店 飲食 梅ドリンクサービス（8名様まで）

30 おかの園 販売 10％割引＋ポイントサービス（毎日）

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

31
ミサワホーム株式
会社  千葉・茨城
支社　茨城支店

住宅 アンケートにご記入頂くとミッフィーグッ
ズプレゼント

32 手打ちうどん
ふじ樹 飲食 ソフトドリンク又はうどん替え玉サービス

（お食事の方）

33 和亜雑貨　葵陽 販売 粗品プレゼント

34 モリノクマサン
雑貨店 販売 粗品プレゼント

35 炭焼きと水炊きの
店　高野家

飲食・
販売

会員証ご呈示の方、最初のドリンク（500
円以下）1杯を無料

36 焼肉・ホルモン マ
ルキ精肉　水戸店 飲食 4名様までドリンクバーサービス

37 メディカルフィッ
トネス マグノリア

フィット
ネス

入会金75％OFF（22,000円 → 5,500
円）　無料体験4回

38 まごころサポート 
水戸たんぽぽ店 サポート 20分500円お試しチケット

39 ときわ邸
Ｍ-ＧＡＲＤＥＮ 複合施設 「ソフトドリンク1杯無料」 ※お食事をご注文の方

40 ＨＡＬＦ ＴＩＭＥ
Ｃａｆｅ

飲食・
販売

ソフトドリンク１杯サービス（店内でお買
い上げしてくださった会員様の方のみ）

41 五浦観光ホテル 宿泊施設
宿泊者にモーニングコーヒーサービス
日帰り入浴料200円割引（800円に） 
※会員の方のみ

42 食彩　太信 飲食 ソフトドリンク１本サービス

43 自然食レストラン 
パンプキン 飲食 ミニバニラアイスの提供（会員の方のみ）

44 秀寿司 飲食
会員証呈示でソフトドリンク1杯サービス
※お食事される方で本人のみ　
※他のカードとの併用不可

45 風月堂菓子舗 販売 2,000円以上お買い上げのお客様
常陸大黒どら焼きプレゼント

46
Café＆ Space　
Connect（カフェ＆
スペース コネクト）

飲食・
販売

会計時前に会員証ご呈示の方、テイクア
ウト3,600円以上で500円引き

47 金砂の湯（JA常陸）温泉施設 入浴料50円割引

48 宝来館 旅館 日帰り入浴料　100円引き

49 納豆工房 販売 「しあわせの常陸野和っふる®」か「豆乃
香和っふる」どちらか１個プレゼント

50 小倉屋食堂 飲食 会員証ご呈示の方50円割引

51

ＪＡ常陸
ひたちなか不動産
管理センター
東海・那珂不動産
管理センター
日立不動産管理センター

賃貸住宅 会員紹介のアパート契約者には、契約時
に仲介手数料を50％割引

52 ホテルクリスタル
パレス 式場

会員からの紹介者限定で、ご成約につき
スナップアルバムプレゼント。
※当式場にて、60名以上の挙式・披露
宴をされ、持込のない方に限ります。

53 ホテルクリスタルパレス
レストランサーラ 飲食 お食事の方にアイスクリームプレゼント

54 阿字ヶ浦温泉  のぞみ 複合施設 フェイスタオル（レンタル）サービス

55 釜めし寿司
かぐや姫　本店 飲食 会員の方と、同伴者全員の方5％OFF

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

56
おふろの時間ですよ
（旧）なか健康セ
ンター

温泉施設
入館料：大　人 1,840円 ⇒ 1,440円
　　　　小学生 1,080円 ⇒  720円
※会員含め４名様まで ※幼児・繁忙期（正
月・ＧＷ・盆）は割引対象外

57 らーめんげんき屋 飲食 お母さんの手作りギョーザ 一皿サービス

58 そば家  和味（なごみ） 飲食 会員証ご呈示の方50円引き

59 石挽蕎麦家　尚庵 飲食
お食事の方お一人につき100円引き。
（4名様までOK・他券併用不可・そば う
どん類、そばがきに限ります）

60 出雲館 複合施設 飲食料1組4名様まで10％引き

61 きらら館 販売 合計金額より10％OFF　
※一部対象外がございます。

62 笠間の家 複合施設 商品10％OFF

63 森の石窯パン屋さ
ん

飲食・
販売

1,000円以上お買い上げで、コーヒー
（ホットかアイス）無料

64 ねことひだまり 販売 1,000円以上お買い上げで100円割引

65 チョコレートの
光輝 販売 お茶とオリジナルチョコレート（ビター＆

ホワイト）現品ご試食サービス

66 衣料の店 
小伊勢屋 販売 店舗商品5%引き（一部対象外あり） 

※他の割引等の併用不可  ※会員の方のみ

67 仕出し・お祝い・
法要弁当　わさび

飲食・
販売

お弁当10個以上ご購入の方、味噌汁小袋
プレゼント。（ご注文時にお伝えください。）

68 ふれんず 飲食 御飲物（ソフトドリンクに限る）10%引
き　※会員の方のみ

69 小沼美容室 美容 会員証持参の方に粗品プレゼント

70 ポケットファーム
どきどき  茨城町店

飲食・
販売

パン工房でソフトクリーム・ホットコー
ヒー50円引き（茨城町店のみ）

71 オールド  オーチャー
ド  ゴルフクラブ ゴルフ場 昼付時1ドリンクサービス（一部アルコー

ル含む）（1組4名様まで）

72 しもはじ埴輪
キャンプ場

キャンプ
場 薪半額券をプレゼント

73 オーガニックマルシェ  
カフェひ・ら・く

飲食・
販売 セット100円引き

74 Luminous café
（ルミナスカフェ）

飲食・
販売 ワンドリンクサービス

75 潮騒の湯 温泉施設
平日（月～金）大人900円 ⇒ 800円
土日・祝祭・特別営業日大人1,100円 ⇒ 
1,000円（会員の方のみ）

76 民宿・旅館  いそや 宿泊 宿泊の方　500円割引

77 七会  きのこセンター きのこ販売 全商品10％OFF

78 パティスリー 
ブローニュ 販売 1,000円以上お買い上げで焼菓子1品プ

レゼント

79 御菓子司  かの子や 菓子 商品3％ＯＦＦ

80 レストラン　
山ゆり 飲食 お食事の方に限り、会員証呈示でドリン

クバー無料（会員様のみ）

81 パティスリー　
ヒカリノ木 飲食 カフェのご利用でドリンク１杯サービス

82 旨いもん処  青森軒 飲食 カードをご提示の方のみソフトドリンクサービス

83 花の店りん 販売 店内商品10％OFF（他の特典との併用不可）

84 コミュニティ
カフェ バンホフ

飲食・
販売 ドリンク50円割引

85 ゆばの里 飲食・販売 会員様、同伴者様ご利用料金5％割引

　

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

86 ＪＡ茨城旭村　
サングリーン旭

農産物
直売所

時期の旬の野菜・果物（さつまいも・メ
ロン・イチゴ）を１ケースのみ100円割引

87 いこいの村涸沼 宿泊施設 会員証を呈示した宿泊者に対し、ソフト
ドリンク１本サービス

88 イデツ工芸 販売 商品・オーダー・修理 5%OFF

89 竹野屋本店 販売 お買い上げ2,000円ごとに1個、草もち
をプレゼント

90 菓子処 とびた 販売 1,500円以上のお買い物に対して、当該
おすすめ商品を1つ差し上げます。

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

91 華のれん 飲食 お食事と一緒にソフトドリンクかデザー
トを注文した会員の方に100円割引

92 大国屋本店 販売 土・日に、会員証呈示でポイント2倍押印

93 御菓子司 吉田屋 販売 1,000円以上お買い上げのお客様は3%
割引（会員証呈示）

94 道の駅「いたこ」 ドライブ
イン ジェラート100円割引（バニラのみ）

95 にしくら 販売 会員証ご呈示の方10％OFF（1,000円
以上お買い上げの方）

96
眼鏡・コンタクト
レンズ・補聴器の
ウインクエクセラ

販売 眼鏡一式・補聴器一式お買い上げの場合、
10%割引（他の割引との併用不可）

97 ハンドメイド雑貨
のお店　キャトル 販売 会員証ご呈示の方10％OFF（1,000円

以上お買い上げの方）

98 鹿島ボウル
銚子ボウル 複合施設

受付時に会員証のご呈示で、ボウリング
ゲーム代割引（※１グループ様全員割引
対象
※特別料金期間は割引対象外）

99 ちゃあしゅう屋 飲食 会員様、同伴者の方5％OFF

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

100 館最中本舗　湖月庵 和菓子 1,000円以上お買上げの方にお菓子プレ
ゼント

101 ひがの屋 菓子 手焼きせんべい1枚プレゼント　
※味はおまかせください。

102 カジュアルショップララミー 販売 お買い上げ税込価格3,000円以上でソッ
クスプレゼント ※会員の方のみ

103 なかむら薬局 販売 調剤・特価品を除き、５%引き（会員の方
のみ）

104 カメラのゆきもと 写真
カード呈示で、証明写真各種サイズ10％
割引
古い写真の修復・修正5％割引

105 こどもしゃしん館１ねん１くみ 写真 カード呈示で、お宮参り写真・七五三写真
（レンタル衣裳含む）5％割引

106 ミヤモトスポーツ スポーツ
用品

現金10％割引及びポイント2倍
グラウンド・ゴルフ用クラブ20％割引

107 ビアスパークしもつま 複合施設 通常700円の入浴料を100円割引（会員
の方のみ）　※各種割引との併用不可

108 和菓子蔵  米あん 販売 1,000円以上お買い上げで10%OFF

109 人形のきくや 販売 人形10%OFF（小物類は除く）・花火お
買上でおまけサービス

110 道の駅しもつま 複合施設 下妻納豆「福よ来い」全品5%割引

111 カイロプラク
ティック院 来夢

カイロプラ
クティック

来店時に1,000円分のサプリメントプレ
ゼント

112 清水屋菓子店 和菓子 800円以上お買上げの方お饅頭1ヶサー
ビス

113 和菓子工房　
きくや 和菓子 2,000円以上お買上げの方にお菓子プレ

ゼント

114 （有）創作和菓子すずき 和菓子 2,000円以上お買上げの方にお菓子プレ
ゼント（会員証呈示）

115 （有）四ツ六庵 飲食 全品50円引き　
※ただしランチメニューを除く

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

116 スガヌマ薬局 販売 金額にかかわらず商品ご購入時にボック
スティッシュ１箱サービス

117 トップファッション
すずき 販売 お茶、コーヒー、お好みのお飲み物とお

茶菓子のサービス。

118 御菓子司　蛸屋 和菓子 2,000円以上お買いもとめで5％引き

119 ほさか 飲食 ソフトドリンク1杯サービス

120 髪や　つくば 理美容 施術料金から100円割引（会員の方、会
員のご家族様のみ）

121 サカヨリ洋品店 販売
会員証呈示の方は店頭価格より10%割引
（特価品、スクール用品 は除く）。
スクール用品はサービス券２倍進呈。

122 雨引観音絵馬堂売店 販売 店内商品5%引き（ダルマは対象外となり
ます）

123 株式会社 タサキ洋品店 販売 会員証呈示のお客様に、合計金額より
5%サービス（但し、学生衣料は除く）

124 チャイニーズダイニ
ング Goen mon 飲食 カードを呈示した方、お一人様につき、

ソフトドリンク１杯無料

125 八千代グリーンビレッジ憩遊館 複合施設
会員の方及び同伴者の方含む大人2名様
まで入館料100円割引
※他割引との併用不可

126 髙野菓子店 販売 1,000円以上お買上げで店主のお勧めす
る品物をサービス

127 大久保菓子店 販売 1,000円以上のお買い物で5%OFF（会
員の方と同伴者全員）

128 中里製菓 販売 注文いただいた会員の方に、プレゼント
をご用意しています

129 つむぎの館 複合施設 会員証ご呈示で資料館入館料100円割引
（同伴者5名様まで）

130
健康&美容カイロ
プラクティック院 
ハイジア

カイロプラ
クティック サプリメントプレゼント

県　西　地　区

鹿　行　地　区
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131 東筑波ユートピア 動物園
入場料　大人1,200円 ⇒ 1,000円
　　　　小人720円 ⇒ 500円　
※３才未満は無料

132 石岡健康センター 温泉施設 入館料250円引

133 新ひたち野農業協同組合 賃貸住宅 会員本人及び会員紹介のアパート契約者
には、契約時仲介手数料を５０％割引

134 一心鮨 飲食 食事注文で、ソフトドリンク１杯サービス
（本人のみ）

135 ダチョウ王国　石岡ファーム 複合施設
ダチョウのエサ500円 → 300円（200
円OFF）
※１枚のカードで4名様まで有効

136 NEMOTO 販売 会員の方のみ  時計の電池交換 9%OFF

137 シャンティ洋菓子店 販売
ご来店500円以上のお買い上げで、１グ
ループ１袋ラスクプレゼント！！
※商品が無い場合は、他のプレゼントに
なる場合がございます。

138 パン工房　ぶれっど
飲食・
販売

1,000円以上お買い上げの方に、ラスク
１袋プレゼント

139 ぶれっどのケーキ屋さん
飲食・
販売

1,000円以上お買い上げの方に、お好き
な焼き菓子を１つプレゼント

140 お食事処・タイ料理「浪漫」 飲食 100円引き（1品につき）

141 焼肉カルビチャンプ 
石岡店 飲食 4名様までドリンクバーサービス

142 やさと温泉「ゆりの郷」 温泉施設 御食事処「紫峰」ご利用の会員の方のみ、
お一人様一杯「ソフトドリンク」サービス

143 L'AUBE 結婚式場 挙式料無料

144 アートスタジオ・ヒロ 写真
六切１ポーズ以上撮影の方に5％OFF
※ただし、他の割引券やキャンペーンと
の併用は出来ません。

145 福宝堂 販売 印鑑16,000円以上（税別）お買い上げ
でハンコ付ボールペン１本プレゼント！

146 株式会社ラクスマリーナ 複合施設
・乗船された方足湯無料
・ ホワイトアイリス号乗船料10％割引（会
員の方と同伴者全員）

147 有限会社  振武堂（シンブドウ） 販売 竹刀の点検及び修理を無料にて行います
（但し、材料費は別途）。

148 株式会社関東補聴器 土浦店 販売
お買い求めでいずれかサービス
①補聴器用電池１年分　②総額より
10%OFF　③補聴器用自動乾燥機

149 ヘアールーム オアシス 美容 会員の方のみ、お会計より10%割引させ
ていただきます。

150 焼肉  でん  土浦店 飲食 4名様までドリンクバーサービス

151 乗馬クラブ
クレイン

乗馬
スクール

乗馬スクール１回コース　通常5,500円
（税込）→30％OFF　
3,850円（税込）　別途：レンタル料1,650
円（税込）・保険料210円（非課税）

152 お菓子工房Arisbell（アリスベル）
飲食・
販売

生ケーキ5％引き
※他割引・ポイントカードとの併用不可

153 辰海　つくば店 飲食 ランチタイム　ソフトドリンクサービス
夜　生ビール１杯サービス（会員の方のみ）

ＮＯ 店　舗　名 業種 特典内容

154 つくば湯ーワールド／
スポーレボウル 複合施設

スパ湯～ワールド　
入場料金1,650円 ⇒ 特別料金1,320円
スポーレボウル　
通常料金540円 ⇒ 特別料金450円
※会員の方のみ

155 筑波観光鉄道（株） 観光
ロープウェイ・ケーブルカー往復
大人100円割引　小人40円割引
※会員証１枚で4名様まで

156 筑波山京成ホテル 宿泊施設
宿泊者に１ドリンクサービス
日帰り入浴料100円割引
※同伴者5名まで　
※他の割引との併用は不可

157 本格的手打ちそば蕎舎（つくば本店）飲食 会員・家族に限りソフトドリンクサービス

158 茶の木村園 販売 店内商品5％ＯＦＦ　
※他割引との併用不可　※同伴割引ＯＫ

159
しゃぶしゃぶ・日
本料理　木曽路　
つくば店

飲食 会員・ご同伴者お食事の方にグラスドリ
ンクサービス

160 doppeL ドッペル 時計 オーバーホール（OH）10％OFF

161 わんわんランド 複合施設
入園料割引　大人（中学生以上）1,500
円 → 1,200円
小人（3才～小学生）700円 →500円
※カード１枚につき5名様まで割引。

162 つくば陶芸教室 陶芸
手びねり体験　通常2,000円 → 1,800円
※他の割引との併用不可　
※本人と同伴者１名に適用

163 筑波山温泉　つくば湯 温泉
入浴料100円割引
※他の割引との併用不可　
※同伴者9名まで利用可

164 手作処  かっぱ本舗 和菓子 団子20％引き

165 南部珈琲 飲食・販売 店内商品・喫茶5％OFF（酒類除く）

166 そば茶屋  楽花亭 飲食 お食事された方へソフトドリンクサービス

167 味の老舗いしじま 販売 2,000円以上お買い上げの方に、落花生
甘露煮サービス

168 コルカリーノ 販売 会員証呈示（本人）で「薫るかりんとう」
のサービス品をプレゼント。

169 Café hive（カフェ ハイブ） 飲食 １グループ様にワイン（赤or白）ボトル１
本サービス

170 パンダカフェ 飲食 全商品5%割引 
※毎月10日と20日（特典日）のみ

171 オプティマルヘルスセンター 施術院 初めての方： 自律神経コース通常9,500
円 → 特別割引7,500円（全て込み） 

172 うい庵 飲食 ホットコーヒーか紅茶をサービス　
※食事またはスイーツをご注文のお客様

173 （株）小美玉ふるさと食品公社
飲食・
販売

そらの駅そ・ら・ら内ヨーグルトハウス、 
美野里売店にて5％OFF

174 御食事処はるみ 飲食 ドリンクサービス（ウーロン茶など）

175 七福 販売 カード持参の方、お買い上げ金額の5%
相当の品物を進呈

176 タヤマ時計店 販売 メガネ20%OFF （会員の方と同伴者全員）

177 有限会社 内山家具店 販売 展示、在庫商品は当店特別価格より、さ
らに一割引きさせて頂きます。

178 レストランフレンチ 飲食 会員証ご呈示の方に限り、ソフトドリン
ク1杯サービス

179 やわらぎファーム 複合施設
入園料お支払いでフルーツ狩りの方に、
オリジナルアイスクリーム 50円引き
※会員の方と同伴者全員　
※フルーツ狩り：6月中旬～11月下旬

180 池田マイカーセンター 自動車 整備工賃5%OFF

181 欧風レストラン カウッパトリ 飲食 ソフトドリンク一杯サービス

182 髙橋肉店 販売
当店の揚げ物を1,000円以上お買い上げ
で、当店一番人気の「ばぁちゃんコロッケ」
を１枚プレゼント!（売り切れ時は変更）

県　南　地　区

県　北　地　区

　 JA年金友の会 特典協力店舗一覧
特典協力内容は都合により変更・中止となる場合がございます。全店とも必ず最初に会員証をご呈示してください。

182店舗

お一人様50円引き（最大2名様まで）
他のサービス券等の併用はできません

特典
内容

1 ばんどう太郎グループ
ばんどう太郎・家族レストラン坂東太郎・
かつ太郎・親家さむらい・焼肉ダイニン
グ百萬太郎・ステーキハウス幌馬車・キャ
トル・セゾンの茨城県内にある坂東太
郎グループ店でご利用いただけます。 

ルーム料10%OFF特典
内容

2 カラオケ ビッグエコー
水戸店・上水戸店・那珂店・
笠間店・鉾田店・桜川店・
日立店・大宮店・つくば天
久保店・守谷店 県内10店
舗でご利用いただけます。

会員証呈示で3%割引特典
内容

5 ステーキ宮
土浦店・筑波学園店・守谷店・
牛久店・水戸インター店・ひ
たちなか店・水戸店・日立金
沢店・古河店・下館店・神栖
店でご利用いただけます。

会員証呈示で5%OFF特典
内容

4 亀印製菓
県内18店舗でご利用いた
だけます。
※セール品、特別除外品、
他のサービス券との併用は
できません。

人間ドック2,000円割引
（全額自己負担である場合に限る）

特典
内容

6 茨城県厚生連 病院
総合病院 水戸協同病院・県北医療セン
ター高萩協同病院・総合病院 土浦協同
病院・JAとりで総合医療センター・茨城
西南医療センター病院・土浦協同病院 
なめがた地域医療センター でご利用いただけます。

全品5%OFF特典
内容

3 AOKI
県内14店舗でご利用
いただけます。

70
ポケットファーム どきどき
茨城町店

飲食・販売

入浴料50円割引

47
金砂の湯
（JA常陸）

特典内容

温泉施設

パン工房でソフトクリー
ム・ホットコーヒー 50
円引き（茨城町店のみ）

特典内容

86
JA茨城旭村
 サングリーン旭

時期の旬の野菜・果物（さ
つまいも・メロン・イチゴ）
を1ケースのみ100円割引

特典内容

農産物直売所 142
やさと温泉「ゆりの郷」

御食事処「紫峰」ご
利用の会員の方のみ、
お一人様一杯「ソフト
ドリンク」サービス

特典内容

温泉施設


