
【御前崎市】　※「平日」は土・日・祝日を除く日として用いてます。 平成29年12月1日現在

区分 店舗・施設名 割引等特典 所在地 電話

買物 
㈲大山時計店
メガネの青山

特別割引商品を除いて１０％OFF 御前崎市池新田4128-1 0537-86-2157

買物 ㈲オカムラ靴店
20日、30日のお客様感謝デーに合わせ、優待カード提示のお客様は５％引き（一
部除外品があります）

御前崎市池新田5832-1
イオンタウン浜岡SC内

0537-86-7555

買物 小川写真スタジオ 証明、記念写真（高品質仕上）１０％OFF。その他にも割引あります。 御前崎市池新田3419 0537-86-4124

買物 ㈲カレラ 中古車お買い上げのお客様に、オイル４リットル無料進呈 御前崎市池新田7541-1 0537-86-5423

買物 
くすり・化粧品・たばこ
吉重

エステ割引券・スキンケアサンプルプレゼント。　無料で肌診断いたします。 御前崎市御前崎3011-2 0548-63-2130

買物 電器堂プラザよこた 10,000円以上お買い上げのお客様に粗品プレゼント
御前崎市池新田2465-
20

0537-86-2101

買物 ㈲ながしま茶園 いつでもきらりカードポイント ５倍進呈 御前崎市池新田2494-5 0537-86-2525

買物 西原写真店
デジカメプリントＬ版ご注文のお客様、２０枚以上１５％引き、５０枚以上２０％引き、
１００枚以上２５％引き

御前崎市池新田3946-8 0537-86-2818

買物 ㈲はいから館 全商品５％引き（学生衣料を除く） 御前崎市池新田3946-2 0537-85-8008

買物 ビーチグラス 全商品５％引き 御前崎市御前崎3141-6 0548-63-4518

買物 丸池製茶㈱
1,000円お買い上げごとにスタンプカードにスタンプを押印いたします。スタンプカー
ドにポイントが貯まれば景品と交換。

御前崎市新野585-14 0537-86-2498

買物 りとる母絵夢 お買い上げ金額に応じて、スペシャルエステ券など特典をプレゼント
御前崎市池新田2331-
13

0537-86-5496

買物 
サークルＫサンクス
御前崎新川橋西店

粉ミルク用のお湯を提供します。（ただし、哺乳ビン等の消毒はご遠慮ください。）
御前崎市池新田3589番
地の1

0537-85-7060

買物 
サークルＫサンクス
御前崎池新田大山店

〃
御前崎市池新田1573番
地15

0537-85-3161

買物 
サークルＫサンクス
御前崎市役所前店

〃
御前崎市池新田字西落
合5210

0537-86-7251

買物 
サークルＫサンクス
御前崎店

〃 御前崎市御前崎2954-5 0548-63-5800

買物 
ＢＵＮＧ　ＢＯＸ  （ブング
ボックス）

1,000円以上お買い上げのお客様でカードを提示していただくと、当店のポイント
カード　１ポイントを上乗せサービス

御前崎市池新田2495-
10

0537-85-8811

買物 
メガネ パリミキ
イオンタウン浜岡店

カードのご提示により、メガネ１組・フレーム・レンズ５％ＯＦＦ
御前崎市池新田5832-1
イオンタウン浜岡SC内

0537-86-7283

買物 
イトウシャディ
おっくる浜岡店

Wakuwakuカードポイント2倍進呈 御前崎市池新田5832-1 0537-86-8015

買物 ㈱スーパーラック浜岡店
現金で1,000円以上お買い上げのお子様連れのお客様にポイント2倍進呈。ポイン
トは商品券や商品と交換することができます。

御前崎市佐倉2991-2 0537-86-8976

買物 母絵夢 1,000円以上お買い上げのお客様に、プレゼント進呈 御前崎市池新田2683-3 0537-86-7238

買物 ㈱橋本屋　浜岡店 5,000円以上現金にてお買い上げのお客様に、レジにて粗品進呈 御前崎市池新田3834-1 0537-86-2118

買物 スギモト化粧品店 5,000円以上お買い上げのお客様に、２００円分の商品券プレゼント 御前崎市白羽4508-1 0548-63-2229

買物 ローソン御前崎浜岡店 粉ミルク用のお湯を提供します。
御前崎市池新田７７３８
‐１

0537-85-5000

買物 中山酒店 きらりカード　ポイント2倍進呈
御前崎市塩原新田592-
6

0537-86-2234

買物 メンズショップ　カツミ 全商品５％引き 御前崎市池新田2475-6 0537-86-3044

買物 ㈲今村商店 毎週日曜日は、全商品５％割引(ただし学生衣料を除きます) 御前崎市白羽5984－3 0548-63-2770

買物 
デイリーケア
セイジョー浜岡店

お会計時クラブカードと優待カード同時にご提示頂き、税込1,000円以上購入時20
ポイントプレゼント※1日1回

御前崎市池新田4110-1 0537-86-9330

飲食 
イタリアンジェラート・
マーレ

５００円以上お買い上げのお客様にミニ菓子プレゼント
御前崎市港6099-7 な
ぶら市場内

0548-63-5963

飲食 京城苑
5,000円以上のご利用のお客様には２００円分、10,000円以上のお客様には５００
円分の割引券進呈（３ヶ月有効）

御前崎市佐倉3997-2 0537-86-8088

飲食 中華飯店　三恵 お食事されたご家族の、小学生以下のお子様にキャンディーをプレゼント 御前崎市白羽521-3 0548-63-3806

飲食 錦亭
お食事されたご家族の、中学生以下のお子様にアイスクリームかジュース１本
サービス

御前崎市佐倉1911-1 0537-86-7617

飲食 ㈲浜岡松乃鮨 お食事されたご家族の、中学生以下のお子様に抹茶アイスクリームサービス 御前崎市池新田460-2 0537-86-5688

飲食 みらくる 食事されたご家族の、中学生以下のお子様にドリンク１杯サービス 御前崎市佐倉3901-3 0537-86-7374

飲食 マクドナルド　浜岡店
ハッピーセットチーズバーガーセット特別価格（ハッピーセットチーズバーガーセット
を販売していない場合は、ハッピーセットチキンマックナゲットセットを同一価格でご
提供いたします。）

御前崎市池新田7676-1 0537-63-0096

飲食 
ザ・ラーメン
どさん子大将浜岡店

パリッとアイス（手作り）一人１つサービス又は同等のもの 御前崎市合戸3050 0537-86-4348

飲食 中華料理　伯竜 いつでもきらりカードポイント1割増し 御前崎市白羽3615-1 0548-63-4955

「しずおか子育て優待カード」協賛店舗一覧



区分 店舗・施設名 割引等特典 所在地 電話

宿泊 民宿　御浜 宿泊の御家族の、小学生以下のお子様分は宿泊料金１０％割引 御前崎市佐倉1254-1 0537-86-6618

宿泊 旅館　相良萬 宿泊、食事の御家族の、小学生以下のお子様にジュース１本プレゼント
御前崎市池新田3344-
2-1

0537-86-3261

宿泊 
ホテル　ルートイン
御前崎

ご家族・お子様のご宿泊時、宿泊料金より８％割引き
御前崎市池新田２５２５
－１

0537-85-0511

遊び 
乗馬クラブ
パロミノ・ポニークラブ

体験乗馬、乗馬教室４回コースを２０％引き。ただし、初回のご利用に限ります。事
前に予約をお願いいたします。

御前崎市佐倉4556 0537-86-8757

遊び 浜岡グランドボウル
受付時に提示していただき、通常ゲーム料金より１ゲーム１００円引き（セットクー
ポン等は除きます。）。

御前崎市池新田5424-1 0537-86-3121

学び 
御前崎市
清川泰次芸術館

中学生以下のお子様に、記念品（鉛筆）贈呈 御前崎市御前崎45-31 0548-63-6966

学び 学研教室　大山教室
「学研教室オリジナルグッズ」プレゼント！※学研教室を初めてご利用される方に
限ります。※予定数量に達した場合は、他のプレゼントに変わることがあります。ご
了承ください。

御前崎市御前崎58-2 0548-63-4329

学び 学研教室　佐倉教室 〃 御前崎市宮内619 054-272-4190

学び 学研教室　白羽教室 〃
御前崎市白羽3511 白
羽神社となり

0548-63-4329

学び 学研教室　中遠教室 〃 御前崎市池新田3891 054-272-4190

その他 ガレージＲＵＳＴＹ オイル交換の工賃無料 御前崎市御前崎109-13 0548-63-3515

その他 ㈱野川商店　桜ヶ池ＳＳ 給油のお客様に、ウィンドウォッシャー１本贈呈と無料安全点検 御前崎市佐倉4550-16 0537-86-5800

その他 
掛川信用金庫
御前崎支店

「子育て支援定期積金」をお申し込みのお客様にサービス品プレゼント 御前崎市御前崎111-3 0548-63-3371

その他 掛川信用金庫浜岡支店 〃 御前崎市池新田3937-1 0537-86-2390

その他 いむら建築　不動産
★お子様ソフトドリンク無料サービス★おもちゃ又はお菓子パックプレゼント★パ
パ・ママいつもお疲れ様です！ドリンクサービス★キッズスペース有

御前崎市佐倉2976-1 0537-29-5201

その他 
コンディショニングルー
ム Ｋ－スマイル

学生の方に限り、カード提示（毎回）にて、加圧トレーニング及び酸素カプセルを
200円引きします。回数券購入時、カード提示にて500円引きします。

御前崎市池新田1683-
23

080-1552-6118

その他 
㈱野川商店
浜岡バイパスＳＳ

給油のお客様に、ウィンドウォッシャー１本贈呈と無料安全点検 御前崎市池新田6318 0537-86-4788

その他 
ハイナン農業協同組合
御前崎支店

(1) 定期積金「すくすく」をお申込みのお客様に ①＋0.2%の金利上乗せ ②粗品進
呈　(2) 定期積金「すくすくプラス」をお申込みのお客様に ①＋0.3%の金利上乗せ
②粗品進呈

御前崎市御前崎3573-1 0548-63-2390

その他 
ハイナン農業協同組合
白羽支店

〃 御前崎市白羽3521-28 0548-63-2395

その他 長嶋印章店 小学生以下のお子様の印鑑契約の方、１０％割引 御前崎市池新田5163-4 0537-86-3339

その他 
遠州夢咲農業協同組合
池新田支店

(1) 定期積金「すくすく」をお申込みのお客様に ①＋0.2%の金利上乗せ ②粗品進
呈　(2) 定期積金「すくすくプラス」をお申込みのお客様に ①＋0.3%の金利上乗せ
②粗品進呈

御前崎市池新田2504-1 0537-86-7105

その他 
遠州夢咲農業協同組合
浜岡東支店

〃 御前崎市佐倉1442-1 0537-86-2330

その他 
遠州夢咲農業協同組合
高松支店

〃
御前崎市塩原新田527-
1

0537-86-2285

その他 
遠州夢咲農業協同組合
浜岡中央支店

〃 御前崎市池新田91-1 0537-86-3226

その他 さくら美容室＆ソレイユ 平日、ご来店のお客様に、粗品プレゼント 御前崎市佐倉2347-10 0537-86-2453

その他 東京商会 クリーニング合計が1,500円以上は1割引とします。 御前崎市白羽4508-3 0548-63-3163

その他 新谷タタミ店 粗品差し上げます。 御前崎市白羽4512-6 0548-63-3045

その他 はな鍼灸整骨院
カードご持参の方、700円以上の自費治療100円引き!!足つぼマッサージ回数券を
購入の際は、なんと500円引き!!

御前崎市比木2579-1 0537-86-5113

その他 
島田信用金庫
御前崎支店

平成28年3月1日～平成29年3月31日までカーライフプランの適応金利について、
基準金利より0.2%引下げます。※詳しくはホームページをご覧いただくか、しましん
窓口係・営業係にお尋ねください。

御前崎市御前崎５１７４
番地の１

0548-63-3121

その他 
島田信用金庫
浜岡支店

〃
御前崎市池新田2497番
地の１０

0537-86-7211

○ いずれもお買い上げ、飲食等により、当該店舗を利用した際の特典です。　　

○ 『しずおか子育て優待カード』を提示してください。

※平成29年12月1日現在・・・その後の状況変化により変更が生じている場合がありますので、ご利用に際してはご注意願います。


