
店　　　　　　名 所在地 / 電話 割引対象品 / 割引内容  

一般財団法人
栃木県交通安全協会

栃木県宇都宮市昭和
３丁目２番８号
（しもつけ会館内）
０２８－６２２－８４８３

  下記の交通安全協会協賛店において、運転経
歴証明書を提示することにより、会員と同様の割
引制度が適用されます。
※  情報の内容が変更となっている場合もあり
　ますので、利用前には必ず確認をお願いしま
　す。

【宇都宮市】

宇都宮市曲師町2-1 全商品

　TEL：028-633-5865 20％引(現金)、15％引(カード)

宇都宮市大谷町1957-2 個人印刷物

　TEL：028-652-3747 10％引

宇都宮市二荒町5-12 個人印刷物

　TEL：028-634-7643 10％引

宇都宮市宝木町1-28-11 個人印刷物

　TEL：028-622-6953 10％引

宇都宮市中戸祭町833 各種工賃

　TEL：028-622-0328 10％引

宇都宮市塙田4-1-31 技術料

　TEL：028-622-6229 10％引

宇都宮市中一の沢町1-5
(1)車検整備付帯工賃
(2)車検時のオイル交換・代車

　TEL：028-634-2351 (1)25％引 (2)オイル交換券贈呈･代車代無料

宇都宮市桜5-3-6 エンジンオイル

　TEL：028-633-4092 20％引

宇都宮市中戸祭町867 修理部品

　TEL：028-622-5396 3％引

宇都宮市大寛2-9-7 修繕料

　TEL：028-634-7468 10％引

宇都宮市徳次郎町46 建設工事全般の諸経費

　TEL：028-665-1502 3％引

宇都宮市馬場通り4-1-1
うつのみや表参道スクエア

1F

　TEL：050-2016-2205 2万円引

宇都宮市上戸祭町60－1
消火器･火災報知機･防災設備等工事費
(一般家庭のみ)

　TEL：028-622-5481 5％引

栃木県交通安全協会協賛店

時計･宝石つるの

(有)トータルビジネス
サポート

(株)ヨコセ

関東自動車整備(株)

下野印刷(株)

(株)小川自動車

ホンダカーズ宇都宮
中央塙田店

新規賃貸システム･マンスリー契約1年以上の方

栃木防災(株)

(有)佐藤自転車商会

(株)新生工業

(株)レオパレス21･
レオパレスセンター
宇都宮西口店

(有)斉藤モータース

山形輪業
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宇都宮市下砥上町1493-7 家庭の防犯･防災設備設置工事(家庭のみ)

　TEL：028-645-2268 10%引

宇都宮市二番町1-25 建築塗装料（一般家庭のみ）

　TEL：028-633-0208 3％引～

宇都宮市大曽4-3-16 外構工事･造園工事等

　TEL：028-622-4573 5％引

宇都宮市馬場通り1-1-11 医療事務・初任者研修講座

宇都宮TDビルディング2F 5％～10％引

　TEL：028-624-2012

宇都宮市岩曽町1355 自分史自費出版

　TEL：028-661-4723 5％引

宇都宮市元今泉3-8-9 葉書・名刺印刷代

　TEL：028-634-2255 300円引

宇都宮市宿郷5-27-11 焼きそば

　TEL：028-633-1084 トッピング1種類サービス

宇都宮市今泉3-12-30 全商品

　TEL：028-622-8337 5%引

宇都宮市東簗瀬1-2-6 技術料

　TEL：028-634-6171 10%引

宇都宮市ゆいの杜5-4-23 車検･オイル交換･技術料

　TEL：028-667-1122 10%引

宇都宮市中今泉1-21-17 技術料

　TEL：028-610-7755 10%引

宇都宮市簗瀬町1535-2 オイル交換料

　TEL：028-634-8198 10％引

宇都宮市中今泉1-9-43 燃焼器具

　TEL：028-633-7741 20％引

宇都宮市元今泉5-1-23 リフォーム（税別50万円以上）

　TEL：028-689-1155 5％引  ※（但し、契約前に会員証を提示すること）

宇都宮市元今泉2-5-13 お米

　TEL：028-633-4574 5%引

宇都宮市中今泉3-29-3 事務用品（但し、一部商品を除く）

　TEL：028-634-7265 定価から20%引

宇都宮市御幸本町4880 レンタルタオル付き入浴料

　TEL：028-663-2641 600円

宇都宮市緑3-1-9 供物

　TEL：028-601-7781 10%引

(有)大橋通信商会

小花塗装(株)

円印刷(株)

辻めん食堂

(株)新三

(株)青松園

(株)ニチイ学館
宇都宮支店

(株)井上総合印刷

(株)鈴木モータース
宇都宮店

(有)今泉燃料

ホンダカーズ栃木
東簗瀬店

(有)吉田自動車
整備工場

ホンダカーズ宇都宮
中央駅東店

極楽湯宇都宮店

 みどり葬祭 

(株）カナメ 宇都宮営業所

(株)今源商店

(株)アサカワビジネス
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宇都宮市上横田町1479 洗車料

　TEL：028-658-1175 無料

宇都宮市末広2-12-23 技術料

　TEL：028-653-8738 10%引

宇都宮市大和1-7-11 技術料

　TEL：028-658-2593 10%引

宇都宮市双葉1-3-7 全商品

　TEL：028-658-0359 10%引

　TEL：028-655-5005 10%引

宇都宮市西川田本町
2-4-12

技術料

　TEL：028-658-0332 10%引

宇都宮市陽南3-11-25 入校料

　TEL：028-658-1362 5,000円引

宇都宮市今宮4-5-36 運賃

　TEL：028-684-2100 10%引

宇都宮市屋板町299-27 タタミ･フスマ･クロス･カーペット･カーテン等

　TEL：028-656-1730 5%引

宇都宮市五代2-28-11 全商品

　TEL：028-654-1918 10%引

宇都宮市今宮4-5-36 引越運送料

　TEL：028-684-2222 10%引

宇都宮市白沢町1662-4 ロードサービス

　TEL：028-673-4927 20%引

宇都宮市東梁瀬1-2-8 ロードサービス

　TEL：028-635-5119 20%引

宇都宮市上欠町505-2 ロードサービス

　TEL：028-645-7088 20%引

宇都宮市大通り4-3-19 レンタカー料金

　TEL：028-627-0543 5%引

宇都宮市東宿郷1-5-19 レンタカー料金

　TEL：028-651-2543 5%引

宇都宮市陽東1-9-23 レンタカー料金

　TEL：028-683-2543 5%引

宇都宮市二荒町9-5 レンタカー料金

　TEL：028-632-5515 5%引

(有)松本サイクル

カワサキプラザ宇都宮
インターパーク

宇都宮市インターパーク
5-1-22

技術料

亀田自動車工業(株)

(有)秀自動車工業所

(有)大和自動車

(株)尾股内装工業

(有)サンカップ

(株)日本引越センター

(有)バイクステーション
オオガキ

栃木県自動車学校

相良運輸(株)

オリックスレンタカー
栃木(株)
宇都宮駅西口店
オリックスレンタカー
栃木(株)
宇都宮駅東口店
オリックスレンタカー
栃木(株)
宇都宮陽東店

(有)大金商事

(有)さくらいレッカー

ワールドレッカー２４

オリックスレンタカー
栃木(株)
宇都宮二荒町店
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宇都宮市大通り2-4-6 宿泊料

　TEL：028-635-5511 5%～10%引

宇都宮市上戸祭町456-1 スーツ等

　TEL：028-643-7350 10%引

宇都宮市宮の内2-806-4 スーツ等

　TEL：028-655-2486 10%引

宇都宮市大通り5-1-13 お食事ご注文の方 

　TEL：028-621-8162 ソフトドリンク１杯サービス

宇都宮市上大曽町492-1 宿泊料　

　TEL：028-643-5500 10％引　

宇都宮市細谷1-6-25 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代

　TEL：028-650-5507 10％引

宇都宮市陽東3-27-15 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代

　TEL：028-613-6686 10％引

宇都宮市東簗瀬1-34-3 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代

　TEL：028-632-0731 10％引

宇都宮市みどり野町8-10 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代

　TEL：028-653-3996 10％引

宇都宮市茂原1-1-16 技術料 

　TEL：028-612-5701 5%引

宇都宮市新里町丙254

ろまんちっく村内

　TEL：028-665-8181

宇都宮市下栗町803 全商品

　TEL：028-656-6169 5%引

宇都宮市今泉新町185 全身リンパマッサージ（60分コース）

　TEL：028-612-6090 500円引

わざあり整骨院 宇都宮市さくら3-1-3 交通事故治療の際、保険手続きを無料代行・提携

　TEL：028-666-7234 弁護士相談料無料/骨盤・背骨矯正の施術料金を

初回20%引/インナーマッスルＥＭＳの施術料金を

初回50%引

宇都宮市駒生町3328-6 建物工事諸経費

　TEL：028-652-4067 10％引

宇都宮市鐺山町1-19 各種サービス

　TEL：0120-123-326 5％引

宇都宮市台新田1-7-6 運送代

　TEL：028-659-7590 10％引

紳士服コナカ
宇都宮雀宮店

メロディハウス

(株)ホテル東日本
宇都宮

ホテルニューイタヤ

紳士服コナカ
宇都宮上戸祭店

サトーカメラ
宇都宮雀宮店

アドバンスＭＣ(株)

道の駅うつのみや
ろまんちっく村

サトーカメラ
宇都宮細谷店

サトーカメラ
宇都宮本店

サトーカメラ
宇都宮簗瀬店

ご家庭なんでも応援隊
宇都宮店

(有)相沢カーゴ

湯処あぐり、アグリスパ入浴料（同伴5名可）
10％引

（有）フローリスト蘭

リンパケアサロン
manon

(有)矢古宇建設
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宇都宮市今宮4-44-1 技術料

　TEL：028-615-1550 10％引

宇都宮市宮の内2-1300 ロードサービス/オイル交換

　TEL：028-655-4888 20％引/10％引

宇都宮市道場宿町1245 商品購入の方

　TEL：028-667-3610 消費税分割引

宇都宮市石井町3149-28　 文具・事務用品代

宇都宮卸商業団地別館102号 15%引

　TEL：028-678-8175

宇都宮市下平出町1563 粗品贈呈

　TEL：028-661-0705 梨プレゼント

宇都宮市平出町2325-1 料金割引

　TEL：028-661-2783 500円引

宇都宮市兵庫塚3-44-7 飲食代

　TEL：028-655-4807 5%引

宇都宮市みどり野町8-15 飲食代

　TEL：028-653-1533 5%引

宇都宮市下栗町1535-21 ご飲食の方

　TEL：028-635-9514 コーヒー・ソフトドリンク1杯サービス

宇都宮市駒生町887-4 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

  TEL：028-650-7688 10％引

宇都宮御幸本町4863-17 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

  TEL：028-660-2388 10％引

宇都宮市城東1-10-35 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

  TEL：028-614-8288 10％引

宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ2-15-7 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

  TEL：028-657-8688 10％引

宇都宮市鶴田町2962-7 お食事の方

  TEL：028-633-8561 ソフトドリンク１杯サービス

宇都宮市一ノ沢町263-29 エアコンクリーニング

  TEL：070-8306-1996 １０％引

【小山市】

小山市若木町1-23-4 新規初回名刺に限る（1箱100枚）

　TEL：0285-30-5625 １箱540円にて提供

小山市西城南2-18-6 スーツ

　TEL：0285-28-2700 20%引（外販時はネクタイ進呈）

小山市城山町3-5-2 飲食代（1,000円以上ご利用の方）

　TEL：0285-21-1455 1名につきドリンク1杯サービス

（有)カーサービス小林

きくち梨園

やたべ理容室

とんかつ割烹さくら亭

（株）夢翔
（オートバックス）

刈部養鶏場
タンタハウス

フューチャー・ネット
ワーク(有)

ＡＯＫＩ
宇都宮インターパーク店

オモヤカフェ

ＴＢＩ　ｓｅｒｖｉｃｅ

(株)ダイサン
小山営業所

ニューテーラーズ
センチュリー

そば処みどり野山本

割烹　魚勇

ＡＯＫＩ　宇都宮駒生店

ＡＯＫＩ　宇都宮店

ＡＯＫＩ　宇都宮城東店

創作料理　隠れ家
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小山市中央町3-3-10 カレーセット注文の方

　TEL：0285-22-8855 「ナン」おかわり1枚サービス

小山市中央町2-5-23 宴会10名以上

　TEL：0285-23-6660 冷酒(４号)1本サービス

小山市西城南5-47-8 らーめん注文の方

  TEL：0285-28-7173 味玉トッピングサービス

小山市粟宮1-14-49 車検点検時

　TEL：0285-23-0388 代車無料

小山市羽川488-1 車検点検時

　TEL：0285-25-1471 代車無料

小山市神鳥谷296-1 車検点検時

　TEL：0285-25-1625 代車無料

小山市粟宮1-6-18 車検点検時

　TEL：0285-25-6228 代車無料

小山市羽川４９９－１ 車検点検時

　TEL：0285-22-1700 代車無料

小山市上石塚603 車検整備・持込及び代車無しに限り、

　TEL：0285-38-1733 オイル50％引・3,000円引

小山市駅南町1-2-20 2DKシャワー付きマンション賃貸料

　TEL：0285-27-5677 10%引

小山市駅東通り2-38-28
サンデュエル小山駅東1F

新規賃貸システム･マンスリー契約1年以上の方

　TEL：050-2016-2206 2万円引

小山市東城南4-6-3 特価品除く(1,000円以上購入の方)

　TEL：0285-28-2151 通常値引かつ3％引

小山市神鳥谷309-50 ロードサービス

　TEL：0285-22-3898 20%引

小山市駅東通り2-22-6 レンタカー料金

　TEL：0285-22-3543 5%引

小山市若木町2-3-4 レンタカー料金

　TEL：0285-25-5153 5%引

小山市神鳥谷202 宿泊料

　TEL：0285-24-5111 500円引（１名につき）

小山市西城南4-2-19 電動アシスト自転車

　TEL：0285-27-0704 定価から10％引

小山市中久喜1174-15 入校時(普通車等)

　TEL：0285-23-5555 5,000円引

小山市若木町1-9-24 オイル/車検整備料

　TEL：0285-22-1260 50%引/3,000円引

(有)割烹たる池

らーめん二代目吉田商店

(株)ホンダカーズ栃木中央
小山店

(株)ホンダカーズ栃木中央
羽川店

ヤスズカレー

スエヒロマンション

(株)レオパレス21･
レオパレスセンター
小山店

(株)小山中板堂

(株)ホンダカーズ栃木中央
神鳥谷店

(株)ホンダカーズ栃木中央
U-Select小山

(株)ホンダカーズ栃木中央
U-Select小山北

(有)清水自動車

小山グランドホテル

(株)関東商会

オリックスレンタカー
栃木(株)
小山駅前店

エーシー・エージェン
シー(株)

スタープレックスサイクル

小山中央自動車学校

(有)小山自動車整備工場
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乗馬クラブ 下都賀郡野木町野木3324 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

クレイン栃木 　TEL：0280-54-5588 商品を30％割引の3，500円で提供
※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

小山市東城南1-28-8 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

　TEL：0285-28-2888 10％引

【足利市】

足利市朝倉町245アピタ2F 全商品

　TEL：0284-73-7110 5%引

足利市今福町348 祭壇料の割引（事前申告時のみ）

　TEL：0284-22-0303 10％引

足利市五十部町272 (1)技術料 (2)エンジンオイル

　TEL：0284-21-1234 (1)5% 引(2)10%引

足利市借宿町411 (1)自転車 (2)二輪車 

　TEL：0284-71-1557 (1)10％引(2)5％引

足利市梁田町239-2 (1)自転車 (2)二輪車

　TEL：0284-71-2730 (1)10％引(2)5％引

足利市本城2-1908-6 二輪車のエンジンオイル交換

　TEL：0284-41-0049 10%引

足利市久保田町880-1
西久保田工業団地内

中古タイヤ

　TEL：0120-27-3440 10%引

足利市本城1-1499-1 全商品

　TEL：0284-41-3521 5%引

足利市家富町2156 全商品

　TEL：0284-21-2835 10%引

足利市昌平町2338 入館料

　TEL：0284-41-2655 団体割引料金で優遇

足利市通2-14-7 入館料

　TEL：0284-43-3131 約20%引

足利市緑町2-3768 入館料

　TEL：0284-21-3808 約20%引

足利市駒場町1542 入館料（同伴5名可）

　TEL：0284-91-1026 20%引

足利市田中町934-1 レンタカー料金

　TEL：0284-73-2543 5%引

足利市南町4254-2 宿泊料

　TEL：0284-71-3333 5%引（電話予約のみ）

足利市福居町263-5 スーツ等

　TEL：0284-73-7434 10%引

ハートメガネ

(株)マルサン

横田自動車

ＡＯＫＩ　小山店

(株)エコアール

 (有)横島畳店 

 (有)杉江商店 

足利オートサイクル
山口輪業

バイククリニックコジマ

 カー＆サイクルタナカ 

栗田美術館

オリックスレンタカー
栃木(株)
足利市駅南口店

(株)ニューミヤコホテル

足利学校

市立美術館

草雲美術館

紳士服コナカ
足利福居町店
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足利市上渋垂町1188-1 車検点検時

　TEL：0284-73-5800 代車無料

足利市常見町2-7-3 車検時の技術料/車検時の代車

　TEL：0284-41-7791 10%引/無料

足利市千歳町85 理容料

　TEL：0284-40-1414 10%引

足利市朝倉町253-１ 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

  TEL：0284-73-4488 １０％引

【栃木市】

栃木市出流町141 コーヒー代

　TEL：0282-31-0638 150円引

栃木市都賀町家中6125-4 セットメニュー注文の方（出前は除く）

　TEL：0282-27-2111 10%引

栃木市大町22-55 飲食代（1,000円以上利用の方）

　TEL：0282-23-2917 5％引

栃木市大平町西水代1812 洋菓子

　TEL：0282-43-6602 粗品プレゼント

栃木市藤岡町藤岡212-6 供物

　TEL：0282-61-1187 2,000円引

栃木市城内町2-40-1 タイヤ購入者

　TEL：0282-22-8844 5%引

栃木市国府町51 車検時のオイル交換(普通･軽自動車限定)

　TEL：0282-27-4643 無料

栃木市大光寺町1260-1 車検時のオイル交換(普通･軽自動車限定)

　TEL：0282-27-3111 無料

栃木市平柳町2-14-11 車検時のオイル交換(普通･軽自動車限定)

　TEL：0282-27-2149 無料

栃木市大平町富田1784 車検整備時のエンジンオイル代（軽自動車限定）

　TEL：0282-43-2956 無料

栃木市大平町富田1756-5 軽自動車オイル交換

　TEL：0282-44-0606 １台1,000円で交換

栃木市尻内町632 二輪車車検時のオイル交換

　TEL：0282-31-0692 無料

栃木市昭和町4-19 ボディコーティング、フィルム施工

　TEL：0282-22-4621 5%引

栃木市藤岡町甲266 ルック・ホリデイツアー

　TEL：0282-62-2813 3%引

ヘアーサロンあかさか

ＡＯＫＩ　足利店

元祖手打ちそば
いづるや

（株）ホンダカーズ栃木中央
足利南店

（株）ハルミオート

藤岡セレモニーホール
みむら

VORTEX

(有)オカダ自動車

純手打ちそば･うどん店
山本庵

焼肉ステーキ　おおつか

精華堂パティー

(株)キョーホーオート

オートショップサカモト

車のエステＤＡＩＷＡ

大塚自動車工業(株)

泉自動車(株)

和久井自動車整備工場

(有)たび倶楽部
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栃木市倭町5-18 生活用品、介護用品

　TEL：0282-22-0367 10%引

栃木市都賀町大柿60 入園料

　TEL：0282-92-0871 20％引

栃木市樋の口町511-1 ロードサービス

　TEL：0282-22-4971 20％引

栃木市都賀町升塚591－1 レンタカー料金

　TEL：0282-27-0846 5%引

栃木市薗部町2-12-25 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代 

　TEL：0282-20-1515 10％引

栃木市西方町真名子1113 クイックガラスコートサービス

　TEL：0282-92-8377 クイックガラスコートサービス

栃木市平柳町3-22-25 車検点検時

　TEL：0282-27-7600 代車無料

栃木市箱森町41-11 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

  TEL：0282-23-6288 １０％引

【壬生町】

下都賀郡壬生町安塚
1170-6

整備技術料/車検整備時

　TEL：0282-86-0798 10％引/エンジンオイル交換・代車無料

下都賀郡壬生町安塚
793-18

整備技術料/車検整備時

　TEL：0282-86-3188 10％引/エンジンオイル交換・代車無料

下都賀郡壬生町安塚
874-3

ガソリン20Ｌ以上満タン給油の方

　TEL：0282-86-0368 洗車サービス

【那須塩原市】

那須塩原市永田町9-18 全商品(学生用品を除く)

　TEL：0287-36-0271 5％引

那須塩原市下永田
2-1020-3

食事代金

　TEL：0287-36-1038 5%引

那須塩原市安藤町40-476

　TEL：0287-63-1378

那須塩原市東栄2-4-8

　TEL：0287-62-0333

那須塩原市北栄町638-2 入校料

　TEL：0287-64-1225 5,000円引

那須塩原市下永田3-
1313-3

入校料

　TEL：0287-36-0292 5,000円引

(有)田村自動車整備
工場

ハシロージャパン(株)

サトーカメラ
栃木バイパス店

（資)佐山商店

栃木植物園大柿花山

鈴木自動車販売（株）

スズキ販売
壬生くるま市店

オートサービス
安塚給油所
スタンドスズキ

（株）ユサワ自動車

（株）ホンダカーズ栃木中央
栃木バイパス店

ＡＯＫＩ　栃木店

クリーニング「おおもり」
クリーニング代(ワイシャツ類外注品等特殊品を除
く)5％引

黒磯中央自動車学校

栃木県西那須野
自動車学校

赤羽呉服店

チキンハウス

五十嵐クリーニング
クリーニング代(ワイシャツ類外注品等特殊品を除
く)10％引
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那須塩原市東小屋461-8 技術料

　TEL：0287-65-0107 5%引

那須塩原市豊住町80-100 市内出張サービス整備技術料

　TEL：0287-63-6507 5%引

那須塩原市埼玉78-85 二輪車整備技術料

　TEL：0287-63-6656 5%引

那須塩原市大黒町4-22 オイル交換

　TEL：0287-62-8198 10%引

那須塩原市関谷1175 洗車･オイル交換･ガス器具

　TEL：0287-35-2331 10%引

那須塩原市上厚崎133-1 入会手数料

　TEL：0287-64-4564 50%引

那須塩原市黒磯幸町9-12 名刺・はがき印刷

　TEL：0287-62-1465 5%引

那須塩原市沓掛1-2-3 レンタカー料金

　TEL：0287-67-1543 5%引

那須塩原市百村3536-1
日帰り入浴料（午前10時～午後3時まで
休憩所付800円）

　TEL：0287-69-1126 100円引

那須塩原市板室1136 大人宿泊料

　TEL：0287-69-0224 500円引

那須塩原市末広町64-86 スーツ等

　TEL：0287-62-4768 10%引

那須塩原市下厚崎264-93 工事代金

　TEL：0287-62-0276 8％引

那須塩原市井口198-1 各種サービス

　TEL：0120-123-326 5％引

那須塩原市東原173-27 ロードサービス

　TEL：0287-62-4404 20%引

那須塩原市三区町594 ロードサービス

　TEL：0287-36-2165 20%引
那須塩原市扇町3-7
ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾗﾌｫｰﾚ１Ｆ 技術料500円引

TEL：0287-46-5078 （一部対象外のメニュー有）

【那須町】

那須郡那須町大字高久丙1 日帰り入浴料

　TEL：0287-78-6000 大人300円引、子供200円引

那須郡那須町大字芦野
2746

うなぎ料理

　TEL：0287-74-0010 100円引

 (株)鈴木モータース 

川崎屋商事(有)

ＡＴＣフィットネス

(有)山内自動車整備

相馬サイクルモータース

モトハウスマツモト

オリックスレンタカー
栃木(株)
那須塩原駅前店

大正村　幸乃湯温泉

板室温泉 勝風館

(有)エープリント

(有)ボディーショップ
イサオ

紳士服コナカ
黒磯店

フロムアート

ご家庭なんでも応援隊
本店

那須板金(株)

ホテルエピナール那須

創業300年
うなぎの丁子屋

LOVER'S

10



那須郡那須町大字高久丙
1338

食事代金

　TEL：0287-76-3486 5%引

那須郡那須町大字高久丙
1337

技術料

　TEL：0287-76-3719 10%引

那須郡那須町大字芦野
2614

石塀・墓石

　TEL：0287-74-0247 10%引

那須郡那須町大字高久丙
1732

入場券

　TEL：090-7715-5282 10%引

那須郡那須町大字高久乙
3375

入園・ファンタジーパス（大人・小人）

　TEL：0287-78-1150 300円引

那須郡那須町高久甲
上ノ台5760

入館料（1グループ、他券併用不可）

　TEL：0287-62-8388 200円引

那須郡那須町高久丙1790 入館料（大人のみ、同伴者含む）

　TEL：0287-76-7111 100円引

那須郡那須町高久丙132 入館料（1グループ、大人のみ）

　TEL：0287-78-6030 100円引

那須郡那須町高久甲
4583-16

キングハム製品10％引

　TEL：0287-63-8787 キング串フランク300円を150円

【佐野市】

佐野市堀米町3944-12 鞄

　TEL：0283-20-4100 10%引

佐野市七軒町2201 印刷料金

　TEL：0283-22-1311 10%引

佐野市富岡町58-4 技術料

　TEL：0283-22-3669 5%引

佐野市小中町415 技術料

　TEL：0283-23-5333 5%引

佐野市田島町199-1 技術料

　TEL：0283-23-6608 5%引

佐野市赤見町3177-2 技術料

　TEL：0283-25-0734 5% 引

佐野市富岡町207-3 パッケージ商品

　TEL：0283-23-3315 3%引

佐野市浅沼町467-2 レンタカー料金

　TEL：0283-27-1543 5%引

囲炉裏料理 与一

(有)小野自動車

那須ハイランドパーク

那須とりっくあーとぴあ

那須ステンドグラス
美術館

大越石材店

つれないつり堀・
つり天国

(有)スター印刷社

（有）関根モータース

 (株)岩澤自動車 

エミール　ガレ美術館

那須高原キングハム
・おみやげ館

ブル･ヴィラージュ

オリックスレンタカー
栃木(株)
佐野店

 (有)アズマオート 

(有)藤倉自動車

関東旅行(株)
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佐野市朝日町702-27 宿泊料、レストラン食事代(ランチを除く)

　TEL：0283-24-5000 10%引

佐野市出流原町1262 お食事の方

　TEL：0283-25-0228 コーヒーサービス

佐野市富岡町67-9 宿泊の方

　TEL：0283-22-1372 ソフトドリンクサービス

佐野市伊勢山町11-1 車検点検時

　TEL：0283-22-8600 代車無料

佐野市上台町2010 花等全商品(3,000円以上購入の方)

　TEL：0283-22-5443 5%引

佐野市高萩町1323-14 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

　TEL：0283-21-4288 10％引

【鹿沼市】

鹿沼市上材木町1737 飲食された方

　TEL：0289-60-1610 ドリップパックプレゼント

鹿沼市麻苧町1631 飲食された方

　TEL：0289-78-4225 ドリップパックプレゼント
鹿沼市鳥居跡町1416-14
鳥居跡ビルディング２Ｆ ご飲食の方 

　TEL：0289-60-2525 デザートサービス

鹿沼市西茂呂3-39-14 お食事（ラーメンご注文）の方

　TEL：0289-78-4618 ラーメン大盛追加料金なし

鹿沼市上材木町1785-9 寝具類

　TEL：090-3330-8531 10%引

鹿沼市千手町2556-1 生花

　TEL：0289-64-6611 10%引

鹿沼市栄町3-42-1 技術料/ロードサービス

　TEL：0289-65-4848 10％引/20％引

鹿沼市深津2527-4 技術料

　TEL：0289-76-3307 10%引

鹿沼市三幸町1521-1 技術料

　TEL：0289-62-2305 10%引

鹿沼市玉田町67 タイヤ交換･パンク修理技術料

　TEL：0289-64-2876 10%引

鹿沼市万町946-5 全商品

　TEL：0289-62-3891 10%引

鹿沼市野尻324-1 バス料金

　TEL：0289-64-4134 5%引

(株)ホテルサンルート
佐野

(株)ホテル一乃館

ＡＯＫＩ　佐野新都市店

Café 饗茶庵本店

日光珈琲朱雀

ずず　新鹿沼駅前

(有)旭館

(株)ホンダカーズ栃木中央
佐野伊勢山店

（有)花倶楽部いなば

(有)小塚自動車

(株)関東整備

(有)倉持タイヤ商会

ラーメン山いち

(株)シブエ

(株)黒川ホール

(有)関口モータース

(有)まことや商店

(株)横根交通
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鹿沼市緑町3-8-33 個人印刷物

　TEL：0289-62-4141 10%引

鹿沼市深津854-5 個人印刷・写真プリント料

　TEL：0289-76-1016 10%引

鹿沼市西沢町403 バッジ・トロフィー・カップ

　TEL：0289-77-2015 15%引

鹿沼市栃窪1255 入浴料（会員及び家族） 

　TEL：0289-65-1131 大人50円引、子供50円引

鹿沼市上野町329 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代 

　TEL：0289-63-3688 10％引

鹿沼市上石川1513－10 技術料

　TEL：0289-76-2016 10％引

鹿沼市茂呂780-13 車検点検時

　TEL：0289-76-2861 代車無料

鹿沼市鳥居跡町984-29 10名様以上でご利用の方

　TEL：0289-64-6373 ワイン１本サービス

鹿沼市白桑田513 車検時、後日使用のエンジンオイル交換無料券の贈呈

　TEL：0289-65-4141 法定点検時、エンジンオイル交換無料

鹿沼市貝島町796-3 飲食された方

　TEL：0289-62-3665 ソフトクリームサービス

【真岡市】

真岡市久下田1492 修理・板金･塗装

　TEL：0285-74-0185 5%引

真岡市長田1621-1 板金･塗装

　TEL：0285-82-2507 5%引

真岡市京泉616-7 板金･塗装

　TEL：0285-82-5031 5%引

真岡市中郷277-1 レッカー車利用料金

　TEL：0285-82-5245 5%引

真岡市久下田936 生活用品

　TEL：0285-74-0074 5%引

真岡市並木町1-13-12 レンタカー料金

　TEL：0285-83-9551 5%引

真岡市並木町2-27-5 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代 

　TEL：0285-80-5123 10％引

【芳賀町】

芳賀町大字祖母井南
1-10-10

板金･塗装

　TEL：028-677-0240 5%引

(株)大塚カラー

(株)関口七宝

ニューサンピア栃木

晃南印刷(株)

若駒

亀田自動車（株）

(有)梅山自動車

サトーカメラ
鹿沼晃望台店

（有）谷中輪勝園

(株)ホンダカーズ栃木中央
鹿沼インター店

日本料理　みしま

(有)柴山金物店

オリックスレンタカー
栃木(株)
真岡駅前店

サトーカメラ
真岡並木店

(株)真岡自動車整備
工場

(有)若林モータース

 (有)石川自動車整備
工場

(有)吉永自動車整備
工場
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芳賀町祖母井南1-19-12 お食事（お一人様1,000円以上）

TEL：028-348-2520 ソフトドリンク１杯サービス

【益子町】

芳賀郡益子町益子4264 益子焼商品(一部商品を除く)

　TEL：0285-72-3223 10%引

芳賀郡益子町益子3359 益子焼商品（一部商品を除く）

　TEL：0285-72-3373 20%引

芳賀郡益子町城内坂88 益子焼商品（一部商品を除く）

　TEL：0285-72-7711 10%引

芳賀郡益子町城内坂147 益子焼商品（一部商品を除く）

　TEL：0285-72-5578 10%引

芳賀郡益子町城内坂2 益子焼商品（一部商品を除く）

　TEL：0285-72-2081 10%引

芳賀郡益子町益子706-2 益子焼商品（一部商品を除く） 

　TEL：0285-72-4444 10％引

芳賀郡益子町益子2901 益子焼商品（一部商品を除く）

　TEL：0285-72-2231 10％引

芳賀郡益子町城内坂150 益子焼商品（一部商品を除く）

　TEL：0285-72-6003 10％引

芳賀郡益子町城内坂33 益子焼商品（一部商品を除く） 

　TEL：0285-72-5125 10％引

芳賀郡益子町益子3345-3 お食事1,000円以上の方

　TEL：0285-72-6033 ソフトドリンク１杯サービス

【下野市】

下野市石橋329 供物(造花を含む)

　TEL：0285-53-0324 10%引

下野市下古山2454-1 技術料・オイル交換/ロードサービス

　TEL：0285-53-8887 10％引/20％引

下野市石橋566 技術料

　TEL：0285-53-0329 5%引

下野市下古山2905-1 洗車料

　TEL：0285-53-3653 10％引

下野市下古山2990 入校料

　TEL：0285-53-2525 5,500円引

下野市柴255-2 入校料

　TEL：0285-44-5151 5,400円引

とよだ民芸店

やまに大塚

こうじんや

(株)つかもと

そば割烹 下野はが

(株)もえぎ

益子焼しのはら

キッチン＆カフェ　絵里珈

(有)陶庫

益子焼窯元共販センター

民芸店ましこ

(株)ＮＥＺＡＳ（ネザス）
サービス新庄石橋下古
山ガーデン

(株)栃交自動車学校

(株)小金井自動車学校

総合葬祭高橋造花店、
石橋葬祭ホール
たかはし

(有)奥田車体

(有)大塚輪業
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【大田原市】

大田原市佐久山2812-2 技術料

　TEL：0287-28-1267 5%～10%引

大田原市末広1-4-30 点検のみ

　TEL：0287-22-2080 点検10項目無料

大田原市黒羽向町1145 技術料

　TEL：0287-54-0446 5%引

大田原市狭原1157 技術料

　TEL：0287-54-1123 10%引

大田原市上奥沢85-5 オイル交換

　TEL：0287-22-1441 1Ｌ 100円引

大田原市城山2-15-6 洗車･オイル交換

　TEL：0287-23-1232 10%引

大田原市藤沢91-4 モーニングコーヒーサービス

　TEL：0287-28-2625 モーニングコーヒーサービス

大田原市南金丸2025 モーニングコーヒーサービス

　TEL：0287-23-1101 モーニングコーヒーサービス

大田原市富士見1-1631-4 入会手数料

　TEL：0287-22-6715 50%引

大田原市本町1-1-10 スーツ等

　TEL：0287-24-0707 10%引

大田原市浅香3-3578 ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代 

　TEL：0287-20-1551 10％引

大田原市山の手1-7-1 写真証明撮影

　TEL：0287-23-4116 100円引

大田原市美原1－6－18 貸靴代（同伴5名可）

　TEL：0287-23-4160 半額

大田原市中田原593-3 入浴料（水曜日・特別日を除く）

　TEL：0287-24-2525 100円引

大田原市中田原2082-3 結婚式契約者

　TEL：0287-23-4165 6名様食事会無料サービス

大田原市浅香3-3578-245 全商品（一部特価品、宅配代、補正代を除く）

　TEL：0287-20-2088 10％引

大田原市北野上3346-1 モーニングコーヒーサービス

　TEL：0287-54-2131

大田原市北野上3604-2 モーニングコーヒーサービス

　TEL：0287-54-2000

高木自動車(株)

車検のコバック
(有)高松自動車販売

(株)加藤石油

（株）関谷モータース

(有)青木自動車整備
工場

(有)室井自動車修理
工場

サトーカメラ
大田原浅香店

カメラの山口

王冠ボウル

大田原温泉ホテル
龍城苑

琵琶池ゴルフ倶楽部

那須野ヶ原カントリーク
ラブ

MAXGYM大田原店

紳士服コナカ
大田原店

(有)勝田屋記念会館

ＡＯＫＩ　大田原店

那須黒羽ゴルフクラブ

ゴルフ倶楽部
ゴールデンウッド
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【日光市】

日光市平ヶ崎188-1 結婚式御予約の方

　TEL：0288-22-1311 5%引

日光市山口847 洗濯代

　TEL：0288-26-1573 5%引

日光市今市754 飲食された方

　TEL：0288-22-7242 ドリップパックプレゼント

日光市鬼怒川温泉大原
521-2

飲食代

　TEL：0288-77-1984 5%引

日光市森友935-8 技術料

　TEL：0288-30-3088 10%引

日光市大桑町85-1 技術料

　TEL：0288-21-7911 5%引

日光市森友35-3 技術料

　TEL：0288-21-2167 5%引

日光市高徳728-1 技術料

　TEL：0288-76-8132 5%引

日光市今市802 技術料

　TEL：0288-21-0242 5%引

日光市小代296-1 ガソリン

　TEL：0288-27-0142 会員価格

日光市今市628 洗車50％引

　TEL：0288-22-1013 ガソリン会員価格

日光市平ヶ崎503 林業用機械

　TEL：0288-21-2140 10%引

日光市今市本町26-2 全商品

　TEL：0288-21-2123 5%引

日光市鬼怒川温泉大原
209-1

入場料

　TEL：0288-77-1000 200円引

日光市小佐越333 ゴーカート走行料

　TEL：0288-77-3500 200円引

日光市鬼怒川温泉大原523 看板製作費

　TEL：0288-76-0778 5%引

日光市鬼怒川温泉滝543 商品（一部除外品あり）

　TEL：0288-77-0133 5%引

日光市松原町10-9 全商品

　TEL：0288-54-1528 5%引

(株)あさの

土田クリーニング店

日光珈琲玉藻小路

市毛自動車整備工場

(有)高徳自動車整備
工場

(有)山中自動車整備
工場

手打 二八そば

ホンダカーズ
宇都宮中央日光店

 (有)荒井自動車整備
工場

(有)フジヤ

東武ワールドスクウェア

グランデ・イソーラ

(有)東商店

(株)かねます商事

今市マツカラー商会

鬼怒川工芸

(有)おおあみ

(有)さかえや食堂
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日光市安川町4-9 全商品

　TEL：0288-54-0272 5%引

日光市足尾町通洞9-2 坑内観光料

　TEL：0288-93-3240 100円引

日光市森友80-1 ロードサービス

　TEL：0288-22-6771 20%引

日光市鬼怒川温泉大原
1060

宿泊基本料金（現金精算）

　TEL：0288-77-0340 10%引

日光市鬼怒川温泉大原
1388-3

宿泊基本料金（現金精算）

　TEL：0288-76-0050 一人につき300円引

日光市鬼怒川温泉大原
1409

宿泊基本料金（現金精算）予約またはチェックイン時
に会員証提示

　TEL：0288-77-1289 10%引

日光市鬼怒川温泉滝359-2
宿泊基本料金（現金精算）予約またはチェックイン時
に会員証提示

　TEL：0288-77-1101 旅館内利用券（一部屋ごとに1,000円進呈）

日光市藤原1
宿泊基本料金（現金精算）予約またはチェックイン時
に会員証提示

　TEL：0288-77-1155 10%引

日光市鬼怒川温泉滝481
宿泊基本料金（現金精算）予約またはチェックイン時
に会員証提示

　TEL：0288-76-0020 10%引

日光市豊田446-1 スーツ等

　TEL：0288-30-3335 10%引

日光市今市639-10 1回で700円以上ご飲食の方

　TEL：0288-21-0375 100円の割引券サービス

日光市岩崎1032-5 ご飲食の方

　TEL：0288-27-3000 そばゼリーサービス

日光市小代371 飲食代

　TEL：0288-27-3535 5％引

日光市森友341-1 看板製作料

　TEL：0288-21-0195 5％引

日光市大沢町521-1 オイル交換

　TEL：0288-26-1130 10％引

日光市水無585 ロードサービス

　TEL：0288-26-2278 20％引

日光市大室362 各種サービス

　TEL：0120-123-326 5％引

(有)富士屋観光センター

足尾銅山観光

栃木菱和自動車販売
(株)

鬼怒川観光ホテル

ゆば御膳みやざき

ホテル白河湯の蔵

素泊まりホテル
ロマン新館つつじ店

旅の宿　丸京

鬼怒川パークホテル

（有)小代行川庵そば
組合

(有)つかはら美工社

(有)斉藤モータース

紳士服コナカ　今市店

やぶ定

観世音そば下の家

三幸自動車興業

ご家庭なんでも応援隊
日光店

17



日光市本町3-13 飲食された方

　TEL：0288-53-2335 ドリップパックプレゼント

日光市豊田79-1
イオン今市内

ＤＳＣ・ＬＷサイズの写真プリント代 

　TEL：0288-25-6610 10％引

日光市長畑626-3 技術料

　TEL：0288-27-1251 5%引

日光市鬼怒川温泉大原520 技術料

　TEL：0288-77-1763 5%引

日光市下鉢石町798-1 全商品

　TEL：0288-54-0323 5%引

日光市稲荷町3-321-3 全商品

　TEL：0288-53-0671 5%引

【高根沢町】

塩谷郡高根沢町宝積寺
2365

全商品

　TEL：028-675-1943 10％引

塩谷郡高根沢町光陽台
4-5-2

定食注文の方

　TEL：028-675-5181 アイスクリームサービス

塩谷郡高根沢町宝積寺
2265

IHクッキングヒーター、エコキュート

　TEL：028-675-4321 10％引

塩谷郡高根沢町宝積寺
2351

法定点検料

　TEL：028-675-0112 5％引

塩谷郡高根沢町大字石末
2032

新規申込者限定

　TEL：028-675-4835 読売ジャイアンツ　バスタオルプレゼント

塩谷郡高根沢町光陽台
4－16－2

スーツ等

　TEL：028-675-5451 10%引

塩谷郡高根沢町大字伏久
129

オイル交換

　TEL：028-676-0756 10％引

【さくら市】

さくら市喜連川4141-20 ディナーの方

　TEL：028-686-2690 ウーロン茶又はコーヒーサービス

さくら市氏家2780 全商品

　TEL：028-682-2370 5%引

さくら市氏家3536 オイル交換

　TEL：028-682-3347 10%引

サトーカメラ
イオン今市店

石田モータース

フクダオート

日光珈琲御用邸通

和食レストラン　麻希

(株)勝電気

高野自動車整備工場

グルメやまなか

長島洋品店

フクダヤ時計店

(有)神山自動車

創作厨房　吉見や

高橋電機工業

(有)読売新聞宝積寺
サービスセンター

紳士服コナカ
高根沢店

鈴木オート商会
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さくら市鹿子畑660 オイル交換

　TEL：028-685-3350 10%引

さくら市氏家3519-45 腕章、反射タスキ

　TEL：028-682-2621 5%引

さくら市氏家3450 入校料

　TEL：028-682-3141 5,000円引

さくら市氏家2839-9 ロードサービス

　TEL：028-682-4773 20%引

さくら市氏家2433 レストラン利用の方（サービスランチを除く）

　TEL：028-682-1122 5%引

【矢板市】

矢板市木幡1329-10 お好み焼注文の方

　TEL：0287-43-7896 100円引

矢板市川崎反町59-160 食事をされた方

　TEL：0287-43-4466 デザートサービス

矢板市荒井137 入校料

　TEL：0287-43-1267 5,000円引

矢板市木幡1528-2 オイル交換

　TEL：0287-43-0618 10%引

矢板市中463 (1)毎週第2･第4金曜日 (2)女性のみ限定

　TEL：0287-43-0431 (1)洗車無料他 (2)オイル･タイヤ交換等割引有

矢板市東町3008-4 オイル交換

　TEL：0287-44-0335 10%引

矢板市鹿島町4-14 洗車料

　TEL：0287-43-0881 10％引

矢板市針生71-3 洗車料

　TEL：0287-43-0220 10%引

矢板市富田57-1 砂利･砂･砕石

　TEL：0287-43-0212 5%引

矢板市下伊佐野7-2 太陽光発電システム･オール電化商品

　TEL：0287-44-0517 10%引

矢板市扇町1-6-1 全商品

　TEL：0287-43-2380 10%引

矢板市安沢2234 肥料（有機肥料代）

　TEL：0287-48-1777 50%引

矢板市富田528-1 全商品

　TEL：0287-43-2928 5%引

さくら那須モーター
スクール

(有)緑レッカーサービス

(有)ホテル清水荘

(有)石山自動車

(有)中村商会

(有)小磯自動車修理
工場

関東ホンダモーター
販売(株)

大塚自動車販売(有)

くじら亭

ともなりそば処　信生庵

矢板自動車学校

(株)渡辺工務店

(有)コジマ文具

(株)栃木コンポスト

(株)ヤマグチ

(株)スミスケ

(有)小久保商会

フローレンス花美
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矢板市中2013-3 スーツ等

　TEL：0287-40-3004 10%引

【那須烏山市】

那須烏山市中央1-11-11 全商品

　TEL：0287-82-2031 5％引

那須烏山市田野倉817-12 オイル交換/ロードサービス

　TEL：0287-88-2743 10％引/20％引

那須烏山市神長344-1 観光バス料金

　TEL：0287-84-1415 5%引(日帰)、3%引(宿泊)

那須烏山市福岡543 通常手数料

　TEL：0287-88-8435 2%引

那須烏山市中央2-12-3 全商品 （学生衣料を除く）

　TEL：0287-82-2608 5％引

那須烏山市向田332-1 エフエー観光友の会旅行参加者のみ

　TEL：0287-80-1234 5％引

那須烏山市谷浅見1013-1 オイル交換・技術料

　TEL：0287-84-0010 10％引

那須烏山市神長414-1 入校料

　TEL：0287-80-1234 5，000円引

那須烏山市金井2-5-9
ベンチャープラザ那須烏山 中古パソコン販売

　TEL：0287-82-7345 ３％引

【茂木町】

芳賀郡茂木町坂井491 オイル交換

　TEL：0285-63-0527 5%引

芳賀郡茂木町茂木169 オイル交換、パンク修理

　TEL：0285-63-0240 10%引

芳賀郡茂木町桧山120-1 ショートプログラム参加料(他割引と併用不可･

　TEL：0285-64-0100 要開催問合せ)  10%引

芳賀郡茂木町茂木1768-2 1,000円以上お買上げの方（毎月29日）

　TEL：0285-63-0130 100円引

芳賀郡茂木町大瀬17 1,500円以上利用の方(ソフトドリンク代)

　TEL：0285-63-2885 約200円引

芳賀郡茂木町大字後郷
1322

オートキャンプ場利用料

　TEL：0285-63-4043 10％引

芳賀郡茂木町大字茂木
1606

オートキャンプ場利用料

　TEL：090-7222-4612 10％引

(有)渡邊呉服店

(株)塩那自動車販売

(株)さくら観光

紳士服コナカ
矢板店

ガレージ　イズミ

烏山自動車学校

（株）パソコンお助け烏山

みなみなす不動産

(有)ますや

(株)エフエー観光

(株)桧山肉店

(有)大瀬観光やな

鷲の巣キャンプ場

(有)関沢自工

岩村サイクル

アクティブセーフティ
トレーニングパーク
もてぎ

もてぎ舟木沢ログの森
キャンプ場
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【市貝町】

芳賀郡市貝町市塙502 米･肥料･農薬を除く商品

　TEL：0285-68-1155 5%引

【那珂川町】

那須郡那珂川町馬頭91-10 5,000円以上お買上げの方

　TEL：0287-92-2211 5%引

那須郡那珂川町小砂2710 10,000円以上お買上げの方

　TEL：0287-93-0703 5％引

那須郡那珂川町小口1652 宿泊料

　TEL：0287-92-3355 1,000円引

【県外】

（千葉県）

千葉県我孫子市高野山
234-3

入館料

　TEL：0471-85-2212 20%引

千葉県山武郡芝山町岩山
111-3

入館料（同伴4名可）

　TEL：0479-78-0557 10%引

千葉県市原市山小川937 入園料（同伴4名可）

　TEL：0436-88-3001 10%引

千葉県富津市小久保1588 (1)拝観料 (2)土産品（同伴6名可）

　TEL：0439-65-1222 (1)20%引 (2)10%引

千葉県鴨川市小湊183-8 乗船券（同伴5名可）

　TEL：0470-95-2318 10%引

乗馬クラブ　 千葉県千葉市若葉区 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

クレイン千葉 北谷津町286 商品を30％割引の3，500円で提供

　TEL：043-228-5531 ※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

乗馬クラブ 千葉県富里市 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

クレイン千葉　富里 七栄650-203 商品を30％割引の3，500円で提供

　TEL：0476-90-1177 ※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

乗馬クラブ 千葉県富津市 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

クレイン千葉　富津 宝竜寺373-1 商品を30％割引の3，500円で提供

　TEL：043-228-5531 ※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

（埼玉県）

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
449

宿泊料（現金精算のみ、他割引との併用不可、
年末年始・GW・お盆・12月3日は除く）

　TEL：0494-66-1113 10%引

（合資)藤田製陶所

元湯東家

(株)阿部商店

和洋菓子わみや

市原ぞうの国

東京湾観音

我孫子市鳥の博物館

航空科学博物館

鯛の浦遊覧船協業組合

花のおもてなし長生館
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宿泊の方

　TEL：0494-66-3131

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
453-2

宿泊の方

　TEL：0494-66-0010 ジュースまたは日本酒1本サービス

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
419-1

宿泊の方

　TEL：0494-66-3168 ハウスワイン(赤または白)お一人様一杯プレゼント

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
489-2

Ａ・Ｂコース 大人1,800円を1,600円、子供900円を

　TEL：0494-66-0950 850円 全コース 大人3,300円を3,000円、        

子供1,600円を1,500円

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
813-4

ライン下り3kmコース 大人1,800円を1,600円、

　TEL：0494-69-2151 子供900円を850円 ライン下り6kmコース 

大人3,300円を3,000円、子供1,600円を1,500円

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
531－1

ライン下り3kmコース 大人1,800円を1,600円、

　TEL：0494-66-0890 子供900円を850円 ライン下り6kmコース 

大人3,300円を3,000円、子供1,600円を1,500円

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
2209-6

入園料

　TEL：0494-66-0959 大人500円を450円、子供250円を230円

乗馬クラブ　 埼玉県北足立郡 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

クレイン伊奈 伊奈町小室751-2　 商品を30％割引の3，500円で提供

　TEL：048-723-1700 ※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

東武乗馬クラブ 埼玉県南埼玉郡宮代町 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

＆クレイン 須賀110 東武動物公園内 商品を30％割引の3，500円で提供

　TEL：0480-92-4611 ※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

ＳＲＣ狭山 埼玉県狭山市笹井716 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

乗馬センター 　TEL：04-2954-4966 商品を30％割引の3，500円で提供

※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

（群馬県）

群馬県沼田市利根町平川
1113

お食事処で食事をされた方

　TEL：0278-50-8139 ドリンク（3種類の何れか）サービス

群馬県沼田市利根町老神
603

宿泊のお客様一人

　TEL：0278-56-2311 酒またはソフトドリンク1本サービス

養浩亭

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
1446

ワンドリンク券（生ビールジョッキ、ジュース、ウー
ロン茶、コーラ、日本酒）1人1枚サービス

秩父館

（株)荒川ライン下り

宝登山小動物公園
（秩父鉄道(株)）

小さなホテルセラヴィ

長瀞ラインくだり
（秩父鉄道(株)）

長瀞舟下り

尾瀬市場（利根町本店）

吟松亭　あわしま
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群馬県利根郡みなかみ町
猿ヶ京温泉1171

宿泊の方

　TEL：0278-66-1101 酒またはソフトドリンク1本サービス

群馬県利根郡みなかみ町
相俣248-2

宿泊代

　TEL：0278-66-1151 500円引

群馬県利根郡みなかみ町
湯宿温泉2381

宿泊の方

　TEL：0278-64-0011
銚子またはソフトドリンク（ウーロン茶など）1本
サービス

群馬県富岡市岡本1 入園料（1会員につき同伴5名可）

　TEL：0278-64-2111 300円引

群馬県利根郡みなかみ町
寺間18

通常ツアー価格より

　TEL：0278-72-1372 ご本人様のみ500円引

群馬県利根郡みなかみ町
小日向143

Ｔシャツプレゼント（1会員1回のみ）

　TEL：0278-25-4638

群馬県利根郡みなかみ町
相俣1731

Ｔシャツプレゼント（1会員1回のみ）

　TEL：0278-25-4638

群馬県利根郡みなかみ町
大穴142-1

通常ツアー（早朝ツアー・イベントツアーを除く、
他割引との併用不可）

　TEL：0278-72-2870 500円引

群馬県利根郡みなかみ町
川上131-5

木のぼりツアー代（予約時会員の旨伝達、
当日も会員証提示）

　TEL：090-5410-3799 1名につき500円引

群馬県富岡市富岡1-1 見学料（会員本人のみ）

　TEL：0274-67-0075 大人1,000円を900円。高校生・大学生250円を200円

群馬県前橋市
南町2-43-2

ご来店お買い上げの方、会員証ご提示の方

　TEL：027-243-1741 関口　コオ　パラオ共和国独立２周年記念切手をプレゼント

ＴＲＣ　 群馬県高崎市 乗馬スクール（45分）（定価5,000円［税抜き］）の

乗馬クラブ高崎 南大類町１２４ 商品を30％割引の3，500円で提供

　TEL：027-352-5250 ※騎乗の際は必ず装具レンタル料1，500円（税別）と一口保険、１日あたり210円が必要。会員と同伴
者１名まで、または会員家族２名まで。完全予約制のため、各施設に直接お問い合わせください

群馬県前橋市
荒牧町2-14-2

お買い上げ総額より10％引

　TEL：027-219-0088 （一部対象外商品有り）

群馬県前橋市
日吉町2-33-31

お買い上げ総額より10％引

　TEL：027-237-0888 （一部対象外商品有り）

群馬県前橋市
新堀町948

お買い上げ総額より10％引

　TEL：027-210-0488 （一部対象外商品有り）

源泉湯の宿　千の谷

湯宿温泉　湯本館

群馬サファリパーク

豆富懐石　猿ヶ京ホテル

レイクウォーク

猿山-MonkeyMountain

富岡製糸場

（株）セント・ポール・ギャ
ラリー

ＡＯＫＩ　前橋荒牧店

(有)カッパCLUB

バンジージャパン
「みなかみバンジー」

バンジージャパン
「猿ヶ京バンジー」

ＡＯＫＩ
前橋東部バイパス店

ＡＯＫＩ
前橋みなみモール店
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群馬県高崎市
大八木町1905-1

お買い上げ総額より10％引

　TEL：027-363-2488 （一部対象外商品有り）

群馬県高崎市
江木町1549

お買い上げ総額より10％引

　TEL：027-328-0388 （一部対象外商品有り）

群馬県藤岡市
上大塚311-1

お買い上げ総額より10％引

　TEL：0274-40-8188 （一部対象外商品有り）

群馬県伊勢崎市
東本町384-1

お買い上げ総額より10％引

　TEL：0270-21-8088 （一部対象外商品有り）

群馬県伊勢崎市
宮子町3420-9

お買い上げ総額より10％引

　TEL：0270-30-3488 （一部対象外商品有り）

群馬県太田市
新井町514-5

お買い上げ総額より10％引

　TEL：0276-47-0788 （一部対象外商品有り）

群馬県太田市
飯塚町658-1

お買い上げ総額より10％引

　TEL：0276-30-0888 （一部対象外商品有り）

群馬県みどり市笠懸町
阿左美1281-1

お買い上げ総額より10％引

　TEL：0277-77-1588 （一部対象外商品有り）

（茨城県）

茨城県久慈郡大子町袋田
978

1泊2食付基本料金(会員と同伴者3名まで、
ＧＷ・お盆・年末年始は除く）

　TEL：0295-72-3111 10％引

茨城県常陸太田市天下野
町2133-6

通行料（会員と同伴者4名まで）

　TEL：0294-87-0375 団体料金で優遇

茨城県常陸太田市天下野
町2133-6

受付時会員証提示

　TEL：0294-33-9747 オリジナルＴシャツプレゼント

茨城県常陸太田市
天下野町5788

宿泊で会員及び同伴者に

　TEL：0294-85-1126 珈琲又はソフトドリンクサービス

茨城県北茨城市
1泊2食付基本宿泊料金（会員と同伴者5名まで、
他の割引との併用不可）

大津町722 10％引

　TEL：0293-46-1111
日帰り温泉入浴料（会員と同伴者5名まで、
利用時間：11時～21時）

200円引

茨城県北茨城市磯原町
磯原130-1

会員証提示で優待料金（会員一家族まで）

　TEL：0293-43-4160 一般360円→260円、学生100円→80円

ＡＯＫＩ
伊勢崎宮子店

ＡＯＫＩ　太田店

ＡＯＫＩ
伊勢崎宮子店

ＡＯＫＩ　笠懸店

袋田温泉
思い出浪漫館

ＡＯＫＩ　高崎本店

ＡＯＫＩ　高崎江木町店

ＡＯＫＩ　藤岡店

ＡＯＫＩ　伊勢崎店

北茨城市歴史民俗
資料館
野口雨情記念館

竜神大吊橋

バンジージャパン
竜神バンジー

田舎のおもてなし
岩倉鉱泉

五浦観光ホテル
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茨城県北茨城市関南町
仁井田789

会員証提示で優待料金（会員一家族まで）

　TEL：0293-46-8600 一般300円→250円、学生100円→80円

茨城県水戸市宮町2-4-26 宿泊料（会員のみ）

　TEL：029-224-3005
シングルＣタイプ（シングルベッド）5,300円→
3,990円（朝食付・税込）

シングルＢタイプ（セミダブルベッド）5,800円→
4,590円（朝食付・税込）

館内レストランで食事注文の方

ソフトドリンク1杯サービス

茨城県水戸市宮町
3－2－14

宿泊料（会員のみ）

　TEL：029-231-8110
シングルベッドルーム5,000円→3,850円（朝食付
・税込）

館内レストランで食事注文の方

ソフトドリンク1杯サービス

茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町6881

1泊2食付基本料金（会員と同伴者3名まで、
ＧＷ・お盆・年末年始は除く）

　TEL：029-267-2151 10％引

茨城県東茨城郡大洗町
港中央10

入館料（会員のみ）

　TEL：029-266-3366 団体割引で優遇

茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町8249

入館料（会員と同伴者1名まで）

　TEL：029-266-2637 50円引

茨城県ひたちなか市
阿字ヶ浦552-18

乗り物券

　TEL：029-265-8185 1セット1,100円分を900円で販売（5セットまで購入可能）

茨城県笠間市旭町654
入館料（会員のみ、地下戦闘指揮所や他の割引
との併用不可）

　TEL：0296-73-5777 50円引

茨城県笠間市下市毛
861－3

1,000円以上購入の方

　TEL：0296-72-5665 10％引（割引除外商品あり）

茨城県笠間市笠間2258－1 笠間焼購入の方

　TEL：0296-72-3109 10％引（一部除外品あり）

茨城県笠間市平町1248－2 笠間焼等購入の方

　TEL：0296-77-3482 10％引

茨城県笠間市下市毛43－1 陶器・雑貨等購入の方

　TEL：0296-72-0198 5％引

茨城県潮来市あやめ
1－13－9

　TEL：0299-62-3110

10％引

北茨城市漁業歴史
資料館よう・そろー

みまつホテル

大洗美術館

常陸海浜公園
プレジャーガーデン

筑波海軍航空隊記念館

みまつアネックス

大洗ホテル

大洗マリンタワー

宿泊料（会員と同伴者1名まで、旅行斡旋業者利
用、他の優遇制度との併用、特別優遇期間は不
可）

笠間焼窯元共販センター

きらら館

いそべ陶苑販売センター

桧佐陶工房

ＩＴＡＫＯステーション
ＨＯＴＥＬ
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茨城県潮来市あやめ
2-19-1

　TEL：0299-62-4567

10％引

茨城県つくば市筑波753－1宿泊料（会員と同伴者1名まで、旅行斡旋業者

　TEL：029-866-0311 利用、他の優遇制度との併用、特別な期間〈ＧＷ

・お盆・年末年始等〉は不可）/日帰り入浴料（会
員と同伴者4名まで、利用時間12時～15時）

10％引/大人200円引、小人100円引

茨城県つくば市筑波
1050－1

宿泊料（会員と同伴者1名まで、旅行斡旋業者
利用、他の優遇制度との併用、特別優遇期間

　TEL：029-866-1111 は不可）

10％引

茨城県つくば市筑波64－2

　TEL：029-866-2222

不可）

5％引

茨城県つくば市沼田579 入園料（会員と同伴者4名まで）

　TEL：029-866-1001 大人1,500円→1,200円、小人700円→500円

※大人：中学生以上、小人：3歳～小学生

茨城県土浦市城北町2－24 宿泊料（会員と同伴者1名まで）

　TEL：029-822-3000 シングル素泊まり7,100円→5,700円、

ツイン素泊まり（2名1室）13,400円→10,400円

茨城県稲敷郡阿見町
廻戸5－1

観覧料（会員と同伴者3名まで）

　TEL：029-891-3344 大人500円→400円、小人300円→240円

茨城県潮来市水原1830－1 1泊2食利用プラン（会員と同伴者3名まで、宿指定

　TEL：0299-67-5611
の特別な日は除く、他の特典割引との併用不可）
/日帰り入浴料

500円引/200円引

茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町7986－2

1泊2食利用プラン（会員と同伴者3名まで、
宿指定の特別な日は除く、他の特典割引との

　TEL：029-267-3191 併用不可）/日帰り入浴料

500円引/200円引

茨城県笠間市笠間2290-4 会員に限り商品購入の方（優遇は名義人のみ

　TEL：0296-72-0509 とし、特別売出し期間及び特別商品は除く）

10％引

茨城県笠間市手越683 会員に限り商品購入の方（優遇は名義人のみ

　TEL：0296-72-4323 とし、特別売出し期間及び特別商品は除く）

10％引

茨城県常陸太田市
天下野町5788

宿泊で会員及び同伴者

　TEL：0294-85-1126 珈琲又はソフトドリンクサービス

ＨＯＴＥＬアネックス

宿泊料（会員と同伴者1名まで、旅行斡旋業者利
用、他の優遇制度との併用、特別優遇期間は不
可）

筑波山ホテル　青木屋

筑波山温泉
つくばグランドホテル

筑波山温泉
彩香の宿一望

※　紳士服コナカにつきましては、店舗が販売する商品券、補修費、ネーム刺繍費、送料、学生服は特典対象外となります。また、他の企業・団体のご優待割引との併用はできません。

※　この情報は、一般財団法人栃木県交通安全協会の御協力をいただき、取りまとめたものです。情報の内容が変更となっている場合もありますので、利用前には必ず確認をお願いします。

宿泊料（会員と同伴者1名まで、旅行斡旋業者利
用、他の優遇制度との併用、特別優遇期間は

つくばわんわんランド

ホテルマロウド筑波

予科練平和記念館

大津晃窯(有)

田舎のおもてなし
岩倉鉱泉

かんぽの宿　潮来

かんぽの宿　大洗

向山窯(株)
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