ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27

くつろぎ

ひのき酵素浴 杏樹

美容・健康

腸もみサロン YOLO

住

カテゴリ

所

電

話

特 典

<初回限定>
福島市鎌⽥字原際51-5

024-572-7660

ひのき酵素浴 通常 ⼤⼈3.500円(税込) 20％オフ→2.800円(税込)
⼊浴料、貸⼊酵着、貸タオル、貸ガウン付き、シャワー利⽤、ミネラルウォーター付き

憩い,美容・健康 ⼆本松市油井字⼀⽃内12-9 ファーム・コーポ102

090-6256-7144

初回限定価格 12,000円(税込) → クーポン利⽤で 6,000円(税込)︕

おみやげ

霊商ふれあいホール

やすまんしょ

お菓⼦

伊達市霊⼭町掛⽥字中町223

024-586-2979

スタンプシール 2倍進呈

その他
スポーツ

オノヤスポーツ MAX店

買物,運動

福島市曽根⽥町1-18 MAXふくしま3階

024-573-8607
FAX 024-573-8617

定価より10％OFF
★お昼のお客様限定!!ソフトドリンク1杯サービス

酒菜・そば厨房 咲くら

飲⾷

⼆本松市若宮2-201-2

0243-22-0962

ＳＨＯＫＯＤＯ－正光堂時計店

おしゃれ,買物

伊達市保原町字⼋丁⽬12

024-575-2101

株式会社 中⼭モーター

その他,暮らし

伊達市梁川町やながわ⼯業団地59-1

024-577-0771

★夜のお客様限定!!明⽇への活⼒１０００円割引券
※１ｸﾞﾙｰﾌﾟ１⽇１回6000円以上のご利⽤に限ります。

ジュエリー・メガネの点検、クリーニングサービス
エンジンオイル交換⼯賃、オイルエレメント交換⼯賃が無料︕
さらに、エンジンフラッシング剤（内部洗浄剤）が通常￥1,100（税込）のところ、半額の
￥550（税込）でご提供。

FUKUKAN いやしカフェ
SWEET HOUSE

美容・健康,飲⾷ 福島市町庭坂字荒町59-1
お菓⼦,その他
ベジ・ファース

⼿打ちそば なお

ト協⼒店,飲⾷

024-591-4892

ランチ5％引き

⼆本松市油井⾕地87-5

0243-23-2845

150円（税別）以下のお菓⼦、1個プレゼント︕

福島市荒町2-8

024-572-4286

福島市飯坂町湯沢26番地

024-529-6125

伊達市中志和⽥44-2

024-572-5565

伊達市梁川町字中町26

024-577-1002

福島市⼤明神8-1

024-573-6177

スポーツ

NPO法⼈ いいざかサポーターズクラブ

レジャー
遊び,運動

たなごころ接⾻院 併設 Body Toning Tanagokoro

時計・メガネ・宝飾

信夫⼭迎賓館「⽜かつ

サトウ

⽜若丸」

その他

おしゃれ,買物

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

まんじゅうの天ぷら（150円）をサービス
（ただし店内飲⾷に限る。お持ち帰り不可）
10％割引
4⽉〜11⽉まで
★筋膜リリース 初回限定1000円→500円
★全⾝リフレッシュ、おなか脂肪撃退、あしスッキリコース4000円→3000円
指輪・ネックレス・ブレスレット・イヤリング・ピアス・ブローチ・タイピン・
タイタック20％OFF
テイクＯＵＴ⇒お茶１本サービス
店内飲⾷⇒ソフトドリンク1杯サービス
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新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ
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特 典

おみやげ,ベジ・

道の駅 伊達の郷りょうぜん

ファースト協⼒
店,レジャー,遊

つきたて餅「福乃⽉」でお餅をお買い上げのお客様に特典

伊達市霊⼭町下⼩国字桜町3-1

024-573-4880

伊達市岡前 29-1

0120-63-7167

全品10％引き

024-571-1777

ポイントカード会員 ポイント2倍

伊達市⽉舘町下⼿渡字寺窪7

024-573-3888

ランチ5％引き

伊達市梁川町本町27-1

024-577-0358

当店のスタンプカード 2倍捺印します︕

福島市鎌⽥字⾨丈壇4-1

024-552-5365

福島県⼆本松市油井字福岡440

0243-24-5150

⼆本松市槻⽊81-4

0243-24-5656

1パック通常2つ⼊り→3つに︕

び,飲⾷

伊達の釜めし 番々

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
おみやげ,ベジ・

つきだて やさい⼯房

ファースト協⼒ 伊達市⽉舘町下⼿渡字寺窪7

交流館もりもり内

店,買物
くつろぎ

つきだて 花⼯房

宿泊,癒し
お⼟産

⽟泉堂

健康創造館

お菓⼦,その他

ホリスティカ

ほぐしま専科 安達店

スポーツハウス

ユナクオーレ

味⼯房 ひさご

有限会社

井上商店

不⼆家 福島⿊岩店

スポーツ,運動

暮らし
美容・健康

スポーツ,暮らし
美容・健康,運動

くつろぎ,飲⾷

おみやげ
買物,飲⾷
お⼟産
お菓⼦,飲⾷

ト,宿泊

くつろぎ,飲⾷

ポイント2倍にいたします︕︕

健⺠カードご提⽰の⽅
お電話でご予約時に「健⺠カードあり」とお伝えくださった⽅に ヨガマットを無料でレンタ
ルいたします。
福島市⼟湯温泉町字杉の下21

024-595-2329

⼆本松市若宮2-164-18

0243-23-5858

福島市⿊岩字浜井場9-1

024-545-8230

福島市郷野⽬字東1-46

024-503-0279

健⺠カードご提⽰の⽅へ
お会計の際100円引きいたします
健⺠カードご提⽰の⽅へ、
幻の鯛焼きを10個お買い上げの⽅に、1個サービスいたします。（5⽉から10⽉初旬は除く）
1,500円以上お買い上げのお客様には200円引きいたします︕
初回ご来店のお客様
ポイントカード3倍サービスいたします︕
※通常1,000円1ポイント。20ポイント貯めると500円券としてご利⽤いただけます。

憩い,美容

BISTRO Suzuki

※2020年7⽉1⽇からサービス開始
当店のポイントカード

くつろぎ,ペッ

⽝の美容&ホテル Poo

⼊会⾦5,500円を無料

福島市新町3-20 第8寿ビル1階

024-521-2135

グラスワイン1杯orソフトドリンク1杯サービスいたします︕
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⾞でご来店のお客様 1時間分(￥200)の駐⾞代⾦サービス致します!
・3500円以上ご飲⾷の⽅

おたこ

くつろぎ,飲⾷

福島市陣場町8-3

024-522-1647

・運転代⾏の⽅
・午後10時まで
・⼀組⼀枚

中華料理 珉珉

くつろぎ,飲⾷

福島市成川字這松3-2

0120-21-8036

満腹

くつろぎ,飲⾷

福島市仲間町1-24

024-521-3787

保原屋⾷堂

くつろぎ,飲⾷

福島市飯坂町東堀切11

024-542-4348

あじせん楓亭

くつろぎ,飲⾷

伊達郡川俣町飯坂字古中道5-2

024-565-3929

福島市⽅⽊⽥字仲河原3-18

024-545-6336

⽅⽊⽥施術院

保健,暮らし
美容・健康

お⾷事をご注⽂のお客様、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お客様
お会計2,200円以上のお客様は、合計より200円引きいたします。
健⺠カードご掲⽰の⽅へ
お会計より10％OFFいたします
健⺠カードご掲⽰の⽅へ
お⾷事のお客様にはソフトドリンクをサービス
健⺠カードご掲⽰の⽅へ
※はじめての⽅限定︕
初診料1,000→0円にいたします。
⼊学⾦無料

英会話イーオン福島校

教養,暮らし

福島市栄町6-1 エスタビル10F

024-524-2349

（⼀般通常33,000円）
（中学⽣以下通常11,000円）

キッチン・ふぁーむ団欒

⾃家製麺 くをん

くつろぎ
観光,飲⾷

暮らし,飲⾷

[ご注⽂の際に健⺠カードご提⽰の⽅]
⼆本松市⼤関425

0243-24-3243

福島市太⽥町8-3

024-534-0818

暮らし

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆ギョウザ(1⽫のみ)100円OFFいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]

くつろぎ

Rainbow Moon－虹⽉―

◆みそチャーシューご注⽂のお客様へ、ミルクアイスクリームを（カップ盛り）お1つサービ
スいたします︕◆

福島市笹⾕

090-9455-0232

◆ピラティス体験 通常 1,500円→1,000円︕
◆体組成計による測定無料(体重、体脂肪率、BMI、体幹など10項⽬を測定)

美容・健康

[ご予約の際、健⺠カード利⽤とお伝えください]
つぼ⼋ 福島駅前店

くつろぎ
憩い,飲⾷

★宴会コースご予約のお客様限定★
福島市栄町7-33 錦ビル1F B1

024-525-8823

10名様以上のご予約で幹事様1名無料︕
・カード提⽰条件︓ご予約時＆ご⼊店時
・ご利⽤条件︓10名様以上、要予約、他券サービス併⽤不可
[健⺠カードご提⽰の⽅]

笑⾨そば 峰⻲ 成川店

くつろぎ,飲⾷

福島市成川字⼟富25-1

024-539-8839

◆お⾷事ご注⽂のお客様へ1ドリンクサービスいたします︕◆
※ご注⽂の際にお声がけください
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お⼟産
暮らし,買物

所
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話

福島市天神町1-24

024-534-3940

福島市⼟湯温泉町字野地2

0242-64-3624

福島市荒井横塚3-252

024-593-0450

くつろぎ

新野地温泉 相模屋旅館

レジャー
温泉,観光

⼀⽊窯

レジャー,教養,
⽂化・芸術

特 典
[健⺠カードご提⽰の⽅]
1,000円以上ご購⼊の⽅へオリジナルコースターをプレゼントいたします︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⽇帰り⼊浴料を20％OFFいたします︕◆
[健⺠カード]ご提⽰の⽅
◆陶芸教室の⼊会⾦を無料にいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]
〜初めての⽅限定〜
【CUT】
⼦供 2,500円→2,200円
中学⽣ 3,400円→2,500円
⾼校⽣ 3,600円→2,700円
⼤⼈ 4,500円→3,300円

HAIR SALON GRANT

おしゃれ,暮らし 本宮市南町裡156番地1

024-324-9383

【COLOR】
5,560円→4,500円(ロング料⾦ +550円〜1,100円)
【PERM】
ナチュラルパーマ 8,100円→7,500円(カット込)
デザインパーマ 9,300円→8,000円(カット込)
縮⽑矯正 13,500円→9,500円(カット込)
(ロング料⾦ +1,100円〜)

笑⾨そば 峰⻲ 平野店

⽔引⼯房 夢

暮らし,飲⾷

おみやげ,教養,
⽂化・芸術,買物

福島市飯坂町平野若狭⼩屋5-1

024-558-5241

福島市早稲町3-17

024-522-9515

福島市渡利松保30

090-2982-5519

福島市東中央3-24

024-573-6996

福島市森合字北向1-8 1階

024-529-7600

おみやげ

オリジナル陶器と陶芸教室 アトリエsosora

⽂化・芸術
暮らし

ダンスファクトリー Kマニフィック

スポーツ,運動

[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お客様へ1ドリンクサービスいたします︕◆
[お買い上げの際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⽔引き⼿作りストラップをプレゼント︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆オリジナル陶器ご購⼊の⽅10％OFF︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼊会⾦無料︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]

つながるIT教室

教養,暮らし

◆スマートフォン修理500円OFF︕
◆パソコン教室 ⼊会時テキスト1冊プレゼント︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

シルクコスメティック ラヴィドール

ネイルサロン CoCoRe

2020/11/27
住

カテゴリ

おしゃれ
美容・健康

おしゃれ
美容・健康

所

電

話

特 典
[健⺠カードご提⽰の⽅]

福島市置賜町8-8 パセナカmisse 1F

024-572-3839

◆初回限定 無料サンプルプレゼント︕
◆ご新規の⽅限定 500円OFF︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]

福島市三河南町13-12 佐藤ビル101号

024-563-3556

＊新規のお客様限定＊
◆ネイル1本にストーン乗せ放題サービス︕︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]

癒しくうかん cocolo 駅前店

くつろぎ
美容・健康

☆初回お試し☆
福島市置賜町6-15 ナンジョウビル3F ⻄側

024-563-6161

もみほぐし整体(60分)15％オフ→3,400円(税込)
☆初回お試し☆
アロマリンパマッサージ(60分)20％OFF︕⇒4,000円(税込)
☆初回お試し☆

癒しくうかん cocolo イオン福島店

くつろぎ
美容・健康

福島市南⽮野⽬⻄荒⽥50-17 イオン福島店3階

024-572-3775

もみほぐし整体(60分)15％オフ→3,400円(税込)
☆初回お試し☆
アロマリンパマッサージ(60分)20％OFF︕⇒4,000円(税込)

うなぎ升冨

飲⾷

福島市成川字⻄⾕地17-1

024-545-4366

⼆本松市油井字背⼾⾕地20-8

0243-24-6160

[ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆セルフソフトドリンク無料︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]

蕎⻨⾳

くつろぎ,飲⾷

お会計より100円引き︕
※ランチ、ディナーどちらでも可

縮⽑矯正のかけこみ寺
「パーミングハウス⾚⽑のアン」
LOTUS YOGA STUDIO

ダンス&フィットネス フローヴ

タニタフィッツミー MAXふくしま店

カイロプラクティック 虹

おしゃれ
美容・健康
スポーツ
暮らし,運動
スポーツ
暮らし,運動
スポーツ
美容・健康

暮らし
美容・健康

本宮市⾼⽊字中丸40-1

0243-33-1572

福島市笹⾕字稲場35-8

024-563-1520

福島市浜⽥町4-16 富⼠ビル3F

090-1938-5276

福島市曾根⽥町1-18 MAXふくしま 3F

024-597-8864

伊達市保原町油⾕地25-1 神⽥アパート5

090-1934-9457

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆縮⽑矯正初回のみ1,000円OFF ︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼊会⾦1,000円OFF︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼊会⾦50％OFF︕
健⺠カードご提⽰の⽅
◆⼊会⾦半額にいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆通常4,500円が初回に限り500円引き︕
更にお楽しみプレゼントあり︕
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健⺠カードご提⽰の⽅

カイロプラクティック伏⿊院 ⽵添整体院

保健,暮らし
美容・健康

◆施術料⾦ 通常4,500円を初回1,000円引き︕
伊達市伏⿊観⾳前26-2

090-5238-1510

◆2回⽬以降500円引き︕
◆お楽しみプレゼント(1,000円相当)サービス︕
※他の割引との併⽤はできません
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︕◆

コナカ福島本店

おしゃれ,買物

福島市本内字南原23-6

024-553-9244

※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

⼆本松市城⼭市⺠プール

スポーツ

「⼆本松しんきん城⼭プール」

レジャー

⼆本松市郭内4丁⽬170

0243-24-7555

本宮市⻘⽥字花掛20-2

0243-33-2862

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼆本松しんきん城⼭プール発⾏ポイントカードの⼊場ポイント2倍︕
[ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅]

平井屋 本宮庵

くつろぎ,飲⾷

ソフトドリンク1杯サービス︕
(ホットコーヒー、アイスコーヒー、ウーロン茶、オレンジジュース、カルピス、コーラ)

おしゃれ,ベジ・

NICO CAFE

ファースト協⼒ 本宮市本宮字中條16 ソレイユ本宮1F

0243-24-5666

店,飲⾷

⼤天狗酒造

洋菓⼦ ル・ベール

Chat Noir Cafe&restaurant

紗⽻しゅうこ シャンソン・ボーカル教室 福島教室

おみやげ,お⼟産
⽂化・芸術,買物

おみやげ
お菓⼦,飲⾷
おしゃれ
くつろぎ,飲⾷
教養,⽂化・芸術
暮らし

[ご注⽂の際、健⺠カードをご提⽰の⽅]
◆ランチご飲⾷でNICO CAFEオリジナルお菓⼦プレゼント︕
[お会計の際、健⺠カードご提⽰の⽅]

本宮市本宮九縄18

0243-33-2017

◆お会計より5％OFF︕
※全商品対象︕︕

本宮市本宮字⾺場98

0243-34-2203

本宮市本宮字花町16-4

080-5924-1634

福島市庭坂狐林7-12

090-9741-5321

[お会計の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆本宮みずいろゆめカードのポイント2倍︕
[お会計の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆ランチセット、ディナーセットより100円引き︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼊会⾦無料にいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]

Hair&Nail BOA SORTE

おしゃれ
美容・健康

福島市南⽮野⽬⾚川前10-16 スペースエル103

024-573-9522

初回ご来店で10％OFF︕
または
初回ご来店でヘッドスパ15分サービス︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]

整体の店 和み

保健,美容・健康 福島市上町5-19

024-502-9783

◆45分以上のコース1,000円引き︕
※初回のみ有効とさせていただきます

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
Pet Beauty Jiina ―ペットビューティージーナ―

ヘアカラーの店 HIRO

ほどはら施術院

市⺠パソコン塾 福島荒井校
⾵船⼯房 MORITTO
桜 整体

2020/11/27
住

カテゴリ

所

おしゃれ,ペット 福島市泉字清⽔⽥31-8

おしゃれ

電

話

024-572-3171

福島市⿊岩堂ノ後7-2

024-545-6858

伊達市保原町字宮内町92

024-563-6030

福島市荒井字弁天前16-1

070-2438-3232

その他,レジャー 福島市渡利字七社宮23-1 Twenty01 1F

024-573-6882

美容・健康
保健,健診,美
容・健康

教養,暮らし

美容・健康

伊達市梁川町字中久保18-2

070-5321-1331

特 典
[初回ご来店特典]
◆通常価格より10％OFF︕
◆炭酸泉シャンプーサービス︕
通常お1⼈様4,000円(税込)のところ、
健⺠カードご提⽰で1組(グループ全員、何名様でも)4,000円(税込)
ふくしまけんみんカードまたは、アプリのふくしま健⺠カード画⾯を提⽰して、ご⼊会されま
すと、⼊会⾦が無料となります。
お買上げのお客様にミニバルーンをプレゼントいたします。
施術を10分間延⻑いたします
エステ痩⾝とんとんより
ウエスト痩⾝電療料 1回1,000円→500円(半額)

⼤内接⾻院

美容・健康

⼆本松市⾦⾊421-10 オフィスウインドストリームA号

0243-37-2677

フェイスUP電療料 1回2,000円→1,000円(半額)
接⾻より
ポイントマッサージ300円→0円（保険診療受診時のみ）
[60分以上のコースをご利⽤のお客様]

タイ古式＆全⾝もみほぐし 森の⾵

美容・健康

福島市宮代字⽇影29-6 グリーンフラッツ101号

080-5573-6111

◆初回 1,000円 OFFいたします︕◆

[初回来店時限定]
〜整体&アロマの個⼈サロン ハルモニア〜

おしゃれ
美容・健康

福島市置賜町88 パセナカmisse 1F

090-7525-4072

◆施術料500円OFFいたします︕◆
※整体もしくはアロマ60分コース以上をご利⽤のお客様に限り、割引させていただきます

◆ご⼊会で⼊会⾦通常10,800円→無料︕
ジェイムズ英会話 福島校

教養,⽂化・芸術 福島市置賜町5-30 ユタカビル3階 北

024-521-9501

更に週2回ご受講の⽅、初⽉授業料半額︕
(通常19,440円→9,720円)

中華 朴伝

飲⾷

福島市置賜町4-27

024-522-1104

[10名以上で宴会コースご予約のお客様]
紹興酒1本(600ml)1本プレゼント︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
[ご新規のお客様限定]
◆お会計より10％OFF︕

Hair therapy CieL

おしゃれ
美容・健康

[２回⽬以降ご利⽤のお客様]
⼆本松市若宮2丁⽬107

0243-24-6260

◆１０％分のポイントプレゼント︕
※オプションメニューは除く
※他のクーポンとの併⽤不可
※ご予約の際に健⺠カード利⽤とお伝えください
◆レンタルシューズ無料

Diverse Rock Climbing

スポーツ,運動

福島市⼤平寺字⼀本柳73-2

024-546-8822

※毎⽉第⼀⽔曜⽇、平⽇のみ

【初めての⽅限定】
アロマとリンパのサロン サラ

おしゃれ
美容・健康

福島市飯坂町平野字発股内(ほっこううち)8-6
パレス平野302

◆アロマリンパトリートメント70分8,000円→7,000円にいたします︕◆
090-2954-1895

＊全⾝のトリートメントを体感してほしいから10分サービスしております。
＊アロマトリートメント60分は施術箇所をしぼって施術いたします。

ゴルフプレーを予約された⽅で、当⽇フロントに健⺠カードを提⽰した⽅に、レストランで使
⼤⽟カントリークラブ

スポーツクラブ ルネサンス福島

つけめん まさはる

スポーツ,運動

スポーツ
美容・健康

飲⾷

⽤できるソフトドリンク券をご提供致します。

安達郡⼤⽟村⽟井北上台25

0243-48-2111

福島市⿃⾕野字⽇野2-1

024-544-1245

※お1⼈様1回限り

福島市上⿃渡字⼟⼿内31-3

024-529-6930

◆トッピング『味付⽟⼦』1つサービスいたします︕︕◆

◆体験料0円にいたします︕◆

ご注⽂時健⺠カードご提⽰の⽅
らぁめん たけや

飲⾷

福島市早稲町5-3

090-9842-4442

⼤志軒 福島泉店

飲⾷

福島市泉字下鎌35-1 カワチ薬品福島⻄店様敷地内

024-573-5855

福島市上町4-25

024-597-8063

⼆本松市⽵⽥2丁⽬17-4

0243-23-4080

◆煮たまご1つプレゼントいたします︕◆
※煮たまごが品切れの場合は、別のトッピングになります。

[お⾷事された⽅]

フィットネスジムDNA 福島テルサ店
北海ラーメン 樽っ娘

スポーツ
美容・健康
飲⾷

◆濃厚ソフトクリームお⼀つサービスいたします︕◆

◆⼊会⾦11,000円+事務⼿数料3,300円を無料︕︕◆

メニューにある全商品を⼀品30円引きでご提供いたします

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

特 典
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げで『ふくしま健⺠カード』ご提⽰の

リオン・ドール南中央店

買物

福島市南中央⼀丁⽬20-8

024-572-3500

實

飲⾷

福島市瀬上町字薬師前1822

024-572-5480

⼆本松市奥岳温泉

0243-24-2141

お客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします︕

健⺠カードご提⽰で
◆煮卵1個サービスいたします︕︕◆

ふくしま健⺠カードご提⽰で
あだたら⾼原スキー場

スポーツ
レジャー

◆リフト1⽇券200円引きいたします︕◆
※イベント開催⽇を除く

健⺠カードご提⽰で
果汁⼯房 果琳 イオン福島店

⽳原温泉 いづみや

駒⽥屋本舗

安達太良サービスエリア下り線レストラン
あだたら亭

美容・健康,飲⾷ 福島市南⽮野⽬字⻄荒⽥51-17 イオン福島店1Ｆ

024-573-2238

福島市飯坂町湯野字湯尻15

024-542-5167

福島市荒町5-29

024-522-4729

飲⾷

本宮市本宮字平井228

0243-33-1250

飲⾷

福島市鎌⽥字蛭川2-5

024-529-7762

宿泊,温泉

お⼟産,お菓⼦

お⼀⼈⼀品につき♪全品50円引きいたします♪

⽇帰り⼊浴通常７００円のところ（タオルなし料⾦）５００円にいたします。

◆みそぱん平⽇2割引きいたします︕◆

★レストランにてお⾷事メニューをご注⽂のお客様限定︕★
当レストラン指定のドリンク(コーヒーやコーラなど)を1杯サービス︕︕

ご飲⾷のお客様
そば⾹房佐吉 鎌⽥店

天ぷら50円分サービスいたします︕

【常設展または企画展の観覧券を購⼊してご覧いただいた⽅】
総合案内にて「ふくしま健⺠カード」を提⽰された⽅へ、ポストカードをプレゼントいたし
ます。
福島県⽴美術館

教養,⽂化・芸術 福島市森合字⻄養⼭1

024-531-5511

【年間観覧券でご覧いただいた⽅】
4⽉〜翌3⽉の年度内に4回までプレゼントいたします。
※なお、予定⼈数に達した場合、予告なくプレゼントを終了させていただく場合がありますの
でご容赦願います。"

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

特 典
ご飲⾷代⾦より1,000円OFFいたします︕
※お1組様1回のみ有効

炭⽕焼⾁ ⽜⾓ 南福島店

飲⾷

福島市⿊岩字堂ノ後78

024-545-2929

※ご飲⾷代⾦税別4,000円以上で有効
★南福島店限定です★

飲み放題メニューの中から、お好きなドリンク1杯無料♪
⽜⾓ 福島鎌⽥店

飲⾷

福島市鎌⽥字下釜11-2

024-552-5029

アロマセラピートリートメント花⾳

美容・健康

福島市笹⾕字中屋敷13-3

080-5221-4051

ROMANDO ROLL ダイユーエイトMAX店

お菓⼦,買物

福島市曽根⽥町1-18 MAXふくしまフードコート内

024-525-3939

福島市南⽮野⽬古屋敷51-1

024-555-1129

※ピッチャー、ボトルなどを除く

ポイント2倍
[健⺠カードご提⽰のお客様に限り]

昭和ホルモン亭 南⽮野⽬店

アロマ整体 きみのいえ

ヘアースタジアム 3R

こらんしょ市 本宮店

飲⾷

美容・健康

伊達市保原町実町35-7 ミノルハイツ3

美容・健康,飲⾷ 伊達市保原町泉107

ベジ・ファース
ト協⼒店

090-6853-8399

024-573-4835

本宮市本宮字⼾崎41

0243-63-2822

お会計⾦額より３０円引き致します。

?ご注⽂時健⺠カードご提⽰で、お会計から10%OFF︕︕
?ソフトドリンク1杯サービスいたします。
新規のお客様、10％OFF!!

ふりふりポテト1袋を無料でプレゼントいたします︕

粗品をプレゼントいたします︕

健⺠カードご提⽰で
BBQ PARADISE M2

飲⾷

福島市栄町6-4 南條ビル3F

024-529-6387

鉄板しゃぶしゃぶ ⾦と銀

飲⾷

福島市置賜町5-12 ミナモトビル1F

024-573-0629

コース料理お1⼈様100円引き︕

お⾷事のお客様
健⺠カードご提⽰でワンドリンクサービス︕

施術ネイルメニューより10％OFF︕
Liberty Muse 福島⽮野⽬店

美容・健康

福島市南⽮野⽬字向原1-1 コープマート店内1Ｆ

024-563-6122

※他の割引との併⽤はできません。
※ご新規のお客様、初回に限り有効となります。

施術ネイルメニューより10％OFF︕
CHERCHEL イオン福島店

美容・健康

福島市南⽮野⽬⻄荒⽥50-17 イオン福島店3F

024-563-4070

※他の割引との併⽤はできません。
※ご新規のお客様、初回に限り有効となります。

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

特 典
ご予約時「ふくしま健⺠カードあり」の⼀⾔で

割烹 ⾦柚

飲⾷

福島市仲間町3-10

024-523-3814

御菓⼦処 ⽇夏 ⾦⾊店

お菓⼦,買物

⼆本松市⾦⾊久保225-13

0243-22-8100

御菓⼦処 ⽇夏 福島エスパル店

お菓⼦,買物

福島市栄町1-1 エスパル福島店1

024-521-8236

味処 ⼤番 御⼭本店

飲⾷

福島市御⼭字三本松14-1

024-535-3730

御菓⼦処 ⽇夏

買物

⼆本松市本町1-203

0243-22-0063

6,000円以上ご利⽤のお客様へ素敵なお⼟産をプレゼント(季節の⼿作り佃煮)させていただき
ます︕

1,000円以上お買上げのお客様へモナカ1つプレゼント︕

1,000円以上お買上げのお客様へモナカ1つプレゼント︕

◆プチデザートプレゼントいたします︕

1,000円以上お買上げのお客様へ
モナカ1つプレゼント︕

お会計時に総額より10％OFF︕
ビッグエコー 福島南バイパス店

art & café PETIT PÉCHE

レジャー,遊び

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

福島市⿃⾕野字宮畑66-1

024-563-7070

※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

☆1,000円以上ご飲⾷の⽅☆
福島市⼋島⽥字桃⽊町8

090-3646-1656

お会計より100円OFF︕

[ご新規のお客様]
Seitaiはなみずき

美容・健康

福島市笹⾕稲場27-15

024-558-0108

60分以上のコースご利⽤のお客様→500円OFF︕

1グループお会計時5％割引︕
かっぱ寿司 福島⽮野⽬店

飲⾷

福島市南⽮野⽬字桜内36-2

024-559-0538

かっぱ寿司 福島⿊岩店

飲⾷

福島市⿊岩字堂ノ後64-1

024-544-6831

かっぱ寿司 福島鎌⽥店

飲⾷

福島市鎌⽥字樋⼝3-1

024-554-4131

1グループお会計時5％割引︕

1グループお会計時5％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
当店⼈気の「台湾ラーメン」「豚⾁もやしタン麺」「鶏⾁麺」を

中国美⾷ 味蔵

飲⾷

伊達市保原町字旭町21

024-576-3886

Pentonote

買物

福島市⼤町9-17

024-573-1590

Y's hair Zeek 桑折店

美容・健康

伊達郡桑折町字本町31-1

024-582-4220

Y's hair Zeek

美容・健康

福島市宮代字段ノ腰88-2

024-553-4404

美容・健康

福島市福島市曽根⽥町3-10 カントービル101

024-531-7711

宮代店

特別価格500円(税込価格540円)で提供いたします︕

8％OFF︕︕

新規のお客様に限りご料⾦を10％OFFいたします︕︕

新規のお客様に限りご料⾦を10％OFFいたします︕︕

初回ご来店のお客様
kamiasobi RAKUTO

全メニュー300円OFF︕

当⽇料⾦より
フォーラム福島スクリーン3・4・5・6・

レジャー
⽂化・芸術

福島市曽根⽥町6-4

024-533-1717

⼀般300円引き・学⽣200円引き︕
※他の割引との併⽤は出来ません。

[当⽇料⾦]
フォーラム福島 スクリーン1・2

レジャー
⽂化・芸術

⼀般︓300円引き︕
福島市曽根⽥町7-8

024-533-1515

学⽣︓200円引き︕
※他の割引との併⽤は出来ません。

整体院 縁

美容・健康

福島市野⽥1-7-28

024-534-0635

リラクゼーションサロン ボディエナジー⽅⽊⽥店

美容・健康

福島市⼤森字北島20-1 コープマート⽅⽊⽥店 2階

024-539-9090

福島市佐倉3-2-1

024-593-4134

福島市⼤町2-35 サトウビル2F

024-522-1841

リンパマッサージ10分サービス︕(通常1,000円)

【初回限定】

saku le pain

Curry dining bar 笑夢

飲⾷

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

30分以上のコースご利⽤で、お会計より300円OFF︕

1,000円以上お買上げのお客様へブレンドコーヒー1杯サービス︕

プチデザートサービス︕

⼀般医薬品・雑貨など全品10％引き︕
⽇本調剤株式会社 国⾒薬局

保健,美容・健康 伊達郡国⾒町⼤字塚野⽬字下三本⽊2-1

024-529-1233

※⼀部商品・処⽅箋調剤は除く

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
お会計より5％ＯＦＦ︕

餃⼦の照井

本店

三男坊 福島飯坂店

飲⾷

福島市飯坂町錦町1-21

024-542-4447

飲⾷

福島市飯坂町⼋景9-13

024-542-1511

⼆本松市岳温泉1丁⽬274-3

0243-24-2234

トッピング（チャーシュー以外）1品サービスいたします︕

グループ全員(⼈数指定なし)
ヘルシーパルあだたら

宿泊,温泉

0243-55-5154
⼆本松市智恵⼦の⽣家・記念館

⽂化・芸術

⼆本松市油井字漆原町36

※電話番号は⼆本松市教育
委員会⽂化課のものです。

宿泊５名様以上のご予約で、１ドリンクｻｰﾋﾞｽ︕

【⼊館料割引】
通常⼤⼈(⾼校⽣以上)410円を300円に︕
⼦供(⼩・中学⽣)210円を150円に︕

5％OFF︕
リフレッシュサロン⼭椿 本店

美容・健康

福島市南⽮野⽬字中江11-10

024-529-5743

リフレッシュサロン⼭椿 駅前店

美容・健康

福島市栄町9-1 ⼤野屋ビル3F

024-572-6114

福島市豊⽥町4-1

024-522-0320

※施術のみ。物販は除く。

5％OFF︕
※施術のみ。物販は除く。

1,000円以上お買上げで10％割引︕
光⽉堂

飲⾷

-hair resort- La chiq

美容・健康

福島市南沢⼜字中琵琶渕67-16-5

024-558-6770

HAIR SALON FAM 太⽥町店

美容・健康

福島市太⽥町4-8

024-531-8897

福島市陣場町7-10

024-522-9897

福島市飯坂町字⼗鋼町２

024-542-3164

福島市鎌⽥字御仮家76 スタービル201

0120-339-654

※他の割引との併⽤不可

新規のお客様、3,000円以上のメニューのご利⽤で500円OFF︕

初回ご来店のお客様に限り、技術メニュー10％ＯＦＦ

焼とりセット(5種 1,000円)ご注⽂の⽅
鶏料理 ⿃安

飲⾷

ふくしまわらじつくね1本サービス︕

●⽇帰り⼊浴500円→300円︕
飯坂温泉 つたや旅館

スリム・グレース

宿泊,温泉

美容・健康

●ご宿泊10％引き︕
※受付時にカードをご提⽰ください

遠⾚外線ドームサウナ

初回無料

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
あんざい果樹園

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話

買物

福島市町庭坂字原の内14

024-591-1064

美容・健康

福島市宮代字⽥尻12-12

024-553-9707

買物

福島市笹⾕字前⾕地3-5

024-558-9350

マックストア

買物

福島市成川字上⾕地14-1

024-597-6628

てぃあめがね 伊達店

買物

伊達市岡前20-4

024-551-1055

POLA ESTHE inn CUTE

特 典
あんざい果樹園でお買上げで10％引き︕

お肌のスキンチェック・カウンセリング・フェイシャルエステ

税込1,080円以上お買上げのお客様 お会計より5％OFF︕︕
株式会社

花の店サトウ こすもす店

（ご来店・お持ち帰りのお客様のみ）

ご来店時健⺠カードご提⽰でステッカープレゼント︕

店名⼊りメガネ拭きプレゼント︕

1000円以上お買い求めのお客様に
ニュー⽊村屋 花⾒⼭店

推拿(すいな)整体院リーフ

買物

美容・健康

福島市渡利字岩崎63-1

福島市新町8-21

024-522-2688

080-2842-2832

５ポイントサービス致します

（1Ｐ-２５円・5Ｐは１２５円のサービスになります）

30分以上の施術で10％引き︕

各種フルーツ狩り⼊園料から10％引き︕
まるえ観光果樹園

かぼちゃのたね

レジャー

飲⾷

福島市⼤笹⽣字⻤越⼭3

024-558-0516

福島市伏拝字台⽥5番地の10

024-539-6486

福島市松川町⽔原字南沢41-2

0243-24-2148

ト協⼒店,レ

福島市南沢⼜字中琵琶渕73

024-558-9999

コロッケ1個プレゼント︕

挽きたてコーヒー50円引き︕

ベジ・ファース

道の駅つちゆ つちゆロードパーク

(さくらんぼ・桃・ぶどう・梨・りんご狩り)

（通常200円から50円引きさせていただきます。）

ジャー

ビクトリー福島⻄店

ＨＡＲＥＬＵ ハレル

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

おしゃれ
美容・健康

◆三⾓サンド・ホットドッグ・グルメサンド 10個まで20円引き︕
◆パーティー・おつまみセット 5個まで100円引き︕(要予約)

◆カットにトリートメント施術をサービス︕
福島市⼋島町5-15-1Ｆ

070-1143-0015

◆カット+カラーにトリートメント施術をサービス︕

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
全メニュー半額で受けられます︕

アースカイロプラクティック

美容・健康

福島市笹⾕字稲場28-5

024-557-7383

やわらかからあげ味⼯房 丸⼦店

飲⾷

福島市丸⼦町裏6-4

024-553-9033

中華さくら

飲⾷

福島市南⽮野⽬字⾼⽥19-1

024-553-3932

※初回の⽅限定とさせていただきます。

600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF︕

お⾷事された⽅に「杏仁ドーフ」サービス︕

※初回限定※
健⺠カードご提⽰のお客様、
まつげ⾰命 福島パセオ通り店

美容・健康

福島市置賜町8-8 パセナカミッセ1F

024-572-4860

まつげエクステ80本(⽚⽬40本) 1,600円OFF︕
5,400円→3,800円︕︕

珈琲楓舎

飲⾷

福島市荒井横塚3-252 画廊⾵花内

080-6909-8284

珈琲1杯サービス︕

◆880円のメニュー→800円でご提供︕
Cafe Lounge Luana

HAIR MAKE APPEASE

ベジ・ファース

福島市本町4-8 エリプスビル2F

024-524-3770

美容・健康

福島市⼋⽊⽥字北ノ内43-5

024-545-1881

買物

福島市⽅⽊⽥字東⾼屋50-1

024-539-6245

福島市⼊江町12-3

024-529-6565

ト協⼒店,飲⾷

◆スイーツをご注⽂のお客様へブレンドコーヒーを無料提供させていただきます︕
※ただし12:00〜13:00を除く

ご新規の⽅に限り全メニュー10％OFF︕

全品5％OFF︕
select shop Bee-Ⅲ

楽器専⾨店 ブリリアント

⽂化・芸術

※但しセール品を除く

スタジオ2時間以上ご利⽤の⽅、初めの1時間を半額にいたします︕

◆初回の⽅粗品進呈
て・と・て

伏⾒珈琲店

oncafé

美容・健康,飲⾷ 福島市柳町2番8-1

飲⾷

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

024-522-7567

福島市栄町9-1

024-502-3549

福島市飯坂町字湯沢26

024-542-3159

◆次回ご来店時に使える割引券を贈呈

お会計時健⺠カードご提⽰で50円引きいたします︕

1回のご飲⾷1,000円以上で100円引き︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
麺飯酒家 万来

2020/11/27
住

カテゴリ
飲⾷

所

電

話

福島市飯坂町⼗綱町5

024-542-2969

福島市泉字堀ノ内15-3

024-563-4040

福島県伊達郡国⾒町⼤字藤⽥北６３１ 2-C

024-502-4241

福島市鎌⽥字卸町15-4 ウィル福島第5ビル2F

024-529-6832

福島市⼟湯温泉町字下の町18

024-595-2014

暮らし

ハーブティーとリラクゼーションのお店NATSUMI

美容・健康

特 典
1回のご飲⾷1,000円以上で100円引き︕

全品5％OFF︕

飲⾷

ホーリーバジル(オオヤ・トゥルシー)の苗1本プレゼント︕
バジル鍼灸整⾻院

美容・健康

※季節により種の場合あり

1⽇無料⾛⾏
スロットカーサーキット・エボ

遊び

お⼟産

おんせんたまごの森⼭

買物,飲⾷

ト協⼒店,宿泊, 福島市飯坂町字中ノ内24-3

024-542-4184

⽂化・芸術

⼤⼈800円→600円
★ご宿泊のお客様★売店利⽤券500円分プレゼント︕

温泉

FATS MAN(有限会社花甚)

972円以上お買上げで5％引き︕

★⽇帰り⼊浴★通常料⾦より200円引き︕

ベジ・ファース

摺上亭⼤⿃

次回割引⾛⾏

福島市陣場町8-30

024-522-3963

お持ち帰り商品10％引き︕

[ご新規の⽅限定]
施術料3,000円引き＆良質サプリメント(1,080円分）プレゼント︕
なんぶカイロプラクティック

美容・健康

福島市伏拝字台⽥19－4-A

090-8781-5472

[期間 限定︕]※2017年9⽉30⽇まで
通常お1⼈様施術料6,500円のところ、『お⼆⼈で』施術料3000円︕

いい⼼地サロン venus

美容・健康

福島市南町228-1

タイ古式セラピー ⽊野⾹

美容・健康

福島市五⽼内町8-19

ナポリピッツァ専⾨店

花⼯房Reiko

ラッポルティ

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽂化・芸術

福島市笹⾕字稲場37-2 パルメディオ1F

⼆本松市油井字福岡431-1

024-546-6816

[初回のお客様]30分コース以上より500円引き︕

090-7326-2276

[リピーター様]200円引き︕(クイックを除く)

080-4518-8246

024-573-2075

090-7522-4628

・タイ古式マッサージ10分延⻑︕
・ルーシーダットン(タイ古式ヨガ)グループレッスン(2〜3名)60分お1⼈様1,500円︕
[ディナータイム限定]
ソフトドリンク1杯サービス︕
初回に限り20％引き︕
ただし、特価品、委託品など、⼀部除外品あり

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

ケア⼯房 美いず

美容・健康

福島市上町3-4 コマ福島ビル1F

024-573-6497

マーベリック英会話

その他,教養

福島市上町2-13

070-1140-3737

福島市⼤森字垳7-5

024-546-6858

福島市曽根⽥町7-8

024-533-1717

RUSK

飲⾷

特 典
全⾝トータルケア 6,600円を初回限定5,800円にて施術
体験レッスン後、レッスン契約された⽅、初⽉レッスン料を半額にいたします︕

コーヒー半額︕
税込280円→140円
当⽇料⾦から

フォーラム福島

レジャー
⽂化・芸術

・⼀般300円引き
・学⽣200円引き

[⽇帰り⼊浴]
なかむらや旅館

ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

700円→500円※要予約
福島市飯坂町字湯沢18

024-542-4050
[ご宿泊のお客様]
ビール・酒・ジュース1本サービス︕

ゆず沢の茶屋

飲⾷

福島市荒井字横塚2-8

024-593-5088

まんなむ

買物

福島市⼤町2-32 並⽊通り コロールビル 1F

024-597-8377

福島市飯坂町湯野字新湯6

024-542-2226

⽳原温泉 匠のこころ 吉川屋

ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

当店のポイントサービス券を2倍のポイントお付けいたします︕

ピンス(韓国かき氷)税別価格より50円引き︕

[ご宿泊の⽅]
館内利⽤券500円分プレゼント︕
★⽇帰り⼊浴料

源泉旅館 伊勢屋

宿泊,温泉

福島市飯坂町字⻄堀切22

024-542-3131

7:00〜12:00 500円
12:00〜18:00 600円
18:00〜23:00 800円

カイロオフィス ほばら
ビアレストラン ローゼンケラー

美容・健康

飲⾷

伊達市保原町中村町57-1

090-1939-2947

福島市栄町12-10 ひかりビル1F

024-522-8611

STUDIO YBEAL

美容・健康

福島市⼋島⽥字樋ノ⼝52

024-559-0856

⼭⼝薬局 ⼆本松店

美容・健康

⼆本松市本町1-48

0243-62-3105

[初回限定]
カイロプラクティック・美容カイロを施術された⽅1,000円引き︕
さくらの葉アイスクリームサービス︕
[⼊会⾦]
通常20,000円→5,000円に︕
わいわいスマイルクラブカードのポイント2倍︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
フラワーデザイン教室 ようせいのしっぽ

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

⽂化・芸術,買物 福島市⻄中央2丁⽬80

話

024-536-5024

鮨処 濱蝶

飲⾷

伊達市保原町字鉄炮町13－19

024-576-7373

橘内酒店

買物

福島市南沢⼜河原前73-52

024-558-5553

特 典
多⾁植物ミニ苗プレゼント︕

[お⾷事ご注⽂のお客様]
ソフトドリンク1杯サービス
当店のポイントカードにプラス2ポイントプレゼント︕

【⼊園料割引】
花と歴史の郷 蛇の⿐

くろがね⼩屋

⽂化・芸術

レジャー

本宮市本宮字蛇ノ⿐38

0243-34-2036

⼆本松市永⽥字⻑坂地内

090-8780-0302

⼿打そば ますだ

飲⾷

福島市上町3-4 コマ福島ビル1F2号

024-523-3772

福島県観光物産館

飲⾷

福島市三河南町1-20 コラッセふくしま1階

024-525-4031

福島市南⽮野⽬字菅原50-8

024-555-6451

ピュアネス福島

こんにゃく⼯房 ⾦蒟館

美容・健康

飲⾷

福島市⼟湯温泉町字下ノ町22-1

024-595-2044

まちおこしセンター湯楽座2F

[⼤⼈]700円→600円
[⼩⼈]400円→300円

⽇帰り⼊浴無料︕︕

1,000円以上の商品ご注⽂の⽅、お会計時に50円引き︕
3,000円以上お買上げの⽅、⾚べこ根付プレゼント︕

⼊会⾦通常10,800円→無料︕︕

串こん(しょうゆ・みそ)50円引き︕

700円以上のお買い上げで、株式会社岩瀬書店のブックショップポイントカードのポイントを
岩瀬書店 ⼋⽊⽥店プラスゲオ

教養,買物

福島市⼋⽊⽥字並柳163-1

024-546-0055

岩瀬書店 鎌⽥店

教養,買物

福島県福島市鎌⽥字⻄⾈⼾11-1

岩瀬書店 福島駅⻄⼝店

教養,買物

福島市栄町1-1

福島駅⻄⼝パワーシティピボット内

024-526-2610

岩瀬書店 ヨークベニマル福島⻄店

教養,買物

福島市⼋島⽥字琵琶渕3-1 ヨークベニマル福島⻄店隣

024-555-0886

10ポイント進呈いたします。

700円以上の700円以上のお買い上げで、株式会社岩瀬書店のブックショップポイントカード
リオンドール内

024-554-5566

のポイントを10ポイント進呈

700円以上の700円以上のお買い上げで、株式会社岩瀬書店のブックショップポイントカード
のポイントを10ポイント進呈

700円以上のお買い上げで、株式会社岩瀬書店のブックショップポイントカードのポイントを
10ポイント進呈

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
HAIR RE︓CHE

Cafe桑の実

hair make rally

美肌の湯 うぶかの郷

2020/11/27
住

カテゴリ
美容・健康

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

美容・健康

レジャー

所

電

話

福島市上⿃渡字⼋貫地38-5

024-573-1116

福島市笹⾕字上成出5

024-563-1310

福島市野⽥町5丁⽬8-40

024-531-3800

伊達郡桑折町⼤字南半⽥字川端22

024-582-4500

福島市北⽮野⽬字坂東13-3

024-502-6232

特 典
ポイントカードのポイント2倍︕

ランチご利⽤の⽅限定、当店のスタンプカードのスタンプ2倍プレゼント︕

[ご新規の⽅限定]
当店ポイントカードのポイント3つプレゼント︕
桃の恵み⽸ジュース1本プレゼント︕

温泉たまご(10コ⼊り限定)
おいしいたまごのお店 なべたま

飲⾷

JOYFIT24福島瀬上

美容・健康,運動 福島市瀬上町字⽳⽥14-1

024-572-4312

JOYFIT24福島⼤森

美容・健康,運動 福島市太平寺坿屋敷8-3

024-573-6886

520円→100円引きの420円︕

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
※現在、体験やカウンセリングの受け⼊れをしておりません。
（詳しくはHPをご確認下さい）

JOYFIT福島泉

メイプル接⾻院

美容・健康,運動 福島市泉字⼄天堂2

美容・健康

024-555-1410

福島市⽅⽊⽥字辻15-4

024-529-5158

福島市沖⾼字北貴船1-2

024-554-1133

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
⽔素⽔500mlを1本プレゼント︕

・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

保健,健診
暮らし

・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
・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)
マッサージサービス︕

granny

美容・健康

福島市⼤森字南中道73-4

024-546-1458

⼤⽟村産業振興センターあだたらの⾥直売所

お菓⼦,買物

安達郡⼤⽟村⼤⼭字新⽥10-1

0243-48-2317

⼤⽟村観光イメージキャラクターたまちゃんの付箋プレゼント︕
会員カードのポイントが2倍︕

ファンシーショップ パル

買物

伊達市保原町8-13-8

024-575-2506

さつき⾃然⾷品店

買物

福島市五⽉町11-19

024-523-1924

たけだパン

買物

福島市⼭下町1-2

024-534-9574

ドリンク1杯サービス︕
※紅茶・コーヒー・ハーブティ他の中からお選びいただけます。
お会計より10％割引︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
信夫⼭迎賓館「和⾷

くろ沢」

リラクゼーション軽松屋 丸⼦店

2020/11/27
住

カテゴリ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

美容・健康

所

電

話

福島市⼤明神8-1

024-573-6177

福島市丸⼦字中町裏40番地1

024-572-7658

特 典
テイクＯＵＴ⇒お茶１本サービス
店内飲⾷⇒ソフトドリンク1杯サービス
60分以上のコースをご利⽤のお客様に限り、10分延⻑サービス(700円相当)とさせていただき
ます︕
[お⼦様対象]
◆⼊会⾦無料︕

ピュアスポーツ福島スイミング

美容・健康

福島市南⽮野⽬字菅原50-5

024-555-0660

◆スイミングキャップ・ジュニア指定⽔着・スクールバッグ・カードケース無料︕
[成⼈の⽅対象]
◆⼊会⾦無料︕
◆スイミングキャップ・ゴーグル無料︕
[お⼦様対象]
◆⼊会⾦無料︕

ピュアスポーツ福島南スイミング

スポーツ
美容・健康

福島市⼤森字唐橋192-1

024-573-7320

◆スイミングキャップ・ジュニア指定⽔着・スクールバッグ無料︕
[成⼈の⽅対象]
◆⼊会⾦無料︕
◆スイミングキャップ・ゴーグル無料︕
[お⼦様対象]
◆⼊会⾦無料︕

ピュアスポーツ福島東スイミング

スポーツ
美容・健康

福島市丸⼦字広町16-3

024-552-1660

◆スイミングキャップ・ジュニア指定⽔着・スクールバッグ無料︕
[成⼈の⽅対象]
◆⼊会⾦無料︕
◆スイミングキャップ・ゴーグル無料︕

彩⾷ おさい

道の駅 川俣(かわまた銘品館シルクピア)

バウムラボ樹楽⾥ 本店

felice hair design
雑貨屋 pukky
ROMANDO ROLL 福島イオン店

ベジ・ファース

福島市新町8-21

024-522-3584

レジャー

伊達郡川俣町⼤字鶴沢字東13-1

024-566-5253

買物

福島市松川町下川崎字⻄原25-4

024-537-1170

福島市本内字北古舘7-1 サニーヒルオオツキ101

024-573-6679

福島市飯坂町横町14-2

024-563-3230

福島市南⽮野⽬字⻄荒⽥50-17 イオン福島1F

024-558-9220

ト協⼒店,飲⾷

美容・健康

買物

お菓⼦,買物

酵素ジュース(ハーフサイズ)サービス︕
※酵素ジュースが無い場合、別なものをご⽤意します。
◆ソフトクリーム20％引き︕
◆地鶏ご飯の素2合⽤20％引き︕
[2,000以上のお買上げのお客様]
ミニバウム「ごえんプレーン」1ヶプレゼント︕
[当店のポイントカード]
プラス1ポイントプレゼント︕
ポイントカード2倍サービス︕
健⺠カードご提⽰のお客様に限り
クレープ２０円引き致します︕︕

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

特 典

その他

ハワイアンショップ

マハロ

パワーストーン 福島市陣場町9-1 2階

024-531-2577

500円以上お買い上げの⽅10％OFF︕

買物

カイロプラクティック整体院 Remise
Earl Grey(アールグレイ)
total beauty salon HANA

飯坂温泉 祭屋湯左衛⾨

美容・健康

飲⾷

美容・健康

温泉

福島市南沢字下琵琶渕83

090-3752-8973

福島市中町1-25 コア・ホンダ1階

050-5278-4851

福島市曾根⽥町9-30 ダイユーエイトMAX

駐⾞場東側

024-534-1345

福島市飯坂町字鍋沢4-1

024-542-2345

初回のお客様
初診料1,000円サービス︕
平⽇ランチ・本⽇の紅茶セット800円を100引きの700円に︕
メニューの技術料⾦1回500円OFF︕
エンザイムスパ1回1,000円OFF︕
［宿泊のお客様］
⽇本酒1本もしくは、グラスワイン1杯もしくは、ソフトドリンク1杯サービス︕
新規で⽿ツボダイエットをスタートした⽅⇒⽿ツボ施術1回無料︕

Total Beauty Salon プチフルール

美容・健康

⼆本松市若宮2丁⽬164-41

0120-334-277

ビューティサロン ひまわり

美容・健康

福島市北沢⼜字下釜北6-10

024-559-0943

技術料⾦より300円割引︕

福島市鎌⽥字新舘3-11

090-8617-7135

宿泊料⾦から10％引きにいたします︕

福島市泉字堀ノ内3-8

024-558-8417

ペットケアハウス みんなのいえ

その他

リンパセラピー(ヒーリングセラピー)⇒10％OFF︕

健⺠カードご提⽰のお客様、
collection room People

買物

３０００円以上お買い上げで ポイントを２倍お付けします。
（ただし、セール品は除かせていただきます）
◆新規ご来店のお客様

ハートステーション オアシス

美容・健康

福島市栄町1-1 JR福島駅⻄⼝構内

024-573-8653

お会計より

★20%OFF!★
◆既にオアシス会員になられている⽅なら、お会計より
☆10%OFF☆

わたなべパン店

買物

福島市飯坂町字古⼾12

024-542-3525

ラ・モード メグロ

買物

福島市泉字堀ノ内3-8

024-557-2738

⾃家製⼿づくりパン5％引き︕
健⺠カードご提⽰の⽅、
10,000円以上お買い上げのお客様

5％ＯＦＦ︕︕

（ただし、セール品は除かせていただきます）
原郷のこけし群 ⻄⽥記念館

レストラン かすみ

レジャー,教養
⽂化・芸術
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

福島市荒井字横塚3-183

024-593-0639

⼆本松市郭内3-287

0243-22-1502

福島市曽根⽥町1-18 MAXふくしま5階

024-533-6112

⼊館料割引いたします
⾼校⽣以上300円→250円
お⾷事のお客様にコーヒーをサービスいたします︕
ご新規の⽅限定︕

HAIR&DESIGN Feel Refine

美容・健康

健⺠カードご提⽰で
シャンプー付きメニューのみプラチナトリートメントをサービス︕

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

ZAKKA BLUE RIBBON

買物

福島市東浜町10-24

024-531-0940

ポイントカード2倍サービス︕

Quelle Chance(ケル シャンス)

飲⾷

福島市春⽇町16-23

024-525-5227

お飲み物50円引き︕

福島市郷野⽬字東1-46

024-563-7763

初診料1,000円サービス︕

伊達郡国⾒町光明寺字志久12

024-585-4075

南福島カイロプラクティックセンター

美容・健康

?エッチング体験10％OFF(ペン型ルーター使⽤)
ガラスエッチングアート HIKARI

買物

?ドリンク(コーヒー)1杯サービス
?ショップご来店で粗品プレゼント

そば処 ⽞

飲⾷

スタジオアップル

その他

四季の⾥ ⼯芸館

買物

みなみ整体
フィットネスジムDNA

美容・健康

福島駅⻄⼝店

トレッド

福島市南⽮野⽬字中屋敷65-4

024-559-3917

福島市曾根⽥町1-18 ダイユーエイトMAXふくしま店2F

024-573-7867

福島市荒井上鷺⻄1-1 四季の⾥施設内

024-593-0105

伊達郡国⾒町森⼭辻南4-1

024-585-4269

全コース500円引き︕

024-534-1414

⼊会⾦11,000円・事務⼿数料3,300円を無料︕

美容・健康,運動 福島市栄町1-1 パワーシティピボット内

買物

福島県福島市佐倉下上⾕地５２

024-594-2447

天ざるそば、天ぷらそばを100円引き︕
【10,000円以上ご利⽤のお客様】
写真⼿札台紙付き1枚をプレゼント︕
★体験教室限定★
ガラスの絵彫り/こけしの絵付け 100円引き︕

健⺠カードご提⽰のお客様に、ゴムバルブの交換を致します。

ビッシュヘアー

美容・健康

福島市⻄中央4-40

0120-971-355

初回ご来店のお客様お会計より10％

CLEAR

美容・健康

福島市森合字前⽥17-11

0120-58-1212

初回ご来店のお客様お会計より10%OFF︕

福島市飯坂町字⼩滝14

024-542-5958

円盤餃⼦ 通常1,300円を、お会計時に100円引き︕

ラーメン・餃⼦ おがた

飲⾷

HAIR&MAKE EARTH 南福島店

美容・健康

福島市太平寺中沖1-7

024-544-0007

「カット・カラー・パーマ 各2,500円（税別）」

HAIR&MAKE EARTH 福島イオン通り店

美容・健康

福島市南⽮野⽬字清⽔前30-1

024-558-8808

「カット・カラー・パーマ 各2,500円（税別）」

⼋⽊⽥カイロプラクティック整体院

美容・健康

福島市⼋⽊⽥字神明48-2

024-546-7435
予約専⽤
080-5210-3970
TRIP hair&make-up

美容・健康

LAPiS LAZULi(ラピスラズリ)

美容・健康

Hair&Relaxation Clowed Garden
refine space Ms(リファインスペース ミズ)

福島市御⼭三本松57-1 御⼭ショッピングセンター

初回お⼀⼈様通常4,500円のところ→1,000円引きの3,500円︕
1,000円分のサプリメント進呈︕

024-563-6252

ご新規のお客様に限り10％OFF︕

福島市置賜町7-8

024-522-1021

新規のお客様はオールメニュー20%OFF︕(店頭販売商品は除く)

美容・健康

福島市⼤森字丑⼦内88

024-572-5626

美容・健康

福島市野⽥町2-8-6

024-531-0037

1F-C号室

初回のお客様
技術メニュー10%OFF︕
初回ご来店のお客様50%OFF︕︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
⼒道

2020/11/27
住

カテゴリ
美容・健康

所

電

話

特 典

福島市太⽥町4-8

024-533-0606

初回のみ30分延⻑サービス︕

024-563-7164

⾰の特製⼩物プレゼント︕

OUCHI ⼿縫い⾰⼩物専⾨店

買物

福島市新町8-3 みかどビル2F

⼿づくり雑貨のお店 陽向ぼっこ

買物

福島市宮代字⽥尻51-5

⼗割⼿打ちそば処 かわも乃茶屋

飲⾷

福島市岡部川⾯64

024-535-5684

200円割引券を差し上げます︕

レジャー

福島市飯野町⻘⽊字⼩⼿神森1-299

024-562-2002

⼊館料50円引き︕

美容・健康

福島市置賜町8-8 パセナカMisse 1F

090-6620-6013

UFOふれあい館
Roca Nail
網焼き酒場 双◎

飲⾷

090-7077-5017

福島市置賜町6-9 清⽔屋ビル3F

024-572-5166

福島市陣場町1-25 TKビル1F

024-529-6728

お買上げ⾦額1,000円以上のお客様へラベンダーサシェをプレゼント︕

?⽖の整形+⽢⽪ケア通常1,620円→1,080円︕
?または、ジェルネイルなど施術の⽅、流⾏、⼈気のアートを1本プレゼント︕
ドリンク1杯サービス︕
初回限定

Hair custom SUNZ

美容・健康

★お会計より20%OFF︕
★平⽇は30%OFF︕

HAIR&RELAX nico

美容・健康

福島市南⽮野⽬字⾕地67-7

024-557-0357

ご新規のお客様限定 パーマorカラー 500円OFF︕

ゆい整体療術院

美容・健康

福島市瀬上町沢⽬11-2

024-553-5058

⼩顔矯正のサービス追加の⽅、初回200円サービス︕

Cream

美容・健康

福島市⼭下町7-10

024-573-6893

初回ご利⽤のお客様に限り、予約時 ふくしま健⺠カードありで20%OFF︕

飲⾷

⼆本松市⾺場平146-14

0243-24-2888

カフェメニュー（ドリンクのみ）すべて30円引き。（テイクアウトは除く）

買物

⼆本松市岳温泉2-56

0243-24-2252

3,000円以上お買い上げで、オリジナル「⼀筆せん」プレゼント

⼆本松市岳温泉1-197-2

0243-24-2306

天然温泉 ⼊浴料 600円→500円

⼆本松市岳温泉2-56

0243-24-2217

雲上露天⾵呂 ⼊浴料 100円引き(600円→500円)

有限会社ヴィダック・ベーカリー⼭のパン屋
しゃっぽ
(株)糀屋空の庭 セレクトショップ「地球市場」

ベジ・ファース

(株)糀屋空の庭 リゾート

ト協⼒店
レジャー,温泉
美容・健康
ベジ・ファース

(株)糀屋空の庭 プチホテル

ト協⼒店
レジャー

御菓⼦師 ⽟嶋屋

飲⾷

⼆本松市本町1-88

0243-23-2121

800円以上お買い上げの⽅に、⽟⽺羹1ヶプレゼント

奥の松酒造株式会社

買物

⼆本松市⻑命69

0243-22-2153

お買物されてカードを提⽰いただくと、グラス1個プレゼント

シャムロック

飲⾷

安達郡⼤⽟村⼤⼭堂ヶ久保17-1

0243-48-4758

お会計時5％引き

福島市置賜町8-8 パセナカMisse 2F

024-523-5510

コースをご利⽤のお客様、ワンドリンクサービス（アルコール含む）

⼆本松市上葉⽊坂2-3

0243-24-3101

スカイピア温泉保養館⼊浴料を100円引き

ISOLA

FELICE

スカイピアあだたら

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
温泉

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
ながめの館 光雲閣

2020/11/27
住

カテゴリ
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

所

電

話

特 典

⼆本松市岳温泉1-85

0243-24-2101

ご⼊浴料 ⼤⼈750円→500円

カオミナ

買物

福島市南中央1-10

024-534-1086

⼀点のみ10％off︕︕

有限会社 ぬか茂菓⼦店

飲⾷

本宮市本宮字⾺場98

0243-34-2203

本宮みずいろゆめカードのポイント2倍

⼆本松市沢松倉1

0243-24-2336

★⼤⼈（中学⽣以上）通常2,900円を2,610円
東北サファリパーク

レジャー,遊び

★⼦供（3歳〜⼩学⽣）通常1,800円を1,620円
★シニア（65歳以上）

通常2,100円を1,890円

お会計から5％OFF

くらしギャラリーうえき

買物

福島市東中央3-4-2

024-536-7039

(有)秋⽥屋

飲⾷

本宮市本宮字中條20

0243-33-2163

おすすめ茶のティーバッグ1ヶ

⼤七酒造株式会社

買物

⼆本松市⽵⽥1-66

0243-23-0007

酒粕商品を5％割引サービス

⼀⼆三⾷堂

飲⾷

本宮市本宮字上町35-3

0243-33-2373

コーヒー1杯サービス

スイーツデコ・ハンドメイドのおみせ+Happeach+

買物

福島市泉字清⽔⽥31-10

024-572-4111

カードご提⽰で5％OFF

024-529-6973

夜お⾷事の⽅デザートサービス

⼆本松市郭内1-195-1

0243-23-7021

⾷後のコーヒー1杯サービス

⼆本松市太⽥字下⽥2-3

0243-46-2113

福島市万世町5-43 パセオビル1F

024-521-9640

お忍び個室dining とらのまき

あいおい

くつろぎ
憩い,飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

福島県福島市置賜町8-38 三浦屋ビル2F

ベジ・ファース

道の駅 ふくしま東和

ト協⼒店
レジャー

⿊潮亭

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⼆本松市⽵⽥2-30

韓国家庭料理 幸福

飲⾷

福島市陣場町7-35 伊達丸ビル2Ｆ

Body-Revolution

美容・健康

More Nail

美容・健康

通常860円（税抜）→810円（税抜）

または
・お酒4合瓶1本プレゼント

飲⾷

飲⾷

桑の葉パウダー 50円引き

・フルーツ盛り合わせ

国⽥屋醸造 蔵カフェ 千の花

(有)⽟川屋

※企画展のもの、委託のものは除外

0243-24-7018
東

024-572-3183

昔から滋養強壮剤として飲まれてきた「⽢酒」ミニカップでどうぞ。
・ディナー限定
フリーのお客様 ドリンク1杯サービス(アルコールを含む）いたします。

福島市笹⾕字道場20-3

090-6254-3413

【新規限定】施術10分間延⻑

⼆本松市岳温泉1-13

0243-24-2510

1000円以上お買い上げのお客様8％引き

福島市⼩倉寺字兜⽯15-1

024-502-8311

新規のお客様お会計より10％OFF

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名
fizzcrop

2020/11/27
住

カテゴリ
美容・健康

所

電

話

福島市曽根町9-5 ｓｋ曽根⽥ビル1Ｆ

024-573-2285

特 典
・新規のお客様は、カット、カラー、パーマ、トリートメント 各3,000円〜
・デジタルパーマと縮⽑矯正 施術料13,000円のところを20%OFF!

むてんかパンの店 ほびっと

飲⾷

本宮市本宮字中條35

0243-34-2747

1,000円以上お買い上げのお客様10％OFF

⼆本松農園直営居酒屋「たくの実」

飲⾷

福島市置賜4-6

024-522-5234

お代⾦の5％割引とさせていただきます。

⼆本松市岳温泉1-5

0243-24-2211

⽇帰り⼊浴通常1,000円(税込)→800円(税込)

陽⽇の郷 あづま館

レジャー

アトリエ・ド・ガトー

飲⾷

⼆本松市油井字古屋敷3-23

0243-22-5100

1,000円以上お買い上げの⽅、会計時に10％OFForコーヒー1杯サービス

農業⽣産法⼈ ⼆本松農園

買物

⼆本松市新⽣町490

0243-24-1001

全品お買い上げ⾦額から 10％引きにさせていただきます。

ベーカリー ヌカザワ

飲⾷

本宮市本宮字荒町28

0243-33-2319

味処 おこぜ

飲⾷

福島市⼤町1-7

024-523-2875

⽣ビール1杯サービス

有限会社 福島路ビール

買物

福島市荒井字横塚3-182

024-593-5859

お会計3,000円ごとに、オリジナルコースターセットプレゼント

有限会社 ⼤丸屋

買物

安達郡⼤⽟村⼤⼭字仲江252-1

0243-48-2641

菓⼦処 豊⽥屋

飲⾷

⼆本松市⽵⽥2丁⽬1-10

0243-22-0856

お買い上げ⾦額から5％割引

名⽬津温泉

温泉

⼆本松市茂原字湯ノ作35

0243-24-1126

タオル１本プレゼント

⼆本松市奥岳温泉

0243-24-2141

あだたら⼭ロープウェイ往復200円引き

あだたら⾼原リゾート

美洋カイロ
⼀般財団法⼈ シャローム福祉会まちなか夢⼯房

レジャー
遊び,運動

美容・健康

飲⾷

福島市岡部字⼤旦123-5
福島市本町5-31

090-5597-8728
024-524-2230

ワッフル、メロンパン、バターどら焼きの、いずれか1品サービス。
10%サービス

会計時2,000円(税別)以上お買い上げで50円引き
3,000円(税別)以上お買い上げで100円引き

初回施術料5,500円→4,500円に割引!
※通常施術は、4,500円です。
パン500円以上購⼊につき、お好きなスコーン1ヶサービスいたします。
◆ダンスレッスンをご利⽤のお客様

⻑尾ダンススクール

美容・健康

福島市南⽮野⽬字道上33-28

024-559-0722

⼊会⾦3,000円→2,000円（税別）に!
◆ベビーダンスをご利⽤のお客様
初回のみ、ご利⽤料1,200円→1,000円（税別）に!

五福MAX福島店

買物

福島市曾根⽥町1-18 MAXふくしま2F

024-536-5290

台湾茶をご購⼊の⽅、お会計時に5％OFF

今⽥屋MAX福島店

飲⾷

福島市曽根⽥町1-18 MAXふくしま

024-533-2377

ドリンク1杯サービス

ぜっぴん(⼿打蕎⻨)翻久⾥亭(ぽんぐりてい)

飲⾷

伊達郡桑折町、⾕地⽯近２８－３

024-582-3384

お会計より50円引き

安達郡⼤⽟村⽟井字⻑久保68

0243-48-2040

オリジナルステッカープレゼント

ふくしま県⺠の森フォレストパークあだたら

ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

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

ベジ・ファース

りょうぜん紅彩館

ト協⼒店

伊達市霊⼭町⽯⽥宝司沢９－１

024-589-2233

⼊浴料割引(⼤⼈100円・⼩学⽣50円)

レジャー

初診のお客様、予約時にふくしま健⺠カードありと⾔っていただくと、
シャラン

美容・健康

福島市⻄中央3-26-1

024-563-4689

初回お試し整体 30分1,500円にて体験いただけます。
「⾜の助」40分500円を無料で体験いただけます。
⽔素⽔プレゼント︕

HAPPY HAPPY CURRY

飲⾷

福島市北⽮野⽬字⼩原⽥⻄5-9

024-552-5540

お⾷事された⽅ドリンク1杯サービス︕

あとりえ・悠然

買物

福島市笹⾕字中⽥5-9

024-558-2030

hair/make anti

美容・健康

福島市渡利⾈場46

024-523-3863

初回のお客様に限り、カラー、パーマ10%OFF!

来店持ち帰りのお客様
お会計より5%OFF!!

(有)糀和⽥屋

買物

本宮市本宮字上町22

0243-34-2140

1,000以上お買い上げのお客様、⼈気のインスタント味噌汁プレゼント!

菓⼦処 いづみや

飲⾷

本宮市本宮字⽮来10-3

0243-34-2111

10％OFF

Nail Daisy
からしまボウル福島

美容・健康
レジャー

福島市笹⾕字⾕地中6-21 パレ笹⾕A102

090-3758-7128

当店のスタンプカードに1ポイント押させていただきます

福島市本内字南街道下15

024-553-2121

カード提⽰で 2G+シューズ→ お1⼈様1,000円。

五福株式会社

買物

福島市⼤町9－19 NTTビル1F

024-523-0529

台湾茶をご購⼊の⽅、お会計時に5％OFF

中華茶房⾷皇

飲⾷

⼆本松市本町1-219

0243-23-6630

ご注⽂時にカード提⽰で、オレンジジュース1杯サービスいたします。

ミンズヤード

飲⾷

⼆本松市⾺場平127-2

0243-24-3156

⼆本松市東新殿平⽯⽥１２－２

0243-68-4770

ご注⽂の際にカードをご提⽰のお客様に、ピザ1枚ご注⽂に付き、ミニデザート（アイスク
リーム）1つサービスいたします。

ベジ・ファース

道の駅 さくらの郷

ト協⼒店,レ
ジャー

⽢酒または、コーヒー50円引き

買物,飲⾷
くつろぎ,ベジ・

みどり⾖

ファースト協⼒ 福島市⼊江町12-6

⼊江サウンズ2F

024-531-8833

店,飲⾷

hair resort lachiq R＋
(株)檜物屋酒造店
garden cafe M

美容・健康
買物
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

お会計より10%OFF!!
飲み物も軽⾷もお⾷事も全てご利⽤いただけます。

福島市置賜町7-3 101

024-563-1151

新規のお客様、3,000円以上のメニューのご利⽤で500円OFF︕

⼆本松市松岡173

0243-23-0164

粗品プレゼント

福島市栄町11－25 AXC福島 2F

024-522-7544

100円OFF

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

2020/11/27

店舗名

くつろぎ

キュアサロンKスタジオ

美容・健康

アンティーク・レトロファニチャー&アクセサリー
OLD DAYS
リンパストレッチ

はるら

おみやげ,買物

美容・健康

ガーデン＆ライフ雑貨 ロザリー

シーフードレストランメヒコ

住

カテゴリ

福島店

⽳原天王寺温泉 おきな旅館

アサヒビール園福島四季の⾥店

おしゃれ,買物,
雑貨

くつろぎ,飲⾷

くつろぎ,宿泊,
温泉

レジャー,飲⾷

所

電

話

特 典
脂肪分解ダイエット

福島市⿊岩堂ノ後２２５

024-545-7125

初回特別体験7,560円(税込)
(通常16,200円)

福島市町庭坂字内町53
⼆本松市作⽥

17-2（⼆本松駅より⾞で３分・ご予約時に

詳しくお知らせします）

024-563-6627

090-2954-1680

福島市飯坂町平野字林添1-50

090-3368-1439

福島市南⽮野⽬字中屋敷64-6

024-555-1330

福島市飯坂町字北原26

024-542-3068

福島県福島市荒井字川⽯⽥１１

024-593-0113

現⾦でお⽀払&3000円以上お買い上げのお客様
☆★お会計より 5%OFF!!★☆
ご予約時に[ふくしま健⺠カードあり]と、お伝えのお客様へ、
ヘッドリンパマッサージをサービスいたします。
商品お買い上げ⾦額の5％OFF
第1第3⼟曜⽇限定
3,000円以上のご飲⾷でお会計より500円OFF!
ソフトドリンク1本サービス
お会計より10%OFF!!
(但し、割引き額上限10,000円まで)
全商品10％ＯＦＦいたします︕︕

ESTHETIC SALON DERMAL LABO

美容・健康

福島市笹⾕字稲場34-9

0120-43-4112

ESTHETIC SALON DERMAL LABO 保原店

美容・健康

伊達市保原町字栄町97-1

0120-81-4112

MEDICAL SALON DERMAL LABO

美容・健康

伊達市保原町上保原字中ノ台4-20

024-574-2112

(有)菓匠 清泉堂

飲⾷

福島市南沢⼜字柳清⽔19-16

024-557-1758

TEAROOM Zero

飲⾷

福島市御⼭字⼀本⽊10-9

024-536-0883

⼆本松市若宮2-151-7

0243-23-7644

全商品10％ＯＦＦいたします︕︕

全商品10％ＯＦＦいたします︕︕
ポイント2倍
500円で2ポイントお付けいたします
ドリンク1杯サービス

マツエク時間無制限付け放題 4,500円
sense(センス)

美容・健康

マツエク80本 通常5,400円→3,400円
マツエク100本 通常5,940円→3,900円

ギャラリー梟

⽂化・芸術

グランパークホテル エクセル福島恵⽐寿

飲⾷

カイロプラクティック⼭本整体院 福島店

美容・健康

福島市飯坂町⼋景９－１７

024-542-3434

2,960(フクロウ)円以上お買い上げの⽅に、記念品プレゼント︕︕

福島市曾根⽥町10-6

024-533-4166

ランチバイキングご利⽤のお客様お会計より100円引き

福島市南⽮野⽬字⾕地71-8 フォンティーヌ102

024-557-8663

【初回のお客様限定】ワンテクニックプラス★肩こり施術サービス︕

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

サンテリア

美容・健康

福島市南⽮野⽬字古屋敷51-3

SOFUTA

美容・健康

960-8136 福島市⼋島町5-43-305

ロックファミリー
きみのいえ

買物

美容・健康

福島市北⽮野⽬字⾦溢28-4

電

話

024-563-6232
080-3323-6713
024-552-5521

伊達市保原町実町35-7 ミノルハイツ3 101号

090-6853-8399

特 典
新規のお客様、全メニュー10%OFF!!
★4000円(税抜き)以上のメニューに限ります。
新規のお客様、初回2,000円引きいたします︕
お会計より5％割引
新規のお客様、10％OFF!!

初回ご来店のお客様
nail salon&school IRIE(アイリー)

美容・健康

福島市森合字後⼝22-25

024-557-1543

・技術メニュー10%OFF
・付け替えの場合、他店で施術したジェルネイルオフ無料
※どちらかお選びください

hair atelier nine

美容・健康

福島市森合字丹波⾕地9-4

024-563-7560

ポイント2倍にいたします︕

旬菜美味 南⾵亭

飲⾷

福島市南向台2-10-62

024-521-8535

ウーロン茶⼀杯サービス

ケニヤ

飲⾷

福島市本内南下釜4-6

024-534-6937

アイスの天婦羅200円引き

南国ダイニング TUKTUK(トゥクトゥク)

飲⾷

福島市置賜町7-5 アドニード121 1F

タイ古式マッサージ moami
本多屋⾷堂
神⼾のあかり 異⼈館
ヨガ&フィットネス アップビート
味処 東本店
Pasta alla PUTTANESCA
(パスタ・アラ・プッタネスカ)
ら〜めん⽩⼭
そろばんプラス 桑折教室

美容・健康
飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

070-5627-0028

福島市宮下町11-22-101

024-529-6931

タイ式マッサージメニュー10分間延⻑いたします

⼆本松市岳温泉1-108

0243-24-2411

天ざるそばご注⽂の⽅、お会計の際50円引きいたします︕

福島市南⽮野⽬字阿弥陀前23-4

024-552-1517

明⽯焼き600円+税→300円+税にお値引きいたします。

美容・健康

福島市⼤森（字）本町１７

飲⾷

福島市飯坂町平野字森7-1

024-542-7711

飲⾷

福島市⼤森字城ノ内45-2

024-502-4889

飲⾷

福島市⼩倉寺字⽵ノ内6-1

024-521-0137

⽂化・芸術

伊達郡桑折町芝堤14-1

ベスト学院奥2階

090-4041-3483

050-3690-1188

お菓⼦,ベジ・

珈琲グルメ

ファースト協⼒ 福島市栄町7-33

錦ビル2F

024-523-4035

店,買物,飲⾷

こらんしょ市 ⼆本松店

ベジ・ファース
ト協⼒店,買物

セカンドドリンク無料or南国フライドポテトプレゼント

⼆本松市杉⽥駄⼦内20-1

0243-62-4218

⽉謝または回数券が500円引き(初回のみ)
オリジナルのお⾷事券をプレゼント
お⾷事、ご飲⾷の⽅
ドルチェorグラスワインサービス
野菜塩ら〜めん 730円→630円︕︕
⼊塾⾦半額＋通学カバン＋ワンタッチそろばん＋初歩⽤教材プレゼント︕
健⺠カードご提⽰の⽅に、⼈気デザート「珈琲ババロア」（定価700円）を100円引きで提供
いたします︕

ＪＡ特製メモ帳プレゼント

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話

特 典

ベジ・ファース

福島⽚岡鶴太郎美術庭園(併設松屋レストラン)

ト協⼒店
レジャー

福島市飯坂町字銀杏1-13

024-542-0555

福島県⼆本松市若宮２丁⽬１５４－１５

0243-23-0431

伊達市梁川町五⼗沢字寺前57-7

024-577-1388

⼊館料950円→700円
併設レストランでお⾷事された⽅、おかわりドリンクサービスいたします︕（コーヒー）

⽂化・芸術

Luxcrer ISHIZAWA(リュクレ イシザワ)
昭栄堂菓⼦店

おしゃれ,買物

買物

エステティックサロン FONTE

美容・健康

福島市笹⽊野字内畑2-1

090-3642-6919

BarbershopGOOD DAYS

美容・健康

福島市岡部字⼤蔵47-1

024-573-0123

ジュエリークリーニング無料
(お買い上げのお客様以外、他店購⼊品もOK︕)
お買い上げのお客様に☆お菓⼦1品サービス☆
初回のお客様、次回施術料500円引き︕
お会計の際

２００円OFF

毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポ

リオン・ドール保原店

買物

伊達市保原町上保原字⾦⼭3-1

024-574-2711

リオン・ドール鎌⽥店

買物

福島市鎌⽥字⻄⾈⼾11-1

024-554-5111

リオン・ドール本宮店

買物

本宮市⾼⽊字平内64

0243-63-1311

リオン・ドール川俣店

買物

伊達郡川俣町⼤字鶴沢字鶴東68

024-566-2888

中野屋菓⼦舗

買物

福島市置賜町4-13

024-522-5092

可）

安達太良⾼原アイスクリーム

買物

⼆本松市⼤関425

0243-24-3242

1⼝トッピングサービス︕

イント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、ポイントカードへ10ポ
イント進呈いたします。
1,000円以上お買い上げのお客様へ、お菓⼦をおひとつプレゼント︕（他カードとの併⽤は不

そろばんプラス 保原教室

⽂化・芸術

伊達市保原町11-15-3

050-3690-1188

salon スピカ

美容・健康

福島市上⿃渡字しのぶ台22-1

⼊塾⾦半額＋通学カバン＋ワンタッチそろばん＋初歩⽤教材プレゼント︕

024-573-2072

10％OFF︕

024-548-0786

お会計から5％ＯＦＦいたします︕

024-521-1050

ネイル施術された⽅に、ハンドマッサージサービスをさせていただきます。

024-521-6539

60分以上ご利⽤の⽅は10分無料サービス

024-549-1526

オーナー⼿作りの⼩さな作品を1つプレゼント

くつろぎ,ベジ・

コーヒー＆レストラン

⾵の⾕

ファースト協⼒ 福島市清⽔町北⾕地16-1
店,飲⾷

カラフルネイルサロン 福島中合店
リラクゼーション軽松屋
薬膳カレーの店 近藤

美容・健康
くつろぎ
美容・健康
飲⾷

福島市栄町5-1
福島市渡利字番匠町3-1
福島市蓬莱町6-20-1

ポモドーリB棟102号室

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

ジューシーチキンとアイスの店「味⼯房」浜⽥町店

飲⾷

福島市浜⽥町9-14

やわらかからあげ 味⼯房 保原店

飲⾷

伊達市保原町東野崎41-5

やわらかからあげ 味⼯房 伊達店

飲⾷

やわらかからあげ 味⼯房 ダイユーエイトMAX店

所

電

話

特 典

024-531-4404

600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF︕

070-5623-3546

600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF︕

伊達市沓形41-6

024-584-3933

600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF︕

飲⾷

福島市曽根⽥町1-18

024-536-0668

600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF︕

やわらかからあげ 味⼯房 川俣店

飲⾷

伊達郡川俣町鶴沢学校前１５

080-5552-2929

600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF︕

やわらかからあげ 味⼯房 南福島店

飲⾷

福島市⼤森字舘ノ内51

024-563-7029

600円以上のお買い上げのお客様は100円OFF︕

Nail Salon MOMO
味処 みずほ
陶⼯房 スタジオ ル・ポット
⾃家焙煎珈琲 じゃ⾖

美容・健康
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
⽂化・芸術
飲⾷

福島市飯坂町字下中川原11-2

ネイル5,000円以上施術の⽅は、1,000円値引きいたします︕
お⾷事された⽅へ、次回ご利⽤いただける50円の⾦券をプレゼント︕

福島市⼟船字中⾕地48

024-593-2335

伊達郡川俣町秋⼭⿃井⼾１５－２

024-565-5003

体験料300円割引

福島市鎌⽥字町55-10

024-553-0157

飲⾷代⾦より10％引き︕

★ハーラウモアナ(フラダンス教室)
★ＹＴＫアロハ(ハワイアンばんど)

⽂化・芸術,運動 福島市御⼭字中屋敷54-1

090-6227-5278

⼊会⾦無料︕

★シュムースバハル(ベリーダンス）
4500円（飲み放題コース・10名様以上）ご予約のお客様に限り、4000円にサービスいたしま
酒彩 幸味亭(ゆきみてい)

Dining Bar 灯 TOMOSHIBI
コーヒーサロンせいざん

くつろぎ,飲⾷

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
飲⾷

福島市五⽉町8-10 中栄ビル1F

024-521-4055

す。

福島市置賜町7-5 アドニード121ビル2階

024-563-4307

コーヒーor紅茶1杯サービス

福島県福島市荒井横塚３－２４６

024-594-1180

セットメニュー価格から50円引き

福島市笹⾕字稲葉35-8 福島カルチャーホール2F

024-502-2687

プチオイル1個プレゼント︕

Melty smile(メルティスマイル)

その他

Nail's tiara(ネイルズティアラ)

美容・健康

福島市成川字半夏⽥12-3

⽻⽥輝⼦バレエ教室

⽂化・芸術

福島市飯坂町平野三⾓⽥19-7

024-563-3635

レオタードポーチもれなくプレゼント

⽻⽥輝⼦バレエ教室 梁川教室

⽂化・芸術

伊達市梁川町字⼩梁川27-1 渡辺⼯務店2F

024-563-3635

レオタードポーチもれなくプレゼント

080-6056-1350

ハンドクリームをプレゼント︕

ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧
新

店舗名

2020/11/27
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
（お1⼈様１回限り）
◆クイックコース20分
◆デコルテ・フット・ハンド

Lasana Total Beauty Salon

美容・健康

福島市本内北古舘7-1 サニーヒルオオツキ1F

藤⽥ピアノ教室

⽂化・芸術

福島市伏拝内⽥37-13

050-1225-6911

024-546-9230

信夢(しんむ)

飲⾷

福島市仲間町4-38

珍満賓館

飲⾷

福島市北町2-1

024-522-4379

福島市笹⾕字南⽥3-4

024-558-2702

ヘアーサロン かねこ

美容・健康

090-3368-3665

いずれか1コースプレゼント︕

初回⽉1ヶ⽉分10％OFF
お会計5％引き︕
フリーのお客様デザートサービス︕
ご宴会のお客様10名様以上で1名様分無料︕
ご利⽤料⾦から100円引き
1000円以上お買い求めのお客様に

ニュー⽊村屋 本社⼯場店

買物

福島市三河北町３－１６

024-536-1028

ニュー⽊村屋 リオンドール鎌⽥店

買物

福島市鎌⽥⻄⾈⼾１１－１

024-554-5018

ニュー⽊村屋 ピボット店

買物

福島市栄町1-1

旨いとんかつ カツ亭

飲⾷

福島市松川町下川崎佐久間85-1

024-567-4272

福島市御⼭字中屋敷27-1

024-533-7536

1000円以上お買い求めのお客様に

整体なごみ 御⼭店

美容・健康

⾵の⾥ そば茶屋

飲⾷

安達郡⼤⽟村⼤⼭⽯位166-2

0243-68-2728

猫カフェ あいきゃっと 福島店

飲⾷

福島市曽根⽥町1-18 MAXふくしま5階

024-573-7574

野宮フィットネスボクシング

運動

福島市北沢⼜字川原1-4

090-4048-4124

福島市⽅⽊⽥字前川原30-11

090-3648-8030

カイロ&美容カイロボヌール
⽅⽊⽥カイロプラクティック

美容・健康

５ポイントサービス致します。

（1Ｐ-２５円・5Ｐは１２５円のサービスになります）

1000円以上お買い求めのお客様に
090-6577-3634

５ポイントサービス致します。

（1Ｐ-２５円・5Ｐは１２５円のサービスになります）

５ポイントサービス致します。

（1Ｐ-２５円・5Ｐは１２５円のサービスになります）

建⺠カード提⽰で お⾷事をされた⽅へ

ドリンク1杯サービス︕︕

初回のお客様45分以上のコース1,000引き︕
ご来店時健⺠カードご提⽰で、⽇替りのデザートまたはドリンクサービス致します。

モッテモテおやつプレゼント
⼥性は⼊会⾦6,000円が無料に︕
男性は⼊会⾦が半額の3,000円に︕︕
初回1,500円OFF︕
更にコラーゲンサプリ1週間分プレゼント︕

