ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

居酒屋よくばり

2020/11/27
住

カテゴリ

飲⾷

所

いわき市⼩名浜字本町69

電

話

特 典

0246-92-3601

Tポイント2倍 平⽇限定（⽉〜⽊）

0246-85-0762

粗品プレゼント

ベジ・ファース

素菜料理 Tea Pot

ト協⼒店,美容・ いわき市泉町6丁⽬7-4
健康,飲⾷

加圧world TOM

DOG SALON SLINKY

スポーツ,美容・
健康,運動

おしゃれ
その他,ペット

[健⺠カードご提⽰の⽅]
いわき市⼩島町2-9-14

0246-26-8232

◆⼊会⾦ 0円︕◆
いわき市泉町下川字前ノ原114

0246-38-8608

くつろぎ,ベジ・

お⾷事処 ⼀膳

◆運動体験またはケア体験1,000円︕◆※約30分1回限定

ファースト協⼒ いわき市平字童⼦町212

0246-25-4404

店,飲⾷

健⺠カードご提⽰の⽅
◆初回の⽅限定でマイクロバブルバスをサービスいたします︕◆
[ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆お⾷事メニューご注⽂の⽅へ冷奴⾖腐1つサービス︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
①初回限定︕全コース1,000円OFF︕(20分コース以上ご利⽤の⽅)

Body Labo いわきT1ビル店

くつろぎ
美容・健康

いわき市平字⼀丁⽬⼀番地 T1ビル1F

0246-88-1686

②平⽇限定︕お試しVIP90分
⼥性通常 11,220円→6,160円︕
男性通常 12,320円→7,150円︕
※10:00〜18:00限定 (最終受付 16:30)

CS60iwaki

美容・健康

いわき市内郷御厩町久世原227 2F

090-3983-5920

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆お会計時に1,000円割引︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆坂道ピラティス体験レッスン

加圧＆ピラティス スタジオ pino

スポーツ,運動

いわき市内郷綴町秋⼭1-9

0246-68-8630

通常4,320円→無料サービス︕︕
◆姿勢分析
通常3,240円→500円︕︕

いわき イルチブレインヨガ

TetraFitいわき⼩名浜店

スポーツ
美容・健康,運動

スポーツ,運動

[健⺠カードご提⽰の⽅]
いわき市郷ヶ丘4丁⽬26-26

0246-38-7726

◆初回体験レッスン
通常3,000円→1,000円︕

いわき市⼩名浜⼤原東⽥70-1

0246-38-3699

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆無料体験カードプレゼントいたします︕◆
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2020/11/27
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カテゴリ

所

電

話

特 典
[健⺠カードご提⽰の⽅]
・サーフィンスクール

スポーツ

GLORY-SURF

レジャー

いわき市四倉町東三丁⽬136-13

0246-38-5430

・サーフボードレンタル
・ウェットスーツレンタル

運動

◆500円OFFいたします︕◆
タニタ フィッツミー平堂の前店

スポーツ,運動

いわき市平堂の前19-3

0246-21-2278

[健⺠カードご提⽰の⽅]
初回に限り、体験料を無料にいたします︕
ご精算時に「ふくしま健⺠カード」ご提⽰の⽅
◆お買上げ⾦額より5％OFFいたします︕◆

コナカ⼩名浜店

おしゃれ,買物

いわき市⼩名浜岡⼩名字沖34-1

0246-92-3133

※他の割引券との併⽤不可
※その他特約店割引との併⽤不可
※お直し代、ネーム⼊れは割引対象外
ご精算時に「ふくしま健⺠カード」ご提⽰の⽅
◆お買上げ⾦額より5％OFFいたします︕◆

コナカ平店

おしゃれ,買物

いわき市⾕川瀬三丁⽬26-2

0246-25-4429

※他の割引券との併⽤不可
※その他特約店割引との併⽤不可
※お直し代、ネーム⼊れは割引対象外
ご精算時に「ふくしま健⺠カード」ご提⽰の⽅
◆お買上げ⾦額より5％OFFいたします︕◆

コナカ湯本店

おしゃれ,買物

いわき市常磐関船町ほう⽊作68-3

0246-44-1230

※他の割引券との併⽤不可
※その他特約店割引との併⽤不可
※お直し代、ネーム⼊れは割引対象外
[メガネ、サングラスご購⼊時、健⺠カードご提⽰で]

パリミキ イトーヨーカドー平店

おしゃれ
暮らし,買物

いわき市平6町⽬6番地2 イトーヨーカドー4F

0246-24-2800

パリミキ価格より5％OFF︕
※⼀部特価品は除く
クリーナーセットプレゼント︕

ほぐしま専科 いわき中央台店

ほぐしま専科 ヨークタウン上荒川店

くつろぎ
美容・健康
くつろぎ
美容・健康

いわき市中央台⾼久2丁⽬25-1

0246-38-4667

当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕

いわき市平上荒川字安草40番地 ヨークタウン上荒川店内

0246-85-0607

当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]

おしゃれ

NATURE Revel

暮らし
美容・健康

いわき市⼩名浜⻄君ケ塚町19-1

0246-88-8399

①新規のお客様限定 似合わせカット＋コラーゲン配合カラー 通常9,720円→6,500円︕
②カット＋ハイクラスカラー＋プラチナトリートメント 通常14,580円→9,720円︕
③似合わせカット＋ヒアルロン酸配合デザインパーマ 通常9,720円→7,500円︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
いわき湯本温泉 吹の湯旅館

HAIR&MAKE EARTH いわき店

橋本酒店 community cafe & bar

2020/11/27
住

カテゴリ
くつろぎ
温泉,飲⾷
おしゃれ
美容・健康

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

所

電

話

いわき市常磐湯本町吹⾕48

0246-42-2158

いわき市平倉前112-9

0246-35-5355

いわき市常磐関船町迎35-2

0246-42-2248

特 典
◆ご⼣⾷時にお酒またはソフトドリンク1本サービス︕
※お⾷事付きプランの⽅のみ
◆カラー、カット、パーマ
各2,500円(税別)
[1,000円以上お買上げの⽅]
健⺠カードご提⽰で
タイカレーペースト1つプレゼント
【ご新規様限定】⻭のホワイトニング(21分)

エステティックサロン Azabu Juban〜⿇布⼗番〜

おしゃれ,暮らし いわき市平⾕川瀬字吉野作5-1

0246-38-8826

◆通常9,800円→5,800円(税別)
※他のクーポンとの併⽤不可

着物処 四⽉⼀⽇(わたぬき)

おしゃれ
⽂化・芸術

◆無料着付け教室をサービスいたします︕◆
いわき市平上荒川字桜町10-4

0246-88-8668

※浴⾐、袋帯、名古屋帯、お太⿎、普段着等々

センターに来店し、1,000円以上お買い求めいただいたお客様、健⺠カードご提⽰で
いわきヤクルト錦センター

美容・健康,買物 いわき市錦町中央三丁⽬1-9

0246-63-4182

「ヤクルト400」1本プレゼント︕
※サービス時間13:00〜16:00

センターに来店し、1,000円以上お買い求めいただいたお客様、健⺠カードご提⽰で
いわきヤクルト泉センター

美容・健康,買物 いわき市泉町六丁⽬7-5

0246-56-0091

「ヤクルト400」1本プレゼント︕
※サービス時間13:00〜16:00

センターに来店し、1,000円以上お買い求めいただいたお客様、健⺠カードご提⽰で
いわきヤクルト⼩名浜センター

美容・健康,買物 いわき市⼩名浜林城字榎町9-1

0246-58-6337

「ヤクルト400」1本プレゼント︕
※サービス時間13:00〜16:00

センターに来店し、1,000円以上お買い求めいただいたお客様、健⺠カードご提⽰で
いわきヤクルト湯本センター

美容・健康,買物 いわき市常磐関船町宮下49-1

0246-44-4251

いわきヤクルト内郷センター

美容・健康,買物 いわき市内郷内町⾦坂44-7

0246-26-2267

「ヤクルト400」1本プレゼント︕
※サービス時間13:00〜16:00

センターに来店し、1,000円以上お買い求めいただいたお客様、健⺠カードご提⽰で
「ヤクルト400」1本プレゼント︕
※サービス時間13:00〜16:00
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所

電

話

特 典
センターに来店し、1,000円以上お買い求めいただいたお客様、健⺠カードご提⽰で

いわきヤクルト平北センター

美容・健康,買物 いわき市⾚井字⼤根内1-7

0246-22-4337

「ヤクルト400」1本プレゼント︕
※サービス時間13:00〜16:00

センターに来店し、1,000円以上お買い求めいただいたお客様、健⺠カードご提⽰で
いわきヤクルト草野センター

美容・健康,買物 いわき市平泉崎字向⼭146-9

0246-34-8960

「ヤクルト400」1本プレゼント︕
※サービス時間13:00〜16:00

スタジオレッスン(最⼤20のプログラム)の中から2プログラム（2,860円税込）が無料体験で
きます︕
※リラックス系、ストレッチ系、筋⼒強化系、ダンス系のプログラムからお好きなものを選び
体験ください
4つのサークルレッスンの中から、1レッスン（1,650円税込）が無料体験できます︕
①AHEI 国際ハートフルエクササイズ
・社交ダンスのステップを基本にしながら、素敵な⾳楽に合わせ、ペアでなく、
⼤勢で楽しめる新しいエクササイズです。

スポーツ

100% Body studio Fabulous

美容・健康

いわき市平上荒川桜町22-1

0246-68-7194

運動

認知症予防と、リズム感覚向上に効果的なサークルです。
②筋⾁⼥⼦クラブ
・美しい姿勢を作りながら、使える筋⾁をしなやかに
美しくアップさせるサークルです。
③筋⾁マンクラブ
・何歳になってもパワフルな筋⾁マン（現在、⼥⼦のみ）を
⽬指し活動しているサークルです。
④姿勢⼒アップレッスン
・⽇常⽣活の姿勢を意識して、⽣活の質をアップさせる
レッスンを⾏うサークルです。

【健⺠カードご提⽰のお客様】
フェイシャル・ボディサロン CoCote

美容・健康

いわき市中岡町4丁⽬8-9

0246-88-1034

◆全メニュー10％OFFにいたします︕◆
※⽉1回ご利⽤いただけます

リラクゼーション整体60分コース以上ご利⽤の⽅
リラクゼーションサロン 整体空間

美容・健康

いわき市泉ヶ丘1丁⽬38-27

080-5451-0457

◆10分延⻑サービスいたします︕◆
※⽉1回のみご利⽤いただけます
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【健⺠カードご提⽰の⽅】

いわき市暮らしの伝承郷

教養,⽂化・芸術 いわき市⿅島町下⽮⽥字散野14-16

0246-29-2230

いわき市アンモナイトセンター

教養,⽂化・芸術 いわき市⼤久町⼤久字鶴房147-2

0246-82-4561

いわき市⽴草野⼼平記念⽂学館

教養,⽂化・芸術 いわき市⼩川町⾼萩下タ道139

0246-83-0005

いわき市⽴美術館

教養,⽂化・芸術 いわき市平字堂根町4-4

0246-25-1111

・観覧料を団体割引料⾦適⽤にいたします。

【健⺠カードご提⽰の⽅】
・⼊館料のを団体割引料⾦適⽤にいたします。

【健⺠カードご提⽰の⽅】
・観覧料を団体割引料⾦適⽤いたします。

【健⺠カードご提⽰の⽅】
・常設展観覧料の団体割引料⾦適⽤
健⺠カードご提⽰の⽅

いわきニュータウンテニス俱楽部

スポーツ,運動

いわき市常磐上⽮⽥町磐ノ作21-2

0246-29-5121

◆⼀般スクールご⼊会の⽅、⼊会⾦を無料にいたします︕◆

＊ご予約時に「ふくしま健⺠カードあり」とお伝えいただいた⽅
◆宿泊代通常料⾦より10％引きいたします︕◆
ホテル⾼⽊屋

宿泊

いわき市久之浜町久之浜字中浜74番地

0246-82-2004

【サービス開始時期 2018年11⽉1⽇〜】

お⾷事されたお客様
⽜たんKOYAMA

飲⾷

いわき市平下荒川字砂⽥106-17

0246-28-5067

ト協⼒店,買物, いわき市⼩浜町北ノ作33-75

※シャーベットは当店指定品となります"

お⾷事された⽅限定

ベジ・ファース

カフェ&カントリー雑貨 Den-en 1958

◆シャーベットおひとつプレゼントいたします︕◆

0246-56-6903

◆ドリンクおかわり1杯サービスいたします︕◆

飲⾷

軽⾷・デザートご注⽂の⽅

ベジ・ファース

Cafeくるみの樹・ドックランKururu

ト協⼒店,遊び, いわき市常磐⻄郷町岩崎15

0246-51-3504

◆セットドリンク 通常+200円⇒+100円にてご提供いたします︕◆

飲⾷

ポーセラーツ体験

ベジ・ファース

craft cafe Lunetta

ト協⼒店,教養, いわき市⿅島町⽶⽥字沼⽥19-1
飲⾷

0246-29-7621

◆通常1,500円⇒1,000円︕︕◆
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特 典
健⺠カードご提⽰で

フルーツバーAOKI エブリア店

美容・健康,飲⾷

いわき市⿅島町⽶⽥字⽇渡5
⿅島ショッピングセンターエブリア1F

0246-46-0526

◆ジュース1杯50円引きいたします︕◆
※他の割引との併⽤、またはセール対象商品へのお値引はできませんので、予めご容赦くださ
いませ

cafe SHUCROOM

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

いわき市常磐上湯⻑⾕町上ノ台123-5

0246-43-0787

◆無添加⼿作りミニケーキサービスいたします︕◆

健⺠カードご提⽰の⽅
コーヒーフロートなどのフロートドリンク

その他,ベジ・

SLOW DAYS Cafe

ファースト協⼒ いわき市久之浜町久之浜北町21 浜⾵きらら内

090-6450-0876

店,飲⾷

◆アイスクリーム100円無料サービス︕
または
◆ドリンク単品100円引き︕

＊振袖をご購⼊orレンタルされたお客様
◆10万円以上のご利⽤で5,000円引きいたします︕︕
きものと帯 ふく屋

おしゃれ,買物

いわき市常磐上湯⻑⾕町釜ノ前73-1

0246-43-0298

＊卒業袴ご契約のお客様
◆30,000円以上のご利⽤で3,000円引きいたします︕︕

お⾷事された⽅に限り
カフェ

ＭＡＲＵＪＵ

飲⾷

いわき市勿来町酒井⻘柳14-4

070-3537-0010

飲⾷

いわき市勿来町酒井⻘柳14-4

0246-84-9774

いわき市⼩名浜字本町13-1

0246-52-2941

◆ドリンク1杯サービスいたします︕

定⾷ご注⽂の⽅に限り
お⾷事処 輪

ブティック シガ

おしゃれ,買物

◆お会計より100円引きいたします︕◆

ポイント2倍プレゼントいたします︕

※スタッフが居る時に限り
てるてる坊主 勿来酒井店

おしゃれ,その他 いわき市勿来町酒井⻘柳14

090-2976-8692

てるてる坊主 錦店

おしゃれ,その他 いわき市錦町作鞍76

090-2976-8692

てるてる坊主 窪⽥店

おしゃれ,その他 いわき市勿来町窪⽥町通4-11

090-2976-8692

◆乾燥機利⽤料100円無料サービスいたします︕◆

※スタッフが居る時に限り
◆乾燥機利⽤料100円無料サービスいたします︕◆

※スタッフが居る時に限り
◆乾燥機利⽤料100円無料サービスいたします︕◆
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特 典
結婚指輪を作られる⽅

ゆめづくり⼯房 Abond

ブランド館 ラトブ店

おしゃれ,買物

買物

いわき市泉町１-6-9

0246-51-5409

いわき市平字⽥町120 Latov 3F

0246-21-6000

いわき市植⽥町中央1丁⽬3-3 1F

0246-38-4880

ト協⼒店

◆⾦・プラチナ通常買取価格より1gにつき200円upいたします︕

健⺠カードをご提⽰いただいた⽅

ベジ・ファース

ダイニングキッチン ⽉海 -Ruu-

◆ダイヤモンド直径1.5ｍｍをサービスいたします︕

お1⼈様ソフトドリンク1杯サービスいたします︕

飲⾷

オーシャングリルシーガル

飲⾷

いわき市泉町下川字⼤畑17
⼩名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ 6階展望レストラン

お⾷事された⽅お1⼈様へ
0246-56-3311

ソフトドリンク１杯サービスいたします︕

健⺠カードご提⽰の⽅
浅草だるま屋

BRAVE

カルビ⼤将 いわき店
うまいものいっぱい いろはにほへと
いわき平⼆町⽬店

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

いわき市平字⼆町⽬16 マルワビル2F

美容・健康,運動 いわき市平字作町2丁⽬8-12 1F

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

0246-84-5729

0246-60-8123

いわき市平⾕川瀬3-23-1

0246-24-1281

いわき市平⼆町⽬33-1 2F

0246-35-0800

◆ドリンク1杯サービスいたします︕
※ビール、サワー類、ハイボール、ソフトドリンクに限る

⼊会⾦12,000円より2,000円引きいたします︕

ドリンクバー無料︕

アイスクリームをプレゼント︕

お会計時に総額より10％OFF︕
ビッグエコーいわき平店

レジャー,遊び

いわき市平字⼆町⽬14番地

0246-38-3317

※会員料⾦との併⽤可
※お会計時に健⺠カードをご提⽰ください

お会計時に総額より10％OFF︕
ビッグエコーいわき⿅島店

レジャー,遊び

いわき市⿅島町⾛熊字⼩神⼭66-2

0246-88-8185

いわき市平字四町⽬21-6

0246-23-2456

※会員料⾦との併⽤可
※お会計時に健⺠カードをご提⽰ください

ふくしま健⺠カードをご提⽰いただいたお客様
根本園

買物

→1割引のサービス︕︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
⼊会⾦(通常3,300円)+事務⼿数料(5,500円)

スポーツクラブ ルネサンスいわき

美容・健康

いわき市平⾕川瀬3-20-11

0246-21-1333

→無料サービス︕(8,800円分)

1グループお会計時5％割引︕
かっぱ寿司 いわき平店

飲⾷

いわき市平⾕川瀬字三⼗九町68

0246-35-6295

かっぱ寿司 いわき植⽥店

飲⾷

いわき市東⽥町2-18-9

0246-77-2801

かっぱ寿司 いわき⿅島店

飲⾷

いわき市⿅島町久保2-1-3

0246-76-0676

1グループお会計時5％割引︕

1グループお会計時5％割引︕

★初回初診料︓半額︕
★オイルエステ 初回施術料︓半額︕
さとる接⾻院

保健,美容・健康 いわき市⿅島町久保2丁⽬5-7

0246-85-0018

★院内物販︓特別価格にてご提供︕
上記3つ併⽤可能です

お買物された⽅、下記両⽅ともサービス︕︕
お菓⼦の ⾼⽉堂

買物

いわき市植⽥町中央1-2-5

0246-62-2756

yellow's

買物

いわき市平⾕川瀬双藤町89-1 ⼭野辺ビル1F-A

0246-38-8374

◆当店スタンプカード倍付けいたします︕
◆粗品(お菓⼦)1袋プレゼント︕

お買い物していただいた⽅に、ドリンク1杯サービス︕

⼀般医薬品・雑貨など全品10％引き︕
⽇本調剤株式会社 いわき薬局

フォトスタジオ みどりかわ

加圧＆ヨガスタジオ Next

スパリゾートハワイアンズ

保健,美容・健康 いわき市内郷綴町沼尻148-1

⽂化・芸術
暮らし

美容・健康

レジャー
遊び,運動

0246-45-2235

いわき市植⽥町番所下26-11

0246-62-2688

いわき市⿅島町久保1丁⽬11-6 KDKビル 2F

0246-85-0644

いわき市常磐藤原町蕨平50

0570-550-550

※⼀部商品・処⽅箋調剤は除く

スタジオ撮影のカットから6切サイズのカレンダー(2,000円相当)プレゼント︕

体験＆初回カウンセリング無料︕︕

⽇帰り⼊浴料⾦10％割引︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
[⽇帰り⼊浴]

元禄彩雅宿 古滝屋

SPACE

宿泊,温泉
美容・健康

美容・健康

いわき市常磐湯本町三函208

0246-43-2191

いわき市平字五町⽬6-1

0246-24-3100

いわき市平字⽩銀町9-1

0246-35-5515

ト協⼒店

※タオルは別販売

全メニュー10％割引きいたします︕

[ランチご利⽤時]

ベジ・ファース

グランパークホテル パネックスいわき

⼤⼈800円→200円引きの600円︕

100円割引きいたします︕

飲⾷

[60分以上のコースご利⽤の⽅]
ありがとう鍼灸院

割烹しが

MARIE NAILS いわきラトブ店

美容・健康

いわき市植⽥町中央1-8-19

070-2016-3939

飲⾷

いわき市⼩名浜中町境1-10

0246-53-3973

いわき市平字⽥町120 Latov3F

0246-24-8080

いわき市平字⽩銀町1-15

0246-22-3394

美容・健康

ストレッチ10分サービス︕

本⽇のおすすめ⼀品サービス︕

お会計時5％OFF︕

[当⽇料⾦より]
まちポレいわき

レジャー

マユール

飲⾷

いわき市平下神⾕字御城23

0246-68-7474

カネイチ⽇本屋削節店

買物

いわき市四倉町⻄⼆丁⽬14-7

0246-32-2358

⼀般︓300円引き︕
学⽣︓200円引き︕

ドリンク1杯サービスorデザートおひとつサービス

お買上げ⾦額より10％OFF︕

★新規のお客様限定★
KAINOS

美容・健康

いわき市泉町滝尻六百町１－１

泉テラス内Ｄ号室

080-5555-1045

全フェイシャルコース50%OFF︕︕

クリオホットカーボンテラピー(半⾝50分)
MERRY U

美容・健康

いわき市郷ヶ丘4-38-11

0246-29-8333

SLY

美容・健康

いわき市⼩名浜住吉字冠⽊14

0246-58-4642

6,600円→4,500円︕

トリートメント(ノーマル)50％OFF︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

ラーメン ⼤喜

飲⾷

ホテル浜とく

レジャー,宿泊

所

電

話

いわき市平中神⾕六本榎13-2

0246-34-8316

いわき市常磐藤原町蕨平32

0246-42-3665

特 典
[お⾷事のお客様]
フレッシュサラダ1つサービス︕
チェックイン時に健⺠カードご提⽰のお客様に、ご⼣⾷時⽇本酒またはジュース1本サービ

Flower studio MIYOKO

教養,⽂化・芸術 いわき市平字紅葉町41-3

0246-23-2228

ホテルいづみや

温泉

いわき市常磐湯本町吹⾕80

0246-43-2216

いわき湯本温泉 旅館こいと

温泉

いわき市常磐湯本町笠井1

0246-42-2151

RE:ALIZE OPTICAL

買物

いわき市平字⽩銀町6-7

0246-68-8222

和洋菓⼦ フルーツ せきね菓⼦舗

買物

いわき市泉町1-2-25

0246-96-6103

いわき市⿅島町久保2丁⽬6-11

0246-88-8575

いわき市⽥⼈町旅⼈字江尻71

0246-68-3321

お菓⼦,買物

いわき市⼩名浜⼤原⼩滝町7-13

0246-38-9145

おしゃれ

いわき市⿅島町船⼾字沼⽥1-15

ス︕

体験コースを10％OFF︕

[⽇帰り⼊浴]
700円→500円︕
[⽇帰り⼊浴]
⼤⼈1,100円→880円（タオル別販売）
メガネ＆サングラスメンテナンスクリーニング無料︕

[1,000円以上お買上げのお客様]

Hair Jamminʼ

⽥⼈おふくろの宿

ベーカリーハウス Algernon(アルジャーノン)

レディースケアサロン あおいとり

いわき新舞⼦ハイツ

美容・健康

レジャー

美容・健康

宿泊

ビルド船⼾２Ｆ （エステティックサロンＡ１a内）
いわき市平下⾼久字南⾕地16-4

070-5622-1896

0246-39-3801

焼菓⼦1個プレゼント︕

お会計時施術料より10％OFF︕

⼊浴料半額︕
500円→250円
1,000円以上お買上げの⽅に菓⼦パン1ヶプレゼント︕

リンパテックケア10分サービスorよもぎ蒸しのオプション500円分プレゼント︕
[ご宿泊の⽅限定]
お酒またはソフトドリンク1本サービス︕
コアビューティー＆美肌トリートメント
プレミアム トライアルコース 15,000円→10,500円(+税)

POLA ESTHE・INN みよ

美容・健康

いわき市泉町滝尻字加賀前23-13

0246-56-2722

スペシャル トライアルコース 12,000円→7,500円(+税)
ベーシック トライアルコース 10,200円→5,700円(+税)
※美肌トリートメントのみ（機器なし）
トライアル

3,700円（+税）〜のメニューもございます。

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話
★お会計時、50円引きいたします!

ベジ・ファース

彩花園

特 典

ト協⼒店,買物, いわき市渡辺町泉⽥字⼀丁⽬24

0246-44-3641

※10⽉〜11⽉上旬はキンピラ1つサービスいたします︕

飲⾷

⼿造りパンとカフェの店 サン・ミシュル

いわき市佐糠町東1-3-16

0246-62-9444

美容・健康

いわき市平⾕川瀬字双藤町88-1

0246-22-0152

エコホテル いわき湯本

宿泊

いわき市常磐上湯⻑⾕町釜ノ町9

0246-44-6100

パン⼯房 ⻨の穂

飲⾷

いわき市中岡町5-12-9

0246-63-1630

Oz Dezign / Oz English

買物

いわき市常磐⻄郷町⾦⼭359-1

0246-88-1737

地酒・海鮮料理 こけし

飲⾷

いわき市平字⽩銀町2－1

0246-23-1266

いわき市川前町上桶売⼩久⽥73-3

0246-84-2288

美容室 FIFTY ONE

いわきの⾥ ⻤ヶ城

おみやげ,飲⾷

レジャー,飲⾷

酒⽇和 ほろすけ

飲⾷

いわき市⼩名浜⾠⺒町26-2

0246-85-5226

お⾷事どころ 天政

飲⾷

いわき市平字童⼦町4－18

0246-24-0785

JOYFIT24いわき内郷

美容・健康,運動 いわき市内郷⾼坂町⼤町61-2

0246-38-5910

JOYFIT24いわき錦

美容・健康,運動 いわき市錦町落合11-3

0246-68-8481

JOYFIT24いわき⿅島

美容・健康,運動 いわき市⿅島町御代字堂ノ前42-1

0246-58-8590

2,000円以上お買上げで5％割引︕

[初回限定]
パーマ・カラー10％OFF︕
エコホテルいわき湯本のネーム⼊りボールペン1本進呈︕

税別1,000円以上お買上げの⽅に、⼩物のパン1コプレゼント︕

1,000円以上のお買い上げのお客様へ粗品プレゼント︕

ワンドリンクサービス︕

[御⾷事+御⼊浴トクトクプラン]
700円までのメニュー+400円の御⼊浴がセットで900円に︕
ドリンク1杯サービス︕
※対象外のメニューもございます
イカ天ぷら2枚サービス︕
ご⼊会時、⼊会⾦2,000円⇒無料
担当インストラクターによるカウンセリング・運動のアドバイス付
ご⼊会時、⼊会⾦2,000円⇒無料
担当インストラクターによるカウンセリング・運動のアドバイス付
ご⼊会時、⼊会⾦2,000円⇒無料
担当インストラクターによるカウンセリング・運動のアドバイス付
①⽇帰り⼈間ドック(男性)37,000円→34,000円(税別)

公益財団法⼈ 福島県労働保健センター
いわき健診プラザ

保健,健診,暮らし いわき市好間⼯業団地27-7

0246-84-6602

②⽇帰り⼈間ドック(⼥性)43,000円→40,000円(税別)※マンモグラフィー検査・⼦宮がん検
査含む
③健康診断を受診された⽅に健康づくりに役⽴つ「健康グッズ」を進呈(数量限定)

洋菓⼦ シャンティ

飲⾷

いわき市泉町滝尻字定ノ⽥223

0246-96-5656

1,000円以上お買上げの⽅
くまちゃんマドレーヌ1コプレゼント︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
ベネシュいわき⿅島店

2020/11/27

美容・健康
ベジ・ファース

かじまち ライトハウス

ト協⼒店,飲⾷

かねまん本舗 本店

住

カテゴリ

買物

所

電

話

特 典

いわき市⿅島町⾛熊字⻄反町1-1

0246-38-9289

⾜の相談カウンセリング通常2,160円⇒初回無料サービス︕

いわき市平倉前116-4

0246-23-8233

飲み物は、すべてラージサイズに致します。

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︕

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︕

いわき市北⽩⼟宮前59-1

0246-21-9454

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︕

ベジ・ファース

春⽊屋旅館

ト協⼒店
温泉

カフェ＆こだわりカレー

カリー⼯房

喜楽苑

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

コーヒーまたは紅茶(HOTまたはICE)
1杯サービス︕

とうふ屋⼤楽

買物

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︕

Fleur de Favoris

買物

いわき市錦町江栗3丁⽬63-1

0246-38-5127

切り花プレゼント︕

R-GUN studio

遊び

いわき市⼩名浜南富岡字真⽯86-1

0246-88-9357

貴千

買物

いわき市永崎川畑25

0120-507-134

橋本酒店

飲⾷

いわき市常磐関船町迎35-2

0246-42-2248

飲茶趣々

飲⾷

いわき市⿅島町御代字⼤⼀⽥6-1

0246-84-8246

⻁屋 多幸兵衛

飲⾷

いわき市内郷御台境町六反⽥29-4

0246-26-8860

Patisserie Umeno

買物

いわき市泉町3-3-3

0246-84-6490

いわき市郷ケ丘2-37-5

0246-38-9928

お会計から500円引き︕
※ご予約時に「ふくしま健⺠カード有り」とお申し付けください
700円以上お買い上げのお客様対象︕
「めひかりかまぼこ1枚」プレゼント︕
カードご提⽰の⽅で1,000円以上お買い上げの⽅に当店おすすめの飲むアルカリ温泉⽔「ふじ
さきの⽔」500mlを1本プレゼント。
お⾷事された⽅に烏⿓茶サービス︕
3,000円以上お買上げのお客様は⻁屋のたこ焼き8個⼊り1箱プレゼント︕
2,000円以上お買い上げのお客様は5％引き︕
粗品サービス︕
[ご新規の⽅]初⾒料から300円割引︕

アルファ健⾹館

美容・健康

※カイロプラクティック限定
※別途施術料⾦がかかります

トレジャーファクトリーいわき⿅島店

買物

いわき市⿅島町久保字反町11-5

0246-76-0720

トレジャーファクトリーいわき平店

買物

いわき市平⾕川瀬字堂ノ⼊43

0120-577-456

レジャー

いわき市四倉町⽟⼭字森内23

0246-33-3434

⼤野観光いちご園

買取⾦額10％UP︕(貴⾦属以外)
※お持込み買取のお客様限定
買取⾦額10％UP︕(貴⾦属以外)
※お持込み買取のお客様限定
いちご狩りシーズン中 お会計時100円引き︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話

特 典

麺遊⼼

飲⾷

いわき市平字中町14-2

0246-21-0774

お会計時50円引き︕

丸市屋 四町⽬店

買物

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︕

街のケーキ屋さん Cafe-konditorei Kaika

買物

いわき市⿅島町下蔵持字中沢⽬1-1

0246-68-8797

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♪ミニデザートプレゼントいたします♪

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︕

One Note Cafe

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

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

ベジ・ファース

イタリア料理とワインの店 terrazza

ト協⼒店
飲⾷

⾷楽なごみ家

飲⾷

いわき市平字⽥町120 ラトブ3F

0246-24-7530

ご飲⾷料⾦から100円引きいたします。

開花屋 楽麺荘 いわき総本店

飲⾷

いわき市内郷御厩町下能87

0246-45-3151

餃⼦3コ無料

いわき市勿来町四沢清⽔29-1

0246-65-4567

いわき市平⼤⼯町10-6

0246-25-1117

チェックアウトを10:00から11:00に延⻑︕

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︕

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︕

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︕

いわき市四倉町5-218-1（1Ｆ海側ピロティ）

0246-32-8075

ソフトクリーム全品50円引きいたします︕

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︕

天婦羅・とんかつ 天宝

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

お⾷事をされたお客様
ソフトドリンク1杯サービス♪
【宿泊のお客様】

ホテルフロンティアいわき

⾷処 くさの根

カフェハウス めーあ･べるく

宿泊

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
ベジ・ファース

焼⾁居酒屋 粋家

ト協⼒店
飲⾷
お⼟産
ベジ・ファース

道の駅よつくら港「道カフェ」

ト協⼒店
レジャー
買物,飲⾷

ペットホテル ポチの家

おしゃれ
その他,ペット

和菓⼦の久つみ

飲⾷

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。

海鮮寿司おのざき いわき駅前ラトブ店

飲⾷

いわき市平⽥町120

0246-25-1617

店⻑おすすめの⼀⽫サービス︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

2020/11/27

店舗名

ベジ・ファース

はなcafe a noeud

話

特 典
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︕

いわき市平新川町５４

0246-25-8230

1000円以上お⾷事の⽅、お会計から50円引き

買物

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︕

美容・健康

いわき市平字倉前117－1

0246-24-0041

ラインストーン20粒サービス

0246-26-0500

1000円以上ご購⼊で5％OFF︕
1000円以上ご購⼊で5％OFF︕

ト協⼒店,飲⾷

⽖美⼈

電

0246-23-1620

ベジ・ファース

heureux

所

いわき市平南⽩⼟１丁⽬１６－１２

ト協⼒店,飲⾷

Caferia

ネイルサロン

住

カテゴリ

お菓⼦⼯房Lupos 本店

買物

いわき市内郷御台境町六反⽥５３－２５

お菓⼦⼯房ルポ ラトブ店

買物

いわき市平字⽥町120

0246-21-8223

飲⾷

福島県いわき市⼩名浜住吉字冠⽊13-1

0246-38-3688

(有)菓匠庵

飲⾷

いわき市平字⽥町1 いわき駅ビル3F

0246-25-4524

菓⼦⼯房 KAMATA

飲⾷

いわき市平字⼩太郎町3-1

0246-22-0141

美容・健康

いわき市常磐⻄郷町忠多60-85

080-3338-1246

おさしみの宿 伊勢屋旅館

飲⾷

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

焼きたてパン⼯房 グランターブル

飲⾷

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︕

cafe TERRA

飲⾷

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︕

養⽥珈琲

飲⾷

いわき市⼩名浜字平蔵塚104-6

090-9671-9493

店内でご飲⾷の⽅はポットでコーヒーをお出しいたします。

韓国バルＫＡＮＲＡＫＵＹＡ

⼩名浜店

アジアンスタイルリラクゼーションサロン
laule'a mahina

FAAビル

or 巻き⽖矯正2000円OFF︕（7000円→5000円）

ドリンク１杯サービス
※⼀部商品は除く
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
お好きな焼き菓⼦を1つプレゼント︕
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!!

ベジ・ファース

平コノイエ

ト協⼒店

いわき市平⾕川瀬3丁⽬13-6

0246-23-8006

ドリンク注⽂の⽅にお菓⼦をサービスします。

福島県いわき市平掻槌⼩路２４５ 洋⾷レストラン 銀の⽷

0246-21-5460

【お⾷事の⽅限定】ミニデザートサービス︕

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︕

飲⾷

銀の⽷

飲⾷

Hair*face NICO

美容・健康

Gather ⼩名浜店

買物

いわき市⼩名浜岡⼩名作前11-1

0246-88-8980

靴下1⾜プレゼント︕

⾃家焙煎珈琲&紅茶 ウェルハース

飲⾷

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︕

ヒーリングサロン Maryu(マーリュ)
Lily of the Valley

美容・健康

飲⾷

いわき市内郷内町磐堰90-11
いわき市泉町1-1-2

090-8619-1063
0246-38-6044

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
当店ポイントカードに＋１ポイントプレゼント︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
ダイニングカフェ Run

2020/11/27

飲⾷

Nail＆BodyJewelry Ciel

美容・健康

いわき回転寿司屋 すし⼋

飲⾷

Hair garden ROOT

住

カテゴリ

美容・健康

所

電

話

いわき市東⽥町塩⽥3-19

0246-62-2728

いわき市常磐湯本町⼋仙57-1

0246-68-8900

いわき市郷ケ丘２丁⽬35-1

0246-29-2870

福島県いわき市泉町滝尻字神⼒前46

0246-88-8739

特 典
★セットドリンク⼀杯サービス︕︕
初回に限り、全メニュー500円ＯＦＦ︕

たまご焼き⼀⽫サービス
初回のお客様限定
パーマ・カラー・縮⽑矯正メニュー30％OFF︕︕

パスタと酒味の店 ワンモア

飲⾷

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︕

旬鮮⾷房 柚⾹

飲⾷

いわき市平⾕川瀬字明治町63-2

0246-21-9486

ソフトドリンク1杯サービス致します︕

恵伊登（えいと）

飲⾷

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︕

