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NEW BURN GYM【バーンジム】 スポーツ,運動 郡⼭市駅前2丁⽬6-5 マルマビル201 024-926-0325
・⼊会⾦5.000円→無料︕
・短期集中コース2ヶ⽉以上のご契約で10.000円引き︕

NEW moja*富⽥店 おしゃれ,買物 郡⼭市中ノ⽬3 024-901-9782 セール品を除く全ての商品10％OFF

NEW 居酒屋 花⽉ 飲⾷ 郡⼭市駅前1丁⽬7-7 安斎ビル2F 024-954-7751 乾杯ドリンク1杯サービス（⼀部除く）

NEW フィットネスクラブ エルフィット⼋⼭⽥ 運動 郡⼭市⼋⼭⽥3-8 024-991-1045
⼊会⾦ 無料
⼊会⽉ 会費無料

3three【スリー】
癒し,美容,美
容・健康

郡⼭市富⽥町⼤徳南25-3 遠藤コーポA101 080-6372-4124

1，ドライヘッドスパ 60分
 初回3,000円➡2,700円(税込)
2，アロマほぐし 60分
 通常4,800円➡3,000円(税込)
3，全⾝ほぐし 60分
 通常3,000円➡2,500円(税込

すっぽん料理 あらかぶ 飲⾷ 郡⼭市桑野2-14-14 024-921-7600 ⽣ビール1杯サービス

呑みめしや いっぷく 飲⾷ ⽥村市船引町東部台3-69 0247-82-2833 ソフトドリンク1杯サービス︕

カラオケ はちまん レジャー,遊び ⽥村市船引町船引字⼋幡9-1 0247-82-0336 記念品贈呈

⼿しごと 炭蔵 飲⾷ 郡⼭市中町7-14 飯島中町ビル1F 024-983-3331

ランチタイム
 ソフトドリンク1杯サービス
ディナータイム
 おまかせ⼀品料理サービス

Body Labo アティ郡⼭店
憩い,美容,美
容・健康

郡⼭市駅前1丁⽬16-7 アティ郡⼭ 8F 024-953-5775
20分以上のメニューご利⽤の⽅
 +10分延⻑サービス

須賀川Kitchenあぐり
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

須賀川市中町662 フカヤビル2F 0248-94-2454
季節のお料理1品サービス︕
ご飲⾷のお客様のみ。ご宴会のお客様は除く
お⼀⼈様のみ

Salud physical healthcare studio スポーツ,運動 郡⼭市朝⽇2丁⽬6-4 ⽵内ビル 080-4166-7803
ドリンク1本プレゼント
※お⼀⼈様1回のみ

どんぶり定⾷ SHIORICH
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市桑野3丁⽬14-27 カレッツァ105 024-953-4585 スタンプカード2倍サービス

リオン・ドール鳴神店 暮らし,買物 郡⼭市鳴神2丁⽬84番地 0242-26-2111
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜き1000円以上お買い上げでポイントカードへ10ポイント進
呈いたします︕

〇粉房 郡⼭中町店 お菓⼦,その他 郡⼭市中町7-19 デジプラン中町ビル1F 024-955-6648 当店ポイントカード2倍押印

〇粉房 フェスタ店 お菓⼦,その他 郡⼭市⽇和⽥町字⼩原21-2（トレーラーハウス） 080-7344-8027 当店ポイントカード2倍押印
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TOCO AND TOCO 美容,美容・健康 郡⼭市久留⽶4丁⽬104 024-954-6940

★初回限定★
 ・ネイル替オフ無料︕
★初回限定★
 ・まつ⽑エクステセーブル付け放題6,000円︕
 ・次世代マツゲカール1,000円引き︓通常6,480円→5,400円︕
★初回限定★
 ・マツエク3Dつけ放題 8,500円︕︕

接⾻院sasukene 美容・健康 須賀川市栄町12-10 栄町 駅前マンションビル102 080-6051-8109 初回検査料3.300円→無料︕

カットサロン あくあ 美容,美容・健康 郡⼭市久留⽶6丁⽬71 080-6000-0828 初回の⽅限定、1500円以上のメニューが300円引き︕

猫の集会所 ほっとみるく 飲⾷ 須賀川市本町49 0248-73-3492 ドリンク1杯サービス

アミューズパーク須賀川
スポーツ,遊び,

運動
須賀川市⼤⿊町150-1 0248-76-1615 ネコちゃんのおやつ(100円)をサービス

ひのき酵素⾵呂 ZEN
くつろぎ,美容,
美容・健康

郡⼭市備前舘2-96 024-973-8588

■ラドン吸⼊（要予約）
通常2,000円→900円／回

■ラドン吸⼊回数券
5回分  4,000円
10回分 7,500円
★1ヵ⽉フリーパス 15,000円
※ご予約時などにふくしま健⺠カード利⽤とお伝えください

ハバカーる。富⽥店
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市新屋敷1丁⽬35 024-953-5706 ラッシーorココナッツプリンorココナッツシャーベット 1品サービス︕

ポーラエステインYURI 美容・健康 郡⼭市安積町荒井字⼤池29 サンドエルⅡ 1階 024-953-5508
ハンドマッサージ10分無料+お肌に合わせたサンプルプレゼント
or お肌の健康診断無料+お肌に合わせたサンプルプレゼント

居楽屋SYUZEN あかし 飲⾷ 須賀川市⾺町55 0248-73-2737 ドリンク1杯 無料︕︕

タイ式マッサージとカイロのタカスミ
くつろぎ,癒し,
美容・健康

郡⼭市七ッ池町1-6 090-6451-1390
・アジアン雑貨プレゼント︕
・タイ式Mixコースに限り10分延⻑︕︕

宅配&持帰りパエリア パエリー郡⼭店
その他,ベジ・
ファースト協⼒
店,飲⾷

郡⼭市桑野2-17-12 J&Cビル 1F-C 024-953-3434 マークの付いたサイドメニュー１品プレゼント︕

ulua hair salon 美容・健康 郡⼭市富⽥町字諏訪前42 024-983-9410 炭酸スパ  or  1stepクイックトリートメントをサービス︕︕

居酒屋 安兵衛
その他,ベジ・
ファースト協⼒
店,飲⾷

郡⼭市⼤町1-3-12 024-933-9326 おすすめ地酒1杯サービス
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中国名菜 姑娘飯店 その他,飲⾷ 郡⼭市駅前1-4-15 024-923-5722 ココナッツ団⼦ サービス

橙家  桑野店 飲⾷ 郡⼭市桑野4-9-10 024-973-5729
5,000円(税抜)以上ご飲⾷の⽅
 お会計より10％OFF

Issyou Asil-笑酔-
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

須賀川市⻄⼭寺254 第3Sハイツ1F 080-1840-1400 会計⾦額より10％オフ

ほぐしま専科 須賀川東店
暮らし,美容・健

康
福島県須賀川市南上町80-2 0248-94-5118 当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕

ハッピークリーン その他,暮らし 郡⼭市安積町成⽥字⻄畑32
090-8255-1976
024-505-4253

ご利⽤時額15,000円毎に、500円を割引き致します。

英会話イーオン アティ郡⼭校 教養,暮らし 郡⼭市駅前1-16-7 アティ郡⼭8F 024-922-5567
⼊学⾦無料
（⼀般通常33,000円）
（中学⽣以下通常11,000円）

Nail Salon TOIRO 〜⼗⾊〜 おしゃれ,美容 福島県郡⼭市栄町9-3 505号室 090-5596-2579
【新規のお客様限定】
ネイルオフ代を無料に︕プラス20％OFF︕プラス サロン専売ハンドクリームをプレゼント
いたします︕︕

チャイニーズレストラン みかど くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市⽅⼋町2-19-10 024-944-8338
健⺠カードご提⽰の⽅へ
お⾷事のお客様にソフトドリンクを1杯サービスいたします。

旬膳 くしぜん くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市⼤町1-4-16 第⼀増⼦ビル4F 024-935-5007
◆宴会コース◆5,500円コースを5,000円に割引き致します‼
（現⾦払いのみとさせて頂きます）

Sports Bar One`s
くつろぎ,スポー

ツ,飲⾷
福島県郡⼭市朝⽇2-11-13 080-5848-8345 テキーラ1杯サービス‼

Own Aquarium ペット,暮らし 郡⼭市神明町10-8 090-7072-4043 初回設置費⽤を20%OFFにいたします‼

フレッシュ・リーフ
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市横塚6-1-18 101 024-943-2111

①お疲れリセット!全⾝整体60分 ￥4,700→￥3,960
②お疲れリセットロング!全⾝整体90分  ¥6,700→¥5,600
③オーダー⼈気No.1!全⾝整体60分+フット30分 ￥6,700→￥5,600
④リンパドレナージュ!100分 ￥8,800→￥7,800
⑤⼥性オーダーNo.1!全⾝整体60分+美脚リンパ60分 ¥8,580
⑥徹底改善!全⾝整体60分+リンパドレナージュ100分 ¥11,760

とんかつ なには くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市朝⽇2-19-12 024-933-6666 ⾷後のコーヒー1杯サービス︕ ※ご注⽂の際にお申し出ください

お⾷事処 べこ⼩屋 くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市桜⽊2-21-6 024-933-9446
お電話で予約時に「健⺠カードあり」とお伝えくださった⽅。
※税込み4,000円以上の飲み放題付きご宴会を5名以上でご予約のお客様、500円×⼈数分割引
きいたします。
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中華ジャスミンの花 くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市中町5-26 ナナミビル1Ｆ 024-921-7887
健⺠カードご提⽰の⽅へ
夜にご飲⾷のお客様 にはデザートサービスいたします!

イタリアンダイニング郡⼭
くつろぎ,憩い,

飲⾷
郡⼭市開成2-30-10 024-927-8088

[ご注⽂の際に健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆サービスデザートお1つ or サービスワイン1杯プレゼントいたします︕◆

東横イン郡⼭
くつろぎ,宿泊,
暮らし

郡⼭市本町1-16-3 024-935-1045
[チェックインの際に健⺠カードをご提⽰の⽅]
 ◆⼥性の⽅限定︕
 レディースセットをプレゼントいたします︕◆

サロン・レオーネ
暮らし,美容・健

康
郡⼭市⼤槻町菅⽥53-3 024-952-7337

[ご予約の際に健⺠カード利⽤の旨お伝えいただいた⽅]
 ◆1時間料⾦,3,300円のところ2,500円にサービス板います︕◆
 ※消費税が10％になった為、価格変更しています

鶴我 郡⼭店
くつろぎ,憩い,

飲⾷
郡⼭市⼤町1-2-18 024-931-1056

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆5,000円以上ご飲⾷の⽅1組1会計につき500円割引きいたします︕◆

菜園レストラン el TAPADO
くつろぎ,ベジ・
ファースト協⼒
店,憩い,飲⾷

郡⼭市⻄⽥町⼟棚字内出346-1 024-972-2325
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆13:30以降のご来店でソフトドリンク1杯サービスいたします︕◆
※⼟・⽇・祝祭⽇ランチ限定とさせていただきます。

隠れ菴 忍家 イオンタウン須賀川店
くつろぎ,憩い,

飲⾷
須賀川市字仲の町74-1 0248-63-8781

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆平⽇、⽇曜はお会計より 10％OFF︕︕(上限 3,000円)
 ◆⾦、⼟、祝前⽇はお会計より 5％OFF︕︕(上限 3,000円)

POWER'S MOTOR その他,暮らし 郡⼭市安積町⽇出⼭2-43 024-954-3782
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆クオーツボディガラスコーティング20％引きいたします︕◆

⼤⼾整体施術院
暮らし,美容・健

康
郡⼭市並⽊4-9-18 024-924-2730

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆初検料 通常1,000円を無料にいたします︕◆

銘席喰処 夢⼀膳
おしゃれ,憩い,

飲⾷
郡⼭市駅前1-4-3  SSポートビル1F 024-934-8236

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆お料理によく合う地酒をサービスいたします︕◆

笹川⾃動⾞⼯業 その他,暮らし 郡⼭市安積4-321 024-945-5642
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆修理、お⾒積りの⾦額より更に10％OFF︕

和餐
くつろぎ,憩い,

飲⾷
郡⼭市駅前2-6-3  メッソビル2F 024-925-0223

[ご予約の際、健⺠カード利⽤とお伝えいただいた⽅]
 ◆10名様以上のご宴会で1名様無料 or 飲み放題30分延⻑いたします︕◆

リラクゼーション Nalulu
くつろぎ,美容・

健康
郡⼭市⻲⽥1丁⽬22-22 024-901-9329

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆初回限定︕全メニュー500円引き︕

⼿打ちそば処 鈴花 飲⾷ 郡⼭市⽥村町⾦屋上川原284-110 024-944-3376
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆お会計より5％OFF︕
※ワンコインランチは除く
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Cybex 郡⼭店
くつろぎ,暮ら
し,遊び

郡⼭市⻑者3-1-3 024-938-3189
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆新規の⽅のみ⼊会⾦無料︕

アトリエ・キュキュロン 雑貨 須賀川市⽮⽥野字藤原136-2 090-3469-0287
[健⺠カードご提⽰の⽅]
コーヒー1杯サービス︕

⼿打ち中華そば 味楽 飲⾷ ⽯川郡平⽥村上蓬⽥字下槍らい14 0247-55-2157
[ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆ご飲⾷のお客様へ半熟味付たまご(半分)をサービス︕

Fumieアトリエ 暮らし,買物 須賀川市⼭寺町189 090-3754-2964
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆体験レッスン料を無料にいたします︕

こけし庵 おみやげ,買物 郡⼭市熱海町熱海2丁⽬53 024-984-4406
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆こけし絵付け教室体験の際、粗品プレゼント︕

⼯房⼤丸
おしゃれ,おみや
げ,買物,雑貨

郡⼭市並⽊4丁⽬5-4 024-934-8132
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼿作り体験で粗品をプレゼント︕

呑みと⼿料理の⺟ちゃんの台所 くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市菜根⼀丁⽬6-20 024-932-0315
ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅
 ◆本⽇のおすすめ1品 or 乾杯ドリンク1杯サービスいたします︕◆

KONアクロバット・体操教室
スポーツ,美容・

健康
郡⼭市⼭崎408-12 024-973-6902

♦体験レッスン2.000円→1.000円
♦体験されたその⽇のうちにご⼊会の⽅
 ⼊会⾦通常5,000円→1,000円（税別）

サディア美ボディスタジオ
スポーツ,美容・

健康
郡⼭市⼭崎408-12 024-973-6902

♦体験レッスン
 2.000円→500円︕
♦ダイエット
 ボディラインを整える（60分）
 通常20.000円→8.000円︕
♦体験
 体験されたその⽇のうちにご⼊会の⽅
 ⼊会⾦通常5,000円⇒1,000円︕（税別）
♦美姿勢バランスストレッチ
 体幹トレーニング、有酸素運動を取り⼊れた内容
 通常（⽉2回）3.500円→2.200円︕
 ⽕曜⽇11:00〜
 ⾦曜⽇19:30〜

ビューティースタジオfu
おしゃれ,教養,
⽂化・芸術,美
容・健康

⽥村市船引町船引字砂⼦⽥46-1 0247-82-1182

健⺠カードご提⽰の⽅
 ◆バーバリウム体験 2,000円⇒1,200円にいたします︕︕◆
 ※⾓ビン200ml 1本
 ※要予約
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コナカ郡⼭富久⼭店 おしゃれ,買物 郡⼭市富久⼭町久保⽥字上野46-1 024-991-5645

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︕◆
 ※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

コナカ須賀川店 おしゃれ,買物 須賀川市陣場町134-1 0248-76-0029

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︕◆
 ※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

回転寿司とっぴ〜 郡⼭安積店 くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市⺒六段208番地 024-937-1161
[ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆190円までのお⽫1⽫サービス︕
 ※お会計1,000円の⽅に限る

紗⽻しゅうこ シャンソン・ボーカル教室
郡⼭笹川教室

教養,⽂化・芸
術,暮らし

郡⼭市笹川1丁⽬355-3 090-9741-5321
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼊会⾦無料にいたします︕◆

紗⽻しゅうこ 朗読・話し⽅教室 郡⼭緑ヶ丘教室
教養,⽂化・芸
術,暮らし

郡⼭市緑ヶ丘東4-20-9 090-9741-5321
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⼊会⾦無料にいたします︕◆

磐梯熱海アイスアリーナ
スポーツ,レ
ジャー

郡⼭市熱海町⽟川字反⽥1-1 024-984-5377

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆スケート利⽤料⾦10％割引︕
 ※別途貸靴代300円がかかります
 ※貸切利⽤の為、個⼈利⽤できない場合もございます
 ※利⽤可能⽇、利⽤可能時間の確認は施設まで

貴⽂家 幸之助

おしゃれ,くつろ
ぎ,ベジ・ファー
スト協⼒店,暮ら

し,飲⾷

郡⼭市富⽥町字⼤徳南39-1  ⼩松貸家2号 024-905-3361
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆特性ブリュレをサービス︕
 ※品切れの場合はご容赦ください

トラバル
くつろぎ,ベジ・
ファースト協⼒
店,飲⾷

郡⼭市駅前1-4-7 エリート41ビル6F 024-953-5688
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆単品飲み放題(2時間) 1,800円→1,500円にいたします︕◆

北の酒膳
おしゃれ,くつろ

ぎ,飲⾷
須賀川市中町39 みずほビル 0248-76-1292

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆〜酒膳元祖⽟⼦焼き〜ふわふわ⽟⼦焼きをサービス︕

Make&HairStage きらら
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市⽥村町⾕⽥川字⼩⽯塚88-4 024-955-5344

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆カット 2,600円(税別)
 ◆オーガニックハーブカラー 3,800円〜(税別)
 ◆パーマ 6,300円〜(税別)
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Baker's COZY
おしゃれ,おみや
げ,お菓⼦,暮ら
し,買物

郡⼭市桜⽊2丁⽬22-6 024-983-9116
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆500円以上お買い上げでお会計から10％OFF︕

Tweedia〜トゥイージア〜
くつろぎ,保健,
美容・健康

郡⼭市久留⽶3丁⽬36-1 080-3144-9090
[初回限定]
 ◆全メニュー5,000円︕
 ※ご予約時に健⺠カード利⽤とお伝えください

Loop hair design
おしゃれ,暮ら
し,美容・健康

須賀川市⼤町72-1   サンライズビル1F 0248-94-5222
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆新規のお客様に限り全メニュー20％OFF︕

沖縄料理 しゅう
おしゃれ,ベジ・
ファースト協⼒
店,飲⾷

郡⼭市台新2丁⽬29-2 024-905-7245
[健⺠カードご提⽰の⽅]
 ◆沖縄限定ブルーシールアイスをサービスいたします︕◆

花物語
おしゃれ,教養,
⽂化・芸術,暮ら

し
須賀川市東作142-1 0248-72-0422

[お買い上げのお客様]
 ◆次回よりご利⽤いただける10％OFF割引券プレゼント︕

郡⼭ユラックス熱海（温⽔プール）
レジャー,美容・

健康
郡⼭市熱海町熱海⼆丁⽬148番地の2 024-984-2800

◆プール利⽤料⾦ 10％割引
 ※セット券にはお使いいただけません。
 ※他の割引券、クーポン券との併⽤はできません。

Total Body salon S-CARE
くつろぎ,健診,
美容・健康

郡⼭市神明町9-3 024-983-6625
◆酸素ルーム半額︕ 60分 1,000円︕︕
 or
 ◆コラーゲンマシーン 30分 1,000円

いちむら くつろぎ,暮らし 須賀川市中町16-5 0248-73-2202
[お買い上げのお客様]
 ◆次回ご来店よりお使いいただける「500円お買い物券」プレゼント︕
 ※⼀部対象外商品がございます

CAFĒ BLIKJEINU
おしゃれ,くつろ
ぎ,ベジ・ファー
スト協⼒店,飲⾷

⽥村郡三春町中町4  ⼆ノ蔵 0247-61-6757
[ランチご注⽂の⽅に限り]
 ◆お会計より50円引きいたします︕◆

ながお整体院
保健,健診,美
容・健康

郡⼭市⼟⽠1-1-1   アルタイルビル A101 024-973-7197 初回4,500円→2,500円︕

Hair salon O'rgar
おしゃれ,美容・

健康
須賀川市森宿北向89-1 0248-94-2368

平⽇限定]
◆30％OFF カット+カラー 7,560円︕
☆スタイリストMikuが担当します☆

タイヤ館 須賀川 暮らし,買物 須賀川市森宿字ヒジリ⽥25 0248-63-8788
健⺠カードをご提⽰された⽅
 ①バッテリーテスター点検無料&店頭価格より10％OFF︕
 ②エアコンフィルター 10％OFF︕



ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧 2022/11/22

新 店舗名 カテゴリ 住 所 電 話 特 典

HAIR&MAKE EARTH 郡⼭コスモス通り店
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市中野2丁⽬45 024-962-7337

◆カラー、カット、パーマ
 各2,500円(税別)

リンパマッサージサロン HIMUKA
くつろぎ,美容・

健康
郡⼭市東原3丁⽬120 パルフェ105 080-5224-0882

[初回のみ]
 60分コース以上で500円OFF︕

ハム⼯房都路 直売所 買物 ⽥村市船引町船引字源次郎218 0247-61-5686 ◆お買い上げ⾦額より5％OFF︕

酒かふぇ まるみ 飲⾷ ⽯川郡浅川町本町⻄裏88 0247-36-2115

[毎来店時に健⺠カードご提⽰]
 ⽇本酒ワンショットサービス︕
 
 [五×⼋倶楽部に⼊部(⼀枚五百円の⽊札を購⼊いただきます)]
 ①毎来店時に⽇本酒ワンショットサービス︕
 ②イベント、試飲会を優先的にご案内、参加することができます︕
 ③酒⽶を作って⽇本酒を造るプロジェクトに参加できる︕

ama terrasse Cafe
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市中町13-1  うすい百貨店4F 024-973-6356 本⽇のデザートプレゼント︕

GLüCK 買物 郡⼭市鶴⾒坦2-8-8 024-921-2110 2,000円以上お買上げで10％OFF︕

Dione 須賀川店
おしゃれ,美容・

健康
須賀川市塚⽥70  司駅前ビル101 0248-94-6626

テラヘルツ温熱ベッド 30分￥1,100
ご利⽤時 デトックスティー（1杯）プレゼント

季節料理 なじみ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

須賀川市岡東町87 0248-76-2900 当店オリジナルポイントカードに1つ多くスタンプを押印いたします︕

氣恩正体 美容・健康 郡⼭市⽥村町岩作字⼩⼈町50-1 080-2806-3939
初回500円引きいたします︕
当店ポイントカードで、15,000円毎に500円引き

Total Beauty Salon LUZ
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市中町７－１４ おのやビル 夢通り側２Ｆ 024-934-0616

【VIO WAX デザイン込】
◆通常6,300円→初回のみ4,300円︕︕
【VIOシュガーリング】
◆通常8,000円→初回のみ6,000円︕︕
【セルフホワイトニング】
◆通常4,860円→初回のみ2,980円︕︕
【美眉デザインWAX】
♦通常5,450円→初回のみ4,900円︕︕
【上下パリジェンヌ】
♦通常8,800円→初回のみ7,800円︕︕

美men
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市菜根5丁⽬18-18 024-983-3533

[初回限定]
◆全メニュー1,000円OFFいたします︕︕◆
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蔵王城 飲⾷ 郡⼭市細沼町10-8 024-922-4507
[各種定⾷ご注⽂のお客様]
◆ソフトドリンク(コーヒー or ウーロン茶)1杯無料にいたします︕◆

Hair Life Hana＆Co (美容室 花⼼)
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市駅前1-16-8 セブンビル3F 024-925-9357 ヘッドマッサージ無料

仏壇・仏具専⾨店 正雲堂 暮らし,買物 郡⼭市富⽥東四丁⽬138 024-932-7739
[ご来店予約された⽅]
仏壇・仏具5％割引券プレゼントいたします︕

ながぬま⾷堂 買物 須賀川市志茂字六⾓65  ながぬまショッピングパーク内 0248-94-6629

[ランチご飲⾷の⽅]
◆健⺠カードご提⽰でお会計より50円引き︕
[ディナー3000円以上ご飲⾷の⽅]
◆健⺠カードご提⽰でお会計より300円引き︕

ナースバンク株式会社 美容・健康 郡⼭市深沢1丁⽬8-23  ⼤槻ビル 1F 0120-05-7603
ご購⼊合計より5％OFF︕
※化粧品、⽵炭、⽵酢液のみ

ジェイムズ英会話 郡⼭校 教養,⽂化・芸術 郡⼭市駅前1-6-5 ピースビル郡⼭5階 024-932-0806
◆ご⼊会で⼊会⾦通常11,000円→無料︕
更に週2回ご受講の⽅、初⽉授業料半額︕
(通常19,800円→9,900円)

すし観 飲⾷ 須賀川市今泉字上鶴51-2 0248-65-2995 ◆ソフトドリンクor挽き⽴てコーヒー1杯サービス︕

蕎⻨処 ⾦⼦屋 飲⾷ 須賀川市中宿357 0248-72-9633
お⾷事された⽅、健⺠カードご提⽰で
◆コーヒー1杯サービスいたします︕◆

nail salon&school clear villa －クリアヴィラ－
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市中町7-17 3F(美容室anx内) 024-954-3103

①アート付き定額ジェル 5,990円→5,490円
②ぷる♪つや♪ワンカラー 4,320円

まごの⼿療術院 美容・健康 須賀川市岡東町186インターシティ7号室 090-9039-6048
【健⺠カードご提⽰の⽅】
ポイントカードにスタンプ2個押印進呈いたします︕

郡⼭巻き⽖矯正院 美容・健康 郡⼭市桑野3-19-16 1F 024-973-7099

【健⺠カードご提⽰の⽅】
◆いつでも無料相談を受け付けいたします︕
※他のクーポンとの併⽤不可
※ご来院の際にご提⽰ください

ハッピータイム
おしゃれ,美容・

健康
須賀川市堀底町42-2 090-7328-9810

【ご新規のお客様限定】
フェイス琥珀コース 1,000円割引︕
※他のクーポンとの併⽤不可
※受付の際に健⺠カードをご提⽰ください
※完全予約制となっております
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HAIR STORY R
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市富⽥町後久保45-13 KⅡビル1F 024-961-1170

【初めてご利⽤のお客様】
◆カット500円OFF︕︕
通常4,300円⇒3,800円︕︕

【初めてご利⽤のお客様】
◆パーマ or カラー 1,000円OFF︕︕

※他のクーポンとの併⽤不可

Amande oeil〜アマンドゥ ウュ〜
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市⽚平町元⼤⾕地27-3 024-953-4550

【はじめての⽅のみ】
◆肌別オーダーメイドフェイシャル(good):14,040円 ⇒ 10,800円(税込)
◆肌別オーダーメイドフェイシャル(very good):17,280円 ⇒ 14,040円(税込)

⽻⿃湖温泉 彩光の湯&ガーデンスパ
 (エンゼルフォレスト那須⽩河)

レジャー,温泉,
美容・健康

岩瀬郡天栄村⽻⿃字⾼⼾屋39 0570-012334

【彩光の湯 ⽇帰り温泉⼊浴】
◆⼤⼈(中学⽣以上) 1,200円→700円
◆シニア(60歳以上) 800円→500円
◆⼩⼈（３歳以上）600円→350円
※お⾷事付きのプラン商品の割引は不可
※受付の際に健⺠カードをご提⽰ください

シェービングサロン Petit Brillant
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市桑野4-10-12 024-953-3229

【ご新規の⽅限定】
※ご来店時に健⺠カードをご提⽰ください
◆ブリリアントシェービング(50分)通常4,500円
◆スタンダードシェービング(30分)通常3,500円
→各500円OFFいたします︕︕
※他のクーポンとの併⽤不可

サバイバルゲームフィールド CHARENGER
スポーツ,レ
ジャー,運動

須賀川市⼤袋町10番地 0248-94-8701
[⽉1回に限り]
使⽤料⾦500円引きいたします︕
※⼟・⽇・祝に限る

⼿打ち麺 トクちゃんらーめん本店 飲⾷ 郡⼭市桑野1-25-9 024-925-3390
◆トッピングの『煮たまご』・『板ノリ』・『メンマ』いずれか1つをサービスいたします︕
◆

らぁめんKitchen けんけん 飲⾷ 郡⼭市安積町⻑久保三丁⽬18-7 024-954-4489
ラーメンご注⽂のお客様
◆煮卵1ヶサービスいたします︕◆

イオンスーパーセンター鏡⽯店 買物,飲⾷ 岩瀬郡鏡⽯町桜岡375-9 0248-92-3080

健⺠カードご提⽰で
◆毎⽉1⽇〜3⽇ ⾐料品・暮らしの品が5％OFFにいたします︕︕◆
※⾷料品・お酒類は除きます
※直営売場に限ります
※⼀部割引除外品がございます
※他の会員特典・会員割引との併⽤はできません"
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(株)天空のハーモニー 光、⽔、こころ 温泉,美容・健康 岩瀬郡天栄村上松本字上ノ前13 0248-82-3109 ポストカード1枚プレゼント︕

TFサロン てしろぎ整体院 美容・健康 ⽥村郡三春町⼤字楽内字孝⼾35-8 0247-61-2055
※初回限定※
◆40分・60分コース⇒10％OFFいたします︕◆

果汁⼯房 果琳 イオン郡⼭フェスタ店 美容・健康,飲⾷ 郡⼭市⽇和⽥町字⼩原1  フェスタ1F 024-968-0316
フルーツジュースまたはフルーツソフトをご注⽂のお客様
◆お会計より50円OFFいたします︕◆

割烹 加賀
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽥村市⼤越町上⼤越字久保⽥45-3 0247-79-2469
ソフトドリンク(ワングラス)全員にサービスいたします︕
※ソフトドリンクは全員の⽅へ最初の1杯(ワングラス)サービスいたします。

cafe narumari
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽥村郡三春町⼤字上舞⽊字明部作38-29 024-973-5841
ランチご利⽤のお客様
ランチセットドリンク1杯半額にいたします︕

弘法不動の湯 温泉 岩瀬郡鏡⽯町字岡の内418 0248-62-1770 1⽇⼊浴ご利⽤時、10名様利⽤で1名様無料︕

まる福株式会社 ⼯場直売
お⼟産,お菓⼦,

買物
郡⼭市安積2-259 024-973-8029

商品をお買い上げの⽅に
◆⼼ばかりのミニサービスいたします︕︕◆

にこにこバラ園 お⼟産,買物 須賀川市花岡1-32 0248-94-8731
健⺠カードご提⽰の⽅
◆3,000円(税込)以上お買い上げの⽅、お会計より10％OFFいたします◆

forest バン 源⽥
ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊,

温泉
郡⼭市逢瀬町多⽥野源⽥5 024-957-2320

【健⺠カードご提⽰のお客様】
⼊浴料100円引き︕
【ご宿泊者様限定】
宿泊料500円引き︕

アニマルフォレスト うつしの森 お⼟産,買物 ⽥村市船引町上移字上道135-1 080-5571-1305
お会計時に健⺠カードご提⽰で
◆素敵なプレゼントをご⽤意いたします︕◆

安楽亭 ぼたん店 飲⾷ 須賀川市和⽥字番屋71-1 0248-72-3101
選べるオリジナルデザート1品サービスいたします
※グループ5名様まで1回限り
※注⽂時にご提⽰ください

⼗⽉の南 おしゃれ,買物 郡⼭市久留⽶6-144 024-947-5195
⾐類、バッグ、アクセサリーをお買上げの⽅
◆お会計より10％OFFいたします︕

『果物畑』鈴⽊果樹園 お⼟産,買物 須賀川市和⽥番屋70-1 0248-73-0084 1000円以上お買い上げで300円OFFいたします。

⼤志軒 富⽥店 飲⾷ 郡⼭市新屋敷⼀丁⽬162 024-926-0083
【ご飲⾷の⽅】
ソフトクリームお1つサービスいたします︕︕

彩華飯店 静町店 飲⾷ 郡⼭市静町18-20 024-952-0501
◆3,000円以上ご飲⾷で餃⼦無料券1枚サービスいたします︕
◆毎⽉1⽇ご飲⾷で餃⼦試⾷券1枚サービスいたします︕
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VOW communications その他 郡⼭市駅前1-7-7安斎ビル4F 024-991-6830
【初回来店時限定】⼊会登録料半額︕︕
※通常30,000円→15,000円
パーティー参加費 500円OFF︕

イタリアワイン⾷堂 ラ・フラスカ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市⻄ノ内1-2-2  ケーズガーデン2F 024-905-7122
おまかせ⼩⽫を⼀⽫サービス︕︕
※健⺠カードをご提⽰の⽅お1⼈様のみ

岩盤浴グー・チョキ・パー 郡⼭店
レジャー,美容・

健康
郡⼭市横塚3-4-7 024-943-8868

健⺠カードご提⽰の⽅のみ
⼤⼈1回1,300円→1,000円にいたします︕

下町潤⻁⾷堂 ツムラ屋
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

須賀川市仲の町56-1 オーシェルナカノマチ1F 0248-94-7775
お⾷事メニューをご注⽂された⽅へ
ソフトドリンク１杯サービスいたします︕

アミューズパーク 郡⼭
レジャー,遊び,

運動
郡⼭市安積町⽇出⼭2-80 024-944-9898

健⺠カードご提⽰のお1⼈様のみ
 1，バッティング1ゲームサービス︕
 2，メダル20枚サービス︕
 ※どちらか1つをお選びください
 ※他のクーポンとの併⽤不可

JA福島さくら農産物直売所 ふぁせるたむら

ベジ・ファース
ト協⼒店,レ
ジャー,買物,飲

⾷

⽥村市船引町船引字遠表143 0247-82-4800

★ジェラート⼯房★
特別価格にてご提供いたします︕
ダブルサイズをシングルサイズの価格にてご提供︕︕
※但し、毎⽉第3⽔曜⽇は対象外とさせていただきます。

あぶくま洞
レジャー,⽂化・

芸術
⽥村市滝根町菅⾕字東釜⼭1 0247-78-2125

★⼊洞料割引致します★
⾼校⽣以上︓1,200円→1,000円
中学⽣︓800円→600円
⼩学⽣︓600円→500円

和み整体院 美容・健康 郡⼭市池ノ台19-6 024-901-9785
☆初回限定☆
 初診料6,350円→4,700円︕︕（⾼校⽣以下3,600円）

道の駅 ⽻⿃湖⾼原

ベジ・ファース
ト協⼒店,レ
ジャー,買物,飲

⾷

岩瀬郡天栄村⼤字⽥良尾字芝草1-3552 0248-85-2547
1,000円以上ご飲⾷&健⺠かーど提⽰で
ソフトクリーム100円引きいたします︕

⽜⾓ 郡⼭安積店 飲⾷ 郡⼭市安積2-347 024-937-5653
3,150円以上のご飲⾷で500円引きいたします︕
※1グループのみ

中華のおみせ 柳明 飲⾷ ⽥村市船引町東部台3-65 0247-82-4685
お会計時に健⺠カードご提⽰されたお客様
当店のポイントカードにプラス1ポイントサービスいたします︕

タリーズコーヒー エスパル郡⼭店 買物,飲⾷ 郡⼭市字燧⽥195  エスパル郡⼭2F 024-954-7970 お好きな商品を1点10円引きいたします︕
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ほぐしま専科 ⽥村店 美容・健康 ⽥村市船引町船引字源次郎183-1-2 0247-73-8390 当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕

ほぐしま専科 久留⽶・安積店 美容・健康 郡⼭市久留⽶⼆丁⽬65-1 024-937-2701 当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕

⽉の庭

ベジ・ファース
ト協⼒店,レ
ジャー,宿泊,温

泉

郡⼭市熱海町熱海5-143 024-984-2301
10名様以下の場合︓ワンドリンクまたはモーニングコーヒーサービス︕
10名様以上の場合︓モーニングコーヒーをサービス︕
※どちらもご宿泊の⽅限定となります

磐梯熱海温泉 ⼭城屋旅館
ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊,

温泉
郡⼭市熱海町熱海5-145 024-984-2216

事前予約時に「健⺠カードあり」をお申し出の⽅
10名様以下の場合︓ワンドリンクまたはモーニングコーヒーサービス︕
10名様以上の場合︓モーニングコーヒーをサービス︕

串揚げ居酒屋 ハシゴ
くつろぎ,ベジ・
ファースト協⼒
店,飲⾷

郡⼭市中町11-2 ロンデン中町ビル 2F 024-973-8845

◆単品飲み放題2,000円→1,500円に︕(グループ全員）
※但し週末のご利⽤はお控えください。
◆コース8名様以上のご利⽤で、幹事様1名無料︕
※8名様以上1グループで有効

CHERCHEL アティ郡⼭店 美容・健康 郡⼭市駅前1-16-7  アティ郡⼭6F 024-983-3450
施術ネイルメニューより10％OFF︕
※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。

麺処さとう 郡⼭鳴神店 飲⾷ 郡⼭市鳴神⼆丁⽬103 024-926-0505
・味⽟・メンマ・のり・ネギ・エビワンタン・中盛り・⼤盛りの中から
いずれかお好きなトッピング 1点サービス︕︕

⽶沢⽜・炭⽕焼⾁ 上杉 郡⼭店
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市桑野⼀丁⽬5-19 024-933-8929 乾杯ドリンク1杯サービス︕︕

カラオケ時遊館 郡⼭駅東店 レジャー,遊び 郡⼭市芳賀1-1-4 024-956-6561

カラオケ代10％OFF︕
※最⼤割引額上限は2,000円まで
※他のパックプラン、サービス券との併⽤不可
※お会計時に『健⺠カード』をご提⽰ください

カラオケ時遊館 郡⼭堤店 レジャー,遊び 郡⼭市堤3-181 024-961-6664

カラオケ代10％OFF︕
※最⼤割引額上限は2,000円まで
※他のパックプラン、サービス券との併⽤不可
※お会計時に『健⺠カード』をご提⽰ください

⽣パスタ専⾨店 Gran Pasta
イオン郡⼭フェスタ店

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市⽇和⽥町⼩原1  ⽇和⽥ショッピングモールフェスタ
1F フードコート

024-973-7703
パスタご注⽂のお客様へ健⺠カードご提⽰で
ドリンク(M)サービス︕︕

リラクゼーションサロン FRANC 美容・健康 郡⼭市島⼆丁⽬42-19 ハセガワビル3階 080-5324-6233 美容成分配合フェイスシートマスク、5種類から2枚をセレクト︕プレゼント︕
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ビッグエコー須賀川店 レジャー,遊び 須賀川市陣場町134-1 0248-72-1919
お会計時に総額より10％OFF︕
※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

ビッグエコー郡⼭駅前陣屋店 レジャー,遊び 郡⼭市駅前1-4-7 エリート41ビル1F 024-953-5933
お会計時に総額より10％OFF︕
※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

ビッグエコー郡⼭駅前⼤町店 レジャー,遊び 郡⼭市駅前2-10-19 エリート31ビル 024-973-5933

お会計時に総額より10％OFF︕
※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

hair station フルール 美容・健康 郡⼭市富⽥町天神林15-19 024-961-2323

★新規のお客様限定価格クーポン★
♦【似合わせカット】＋【カラー】＋【きらめきトリートメント】セット
通常12,100円（税込）⇒8,000円（税込）︕︕

♦【カラー】＋【きらめきトリートメント】セット
通常8,800円（税込）⇒6,000円（税込）︕︕

かっぱ寿司 船引店 飲⾷ ⽥村市船引町船引字⼩沢川代63 0247-81-1530 1グループお会計時5％割引︕

かっぱ寿司 郡⼭南店 飲⾷ 郡⼭市南1-51 024-927-8722 1グループお会計時5％割引︕

かっぱ寿司 郡⼭駅東ショッピングセンター店 飲⾷ 郡⼭市向河原町4-60 024-941-3266 1グループお会計時5％割引︕

かっぱ寿司 郡⼭⻲⽥店 飲⾷ 郡⼭市下⻲⽥22-1 024-921-0665 1グループお会計時5％割引︕

カラオケJOYSOUND郡⼭駅前通り店
レジャー,遊び,

飲⾷
郡⼭市駅前1-4-9 フサカビル(受付1F) 024-991-6277

◆会員料⾦からカラオケ室料30％OFF︕
◆フリータイム・ドリンクバー込みの場合は、会員料⾦からカラオケ室料10％OFF︕
◆パーティーコースは総額10％OFF︕
※消費税抜き料⾦からの割引率となります

カラオケJOYSOUND郡⼭中央通り店
レジャー,遊び,

飲⾷
郡⼭市中町11-1 クラブ第⼀ビル 024-935-7555

◆会員料⾦からカラオケ室料30％OFF︕
◆フリータイム・ドリンクバー込みの場合は、会員料⾦からカラオケ室料10％OFF︕
◆パーティーコースは総額10％OFF︕
※消費税抜き料⾦からの割引率となります

麺屋すずらん 飲⾷ 郡⼭市⼟⽠1丁⽬20 024-983-9198 健⺠カードご提⽰で、味⽟・メンマ・岩のり いずれか1品をサービス致します。

並⽊温泉 ゆの郷 温泉 郡⼭市並⽊3-5-14 024-991-1126
1回⼊浴
⼤⼈料⾦通常500円→1割引きの450円に︕

ジーラック スイミングクラブ 美容・健康 郡⼭市⼤槻町字三ッ坦11-11 024-926-0101 無料体験1回サービス︕
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須賀川牡丹園 レジャー 須賀川市牡丹園80-1 0248-73-2422
⼊園料2割引︕
※ただし、公開期間中（4⽉末〜5⽉末）のみとさせていただきます。

三春町歴史⺠俗資料館 ⽂化・芸術 ⽥村郡三春町字桜⾕5 0247-62-5263 ⼊館料を団体料⾦に割引いたします︕

井⼾川温泉 温泉 郡⼭市逢瀬町多⽥野字休⽯35 024-957-2173
⼊館料通常600円のところ、
100円引きの500円とさせていただきます︕

キタスポゴルフ練習場 運動 郡⼭市喜久⽥町堀ノ内字⼭影32 024-963-0404 ⼊場料半額︕

ナンスポゴルフ練習場 運動 郡⼭市安積町成⽥字⾞川原61 024-947-0404 ⼊場料半額︕

BAR THREE MONKEYS
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市駅前⼆丁⽬3-2 駅前グリーンビル3F 024-927-0096 お⼀⼈様3,020円のコース→2,800円でご提供致します。

アーマテラスカフェ 飲⾷ 郡⼭市中町13-1  うすい百貨店4F 024-973-6356 本⽇のデザートプレゼント︕

陣屋 す吾六 飲⾷ 郡⼭市駅前⼀丁⽬5-11  野⽥ビル1F 024-934-0017 乾杯ドリンク1杯サービス︕︕

寿し源 飲⾷ 郡⼭市⼤町1丁⽬12-10 キクチビル1F 024-939-1988 お会計より10％引き︕

スポーツクラブ ルネサンス郡⼭ 美容・健康 郡⼭市桑野3-12-30 024-991-5411
⼀⽇体験0円︕
※お⼀⼈様⼀回のみ

Nail&Art fleur-de-lis(フルール・ド・リス) 美容・健康 須賀川市⾼久⽥境87-1 メガステージ須賀川 地元館 0248-72-3110 ハンドマッサージ(10分)サービス︕

able hair 美容・健康 郡⼭市中町11-5  SQUARE郡⼭1F 024-924-1237 パーマorカラー 1,000円OFF︕

阿部農縁
ベジ・ファース
ト協⼒店,レ
ジャー,買物

須賀川市和⽥沓掛49-2 0248-75-2382 畑のピクニック１名様無料

⽇本調剤株式会社 郡⼭薬局 保健,美容・健康 郡⼭市向河原町4-40 郡⼭駅東ショッピングセンター内 024-941-1301
⼀般医薬品・雑貨など全品10％引き︕
※⼀部商品・処⽅箋調剤は除く

SUMIBIYAKI焔屋 飲⾷ 郡⼭市中町10-1  ハリマビル2F 024-983-5777 乾杯ドリンク1杯サービス︕

ラーメン亭 三番 飲⾷ 郡⼭市桑野3-20-30 024-932-9985 替え⽟1⽟サービス︕

官⾜法式 健康ルーム エンジェル 美容・健康 郡⼭市久留⽶1-75-8 090-6257-9885
・ご来店時に指先を揉むグッズ（名刺⼤の⼤きさ）「モミモミスッキリ」官⾜法グッズを進
呈︕
・８０分コース6,500円→5,500円に︕（1,000円割引）

きらく屋 まめ蔵 飲⾷ 郡⼭市桑野2-16-9 024-923-2212
えびぷりマヨ揚げoｒ串焼き3種oｒカルパッチョ
上記の3種類より、お好きなお料理1品サービス致します。

有限会社 ⼤賀商店 買物 須賀川市泉⽥字宿35-1 0248-62-4653
商品代⾦より10％ＯＦＦ︕（お１⼈様５本まで）
※店頭販売のみ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 2022/11/22

新 店舗名 カテゴリ 住 所 電 話 特 典

みやこじスイーツゆい 飲⾷ ⽥村市都路町岩井沢字道ノ内65-1 0247-73-8380
健⺠カードご提⽰で
「みやこっこのたまご」(マドレーヌ)1つプレゼント︕

韓国居酒屋 我が家 飲⾷ 郡⼭市駅前⼆丁⽬5-9  エリート29ビル201 024-925-6339 韓国海苔サービス︕

過⾜ブルーベリーの丘 飲⾷ ⽥村郡三春町⼤字過⾜字過⾜14番地 0247-62-6885
観光農園過⾜ブルーベリーの丘でのブルーベリー摘み取り・お買上げの⽅、⼊園料を無料にい
たします。

ふらんす厨房 Kei
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市⻁丸町21-4 024-921-1383 ディナー時にグラスワインまたはソフトドリンクをサービスいたします︕

道の駅ひらた 芝桜の⾥ レジャー,飲⾷ ⽯川郡平⽥村⼤字上蓬⽥字横森後160 0247-55-3501 カードご提⽰の⽅ ソフトクリームを300円→200円に

ギャラリー ローズマリーカフェ 買物 郡⼭市富⽥町⼤徳南17-6 024-983-3380 500円以上お買い上げの⽅に、コーヒー100円引きいたします︕

エステサロンNO1107
くつろぎ,美容・

健康
郡⼭市久留⽶五丁⽬183-8 0120-085-332

お会計時10％OFF︕
更に次回使える⾦券プレゼント︕

Broche AVEDA 美容・健康 郡⼭市中町5-18 024-927-8630 AVEDA製品ミニチュアサンプルプレゼント︕

ニューカントリーゴルフ＆スポーツパーク 運動 郡⼭市三穂⽥町⼭⼝字⻄ノ作⼭3-3 024-954-2544
健⺠カードご提⽰のご本⼈様へ
500mlペットボトルの⽔1本プレゼント︕

STUDIO DANCE HEAD 運動 郡⼭市駅前 1-16-7  アティ郡⼭5Fロフトスペース 070-6671-2513
1レッスン1,050円にて受講可とします。
※事前お問い合わせください
※特別講師を除く

wa・ta・ya 丸栄ふとん店 美容・健康,買物 郡⼭市⼤町1丁⽬12-2 024-922-2250
wa・ta・yaのフェイスタオル
通常1,300円+税を50円引きの1,250円+税に︕

fabric studio with. 買物 郡⼭市駅前2-11-1  ビックアイモルティ4F 024-926-5514
オーダーカーテン10万円以上お買上げの⽅に、同⽣地のタッセル2本プレゼント︕
※オーダーカーテンのみの税込合計⾦額が10万円以上の場合に限ります。

ぽかぽか治療院 美容・健康 郡⼭市堤三丁⽬81-1 024-952-1208
[姿勢矯正+内臓矯正+頭蓋⾻矯正]
初回のお客様︓2,980円︕

（有）こがね屋 買物 ⽥村郡三春町字⼋幡町70 0247-62-2238 全品5％引き︕

お菓⼦のくわざわ 買物 ⽯川郡⽯川町双⾥神主20-1 0247-26-2851 1,000円以上のお買上げで、オススメ新作商品1個プレゼント︕

中華そば ⾹伏 飲⾷ 須賀川市中町61 0248-94-4600 味⽟1個サービス︕

Birth 飲⾷ 郡⼭市駅前2-3-5  エリート27ビル 101 024-935-7771 お会計時10％引き︕

のんびり温泉
ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊

郡⼭市三穂⽥町⼭⼝字⼭崎⼭11-1 024-953-2611
[⼊浴料100円引き]
[平 ⽇] 700円→600円︕
[⼟⽇祝] 800円→700円︕
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ダイニングキッチン gigi 910 えんび 飲⾷ 郡⼭市朝⽇1-19-3 阿千輪ビル 1F 024-973-8818
・ランチタイム︓ソフトドリンク１杯サービス
・ディナータイム︓ソフトドリンク１杯サービス or オススメ⼩⽫１品サービス
★サービス品は変わる事もございます。詳しくはスタッフまで★

串とろ 郡⼭店 飲⾷ 郡⼭市駅前2-1-4  ⼤村ビル1F 024-983-6670 店主のおすすめ1品サービス︕

お⾷事処 ⽯⽔ 飲⾷ 郡⼭市字⼭崎305-102 024-922-7657
ソフトドリンク1杯サービス︕
※お料理をご注⽂された⽅のみ
※健⺠カード特典ご利⽤時クレジットカード⽀払いは ご遠慮させていただきます。

やすらぎの宿 郡⼭三穂⽥温泉
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

郡⼭市三穂⽥町駒屋字四⼗坦原16-19 024-954-2626 ⼊浴料通常550円→400円︕

花どころ⼭川 買物 郡⼭市富久⼭町久保⽥字久保⽥62 024-934-2366 お買上げ⾦額より10％OFF︕

⼿しごと厨房 がんがん丸
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市朝⽇1-19-8 024-991-7789
[ランチ・夜共通]
お会計より10％OFF︕
※夜帯の999円飲み放題との併⽤は不可

Sports Amenity Beech Forest 買物 郡⼭市中町3-1 ビュープラザ1Ｆ 024-954-3456 ショップ店員にお問い合わせください。

セルフィッシュ その他 郡⼭市安積荒井1-58 024-973-8249
商品代⾦10％OFF︕
※⼯賃・処分料は除きます

スパゲティーの店 ミオパスタ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市豊⽥町4-8 2F 024-935-2617
[お⾷事されたお客様限定]
アイスクリーム無料サービス︕

⾃家製麺 じゃじゃ。 飲⾷ 郡⼭市⻄ノ内2丁⽬19-12 024-954-8606
[麺類ご注⽂の⽅]
お⾁ご飯50円引き︕
※単品不可・シェア不可

味処 さだ屋 飲⾷ 郡⼭市⼤槻町字⼩⼭⽥前19-1 024-966-3658 ドリンク1杯サービス︕︕

⼋⼭⽥整体院 美容・健康 郡⼭市富⽥東3-123 キャッスル藤和105号 024-973-7250
[初回限定]
90分 7,000円 → 4,000円︕

フットサルサイト郡⼭ 運動 郡⼭市安積町荒井字⼤池下20 024-973-5296
個⼈参加プログラム参加料
1,000円／1回→500円／1回

イタリア家庭料理 三春 ラ・ベリータ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽥村郡三春町春沢1-29 0247-73-8219 お会計⾦額より10％OFF
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炭⽕七輪焼⾁酒家 じゅうじゅう 安積町店 飲⾷ 郡⼭市安積町荒井３丁⽬525 024-947-0411

[ご注⽂の際に健⺠カードをご提⽰いただいた⽅]
1と2のどちらか1つ

 1.ドリンク1杯サービス︕アルコールもOK♪
 ※1グループ⼈数分有効

 2.じゅうじゅう盛り合わせ(2〜3⼈前)半額︕
 通常4,290円→2,145円︕︕
 1グループ1⽫のみ有効

mi・Monte,Verde 美容・健康 郡⼭市⼭崎298 024-926-0214
【ご新規の⽅限定】
ご予約時「健⺠カードあり」とお伝えいただいた⽅全メニュー10％OFF︕

ゆとりろ磐梯熱海
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

郡⼭市熱海町熱海5-18 024-984-2811 基本料⾦から10％割引︕

守丸興業 その他 浅川町⽉⻫陣場184 0247-36-3518 健⺠カードご持参の⽅30％割引いたします︕

和⾷ダイニング 和可松 飲⾷ 須賀川市加治町5  ホテルサンルート須賀川2F 0248-76-3333
[ランチタイム限定]
ワンドリンク(ソフトドリンク)サービス︕

郡⼭テアトル レジャー 郡⼭市駅前2丁⽬9-7 024-922-0826
[当⽇料⾦より]
⼀般︓300円引きいたします︕
学⽣︓200円引きいたします︕

365⽇のアニバーサリー むすぶらぼ 買物 郡⼭市⼟⽠1丁⽬76-1 ガレリアアシュ2F 070-1160-3314
カタログギフト以外の商品
お会計より5％OFF︕

マザーズ・ベッド
〜こころとからだのポラリティセラピー〜

美容・健康 郡⼭市開成2丁⽬30-8 102 080-9011-7537 はじめてのポラリティセットご購⼊の⽅に限り、セット初回60分を90分に︕

ｃｉｒｃｏｌｏ ｉｌ ｐｉｃｃｏｌｏ ｃａｍｐｏ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽥村郡⼩野町⼤字⼩野新町字中通92 0247-61-5505 健⺠カードご⽰で1回のお会計より100円引きいたします︕

幸福堂 わく整⾻院 美容・健康 郡⼭市桑野1丁⽬5-16 深⾕ビルA棟101号 024-926-0877
[初診料]
 7,560円→4,320円

DiningRestaurant Eté
(ダイニングレストラン エテ）

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市⼤町⼀丁⽬2-16 024-983-1117
お会計時2,000円以上で健⺠カードご提⽰で
次回から使える200円引きクーポン進呈︕

Barber Art Nao 美容・健康 郡⼭市⼭根町1-20  セゾン⼭根ビル103 024-973-7172
【クーポン提⽰で】
メンズフェイスメニュー、またはヘッドスパ⇒サービス︕︕

ふじ整⾻院併設ヘルシースリム 美容・健康 須賀川市芦⽥塚18-5 0248-76-5193
【初回限定】
楽トレ(30分) 通常3,150円→1,575円︕
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GL?CK 買物 郡⼭市島1-21-1  伊藤ビル101 024-921-2110 2,000円以上お買上げで10％OFF︕

ムシテックワールド
(ふくしま森の科学体験センター)

レジャー 須賀川市虹の台100番地 0248-89-1120

[⼊館料割引]
⼀般︓410円→330円
⾼・⼤学⽣︓200円→160円
⼩・中学⽣︓100円→80円

ラーメン・⼀本松 飲⾷ 須賀川市陣場町156-1 0248-75-5591 ラーメン1杯50円引き︕

酒のネットワーク 買物 郡⼭市安積2-14 024-945-1375
ご来店時健⺠カードご提⽰で
お1⼈様につきビールジョッキ1個プレゼント︕

ドライヘッドスパ専⾨店 頭zz… 美容・健康 郡⼭市桑野2丁⽬3-1 LUIRE 2F 024-953-7478
【初回限定】
⼩顔矯正体験︕

くわはら整体院 美容・健康 郡⼭市⼋⼭⽥5丁⽬19-2 024-939-0605 ヘッドケア10分、もしくは顔のむくみとり10分、どちらか好きな⽅を無料にいたします︕

ホテルウィングインターナショナル須賀川 レジャー 須賀川市中町36-1 0248-72-1411 ミネラルウォーター1本サービス

メディカルストレッチ CHAO 美容・健康 郡⼭市久留⽶4丁⽬97-2 024-946-6606
【初回限定】500円引き︕ ※冷え性対策コースを除く
【2回⽬以降の⽅】早割︕2⽇前迄のご予約で500円引き︕ ※冷え性対策コースを除く
※どちらかお選びください

nail La mer 美容・健康 郡⼭市安積町荒井字洞⽥3-1 080-4510-2103
【新規の⽅限定】初回施術10％OFF︕
【新規の⽅限定】初回ジェルオフ無料︕(他店でのネイルもOK)
※併⽤可

郡⼭温泉 温泉 郡⼭市⼤槻町字⻄勝の⽊38-1 024-951-1231 ご宿泊10％OFF︕

Mon Lis Blanc 飲⾷ 郡⼭市安積3丁⽬332-2 024-947-1618
ワッフル5ヶお買上げごとにワッフル1ヶプレゼント︕
※上限30ヶまで

ふぁみりぃぺんしょん もめんのおうち レジャー 福島県岩瀬郡天栄村 村⽥良尾芝草13854 0248-85-2366
HPの宿泊料⾦より5％OFF︕
更に⼣⾷時にグラスワインサービス︕

お⾷事処やすた 飲⾷ 郡⼭市三穂⽥町⼋幡北河原31-4 024-954-2040
アイスクリームまたはギョーザ
どちらかお好きな⽅をサービス︕

SPOOL 美容・健康 郡⼭市桑野2-5-1  桑野ビルA 024-901-9374 お好きな技術メニュー1つを10％OFF︕

ALEN hair make 美容・健康 郡⼭市桑野2-20-17 JNEX101 024-953-8078 ヘアケア商品を初めてご購⼊のお客様5％OFF

おてあて処 岩代正体 美容・健康 郡⼭市⼤槻町字下町61 090-6682-4628
新規の⽅限定
初回のみ施術料から1,100円引き︕︕

焼⾁ ⽜べえ 飲⾷ 郡⼭市笹川2-185-1 024-947-4129 ソフトドリンク1杯サービス︕
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cafe nanala
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽥村郡三春町⻄⽅字浮⾙428-2 0247-61-6848
[平⽇限定]
パンケーキをご注⽂のお客様ドリンク100円引き︕︕

温泉ペンション彩林 温泉 岩瀬郡天栄村⼤字⽻⿃字⾼⼾屋32番地9 0248-94-3033 温泉貸切⾵呂にて、お銚⼦とお⼟産をサービス︕

味楽園茶舗 買物 郡⼭市麓⼭1丁⽬14-10 024-932-3544 お茶1割引き︕

はなの舞 郡⼭駅前店 飲⾷ 郡⼭市駅前2-6-3 メッソビル1F 024-927-0056
お会計の合計より10％OFF︕︕
※他券、サービスなどの併⽤不可
※宴会、⾷べ飲み放題の利⽤不可

癒しの湯 ⾼蔵内源泉(⺟畑温泉)
ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊,

温泉
⽯川郡⽯川町⼤字⺟畑字湯前32番地の1 0247-26-51111

通常宿泊料⾦の10％割引︕
※ご予約の際にふくしま健⺠カード特典利⽤とお伝えください

特命探偵事務所 その他 郡⼭市⼋⼭⽥3丁⽬114番地  UNITZビル201号室 024-939-5239

無料相談いただいた⽅に「天然温泉極楽湯︓福島いわき店 or 福島郡⼭店」⼊浴券プレゼン
ト︕
※弊社の「無料相談」にご来社頂いた⽅が対象。
※ご契約しなくても差し上げます
SNSお友達割引（最⼤15,000円割引）
※新規のご依頼対象
18時間以上の機動調査料⾦プランから10％割引いたします︕
※SNSお友達割引と併⽤可

⼭⼝薬局 荒井中央店
その他,美容・健

康
郡⼭市⺒六段102番地 024-937-5210 わいわいスマイルクラブカードのポイント2倍︕

⼭⼝薬局 ⼤町店 美容・健康 郡⼭市⼤町2丁⽬15-2 024-939-2929 わいわいスマイルクラブカードのポイント2倍︕

⾁の専⾨店 伊藤精⾁店 買物 ⽥村郡三春町字渋池28 0247-62-6161 1,000円以上お買上げの⽅へ粗品プレゼント︕︕

ストロベリーファーム
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市⻑者1-1-56  ザ・モール郡⼭ フードコート内 024-935-0032 ポイントカードのポイント2倍︕

和洋菓⼦ 安河屋 飲⾷ 郡⼭市本町2-7-10 024-922-4041 粗品プレゼントいたします︕

御菓⼦司 かぎや 飲⾷ 岩瀬郡鏡⽯町旭町16 0248-62-2242
お買上げ1,000円以上で、店内のお店指定のお菓⼦を1つプレゼント︕
※季節によりお菓⼦の変更あり

かど屋(神⼭菓⼦店) 飲⾷ 郡⼭市中⽥町⾼倉字下ノ沢84 024-943-1917
[1,000円以上お買上げの⽅]
まんじゅう1個プレゼント︕

エルマール プラス 飲⾷ 郡⼭市中町13-1  うすい百貨店10階 024-954-6851 デザートサービス︕

レストラン エルマール 飲⾷ 郡⼭市⼋⼭⽥3-8-1 024-931-6275 デザートサービス︕

エルマールガーデン 飲⾷ ⽥村郡三春町⼤字⼭⽥字クルミヤツ15-2-3 0247-61-6620 デザートサービス︕
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Hair Room Kai 美容・健康 郡⼭市安積町⽇出⼭2-80 A-1  アミューズメントパーク1F 024-953-7093 ご新規の⽅に限り全メニュー 10％OFF︕

Le.lien 郡⼭整体院 美容・健康 郡⼭市若葉町4-6 024-954-8690
顔パック＋マッサージorオイルハンドマッサージ
⻭のセルフホワイトニング30分3,000で施術できます。

シェフリー松⽉堂 飲⾷ ⽥村郡⼩野町⼤字⼩野新町字中通20-8 0247-72-2236
[商品1,000円以上(税込)お買上げの⽅]
お会計より5％引き︕︕

まるやま 飲⾷ 郡⼭市⻑者1-8-5 024-939-1290 味付きたまご1⼈1個サービス︕

岩瀬書店 富久⼭店プラスゲオ 教養,買物 郡⼭市富久⼭町⼋⼭⽥字⼤森新⽥36-1 024-936-2220
税込700円以上お買い上げのお客様に、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

マクドナルド郡⼭駅⻄⼝店 飲⾷ 郡⼭市駅前１－２ 024-991-8108

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルド郡⼭フェスタ店 飲⾷ 郡⼭市⽇和⽥町字⼩原⼀番地 024-968-1677

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルド４号線郡⼭安積店 飲⾷ 郡⼭市安積町荒井字⼾蘭塔１－７ 024-946-6858

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルド郡⼭駅東ショッピングセンター店 飲⾷ 郡⼭市向河原町４－６１ 024-956-5388

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルド ザ・モール郡⼭店 飲⾷ 郡⼭市⻑者１－１－５６ 024-927-5133

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）



ふくしま健⺠カード事業 協⼒店⼀覧 2022/11/22

新 店舗名 カテゴリ 住 所 電 話 特 典

マクドナルド郡⼭新さくら通り店 飲⾷ 郡⼭市⼟⽠１－５７ 024-962-4711

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルド郡⼭富⽥カインズホーム店 飲⾷
福島県郡⼭市富⽥町字上⽥向２８１ マクドナルド 郡⼭富
⽥カインズホーム店

024-927-1168

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルド荒井ヨークベニマル店 飲⾷ 郡⼭市安積町荒井字⻄原１ 024-937-2416

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルドイオンタウン郡⼭店 飲⾷ 郡⼭市松⽊町2-88 024-943-1826

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

マクドナルド郡⼭並⽊店 飲⾷ 郡⼭市並⽊１－５－１９ 024-939-7228

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格 税込150円）

⽜⾓ 郡⼭朝⽇店 飲⾷ 郡⼭市桑野3-157-5 024-991-4441 デザートサービス︕

⼤喜堂施療院 美容・健康 郡⼭市備前舘2-96 024-934-1099

[美脚&むくみ改善コース]（オイルマッサージ）
健⺠カードご提⽰で何回でも
40分6,000円 ⇒ 4,500円
60分9,000円 ⇒ 6,000円

株式会社 タキタ⾃⼯ レジャー,暮らし 郡⼭市⽇和⽥町字北俣30-5 024-958-2316
【アークバリア21 20周年記念キャンペーン】
新⾞をお持ちこみいただくとアークバリア21(カーコーティング)施⼯料 ⇒ 20,000円お値引き
致します︕︕

居酒屋 四季あかり 飲⾷ 須賀川市本町1-2 0248-76-8882 次回使⽤できるお楽しみクーポン1枚プレゼント︕
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和光堂整体院 美容・健康 ⽥村郡三春町⼤字熊⽿字下荒井70 0247-62-4451
[施術を受けたご本⼈様限定]
粗品進呈︕

さんかけや 買物 郡⼭市⼋⼭⽥3丁⽬1-103 024-953-7730
◆合カギ作成の⽅、カギ札プレゼント
◆オーダー印鑑作成の⽅、5％OFF

居酒屋しのや 桑野店
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市桑野2丁⽬7-1 024-983-0787 宴会コース500円OFF︕

菓⼦⼯房 あくつ屋 買物 ⽥村市船引町船引字畑添96-1 0247-82-0223 えごま商品・北醇シリーズを1,000円以上お買上げで5％OFF︕

旬彩料理 魯⼭ 飲⾷ 郡⼭市駅前1丁⽬3-8  クエスト2ビル1F 024-931-5100
[ご宴会10名様以上のご予約]で
幹事1名様分無料︕

ふかや精⾁店 飲⾷ 須賀川市畑⽥みどりヶ丘1-79 0248-65-3403

[⾬の⽇or雪の⽇限定]
⾬または雪の⽇、1,000円お買い上げごとに唐揚げ50gまたはチキンカツ1枚サービスいたしま
す︕︕
例)3,000円お買い上げで唐揚げ150gまたはチキンカツ3枚サービス︕

⾳楽空間 MIKAGE 教養,⽂化・芸術 郡⼭市安積町荒井3丁⽬408 2F
090-6251-9306
(担当︓⼩泉）

⼊会⾦無料︕︕
5,000円→0円︕

紗⽻しゅうこ シャンソン・ボーカル教室 須賀川
Suisai cafe教室

教養,⽂化・芸術 須賀川市愛宕⼭114  Suisai cafe 090-9741-5321 ⼊会⾦無料︕

BODY TECH ORTIS 買物 郡⼭市⽇和⽥町字植初34-1 024-983-7550
[初回の⽅限定]
オイルエレメント交換無料︕

⽇本茶専⾨店 なかごう園 飲⾷ 郡⼭市中町15-32 024-922-0511
[1,000円以上お買上げのお客様]
お茶に合うお菓⼦をプレゼント︕

hair lounge CROWN 美容・健康 郡⼭市安積1-32 ソーラーマンション1-A 024-983-9330
[カットのお客様]
炭酸ヘッドスパをサービス︕

⽉光温泉クアハイム 温泉 郡⼭市安積町笹川字四⾓坦43-1 024-947-1126 ⼊館料10％OFF︕

JOYFIT24須賀川 美容・健康,運動 須賀川市稲荷町117 0248-94-7224
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

JOYFIT24郡⼭ 美容・健康,運動 郡⼭市図景1丁⽬8-26 024-953-6345
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

OPTIQUE PARIS MIKI イオンタウン郡⼭店 買物 郡⼭市松⽊町2-88  イオンタウン敷地内 024-956-8006 お会計から5%OFF!

カーブスイオンタウン須賀川 美容・健康 須賀川市仲の町105 イオンタウン須賀川内 0248-94-7400 1週間無料体験︕

Good GOLF 買物 郡⼭市⺒六段197 024-937-3670 全品5％OFF︕
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Doggy Salon & Goods Jelly その他 郡⼭市名郷⽥2-1  サイバーパーク富⽥ 1階 024-983-6690
[初回限定]
炭酸泉スパ サービス︕

博多もつ鍋 ⾺⾁ 九州⾃慢 郡⼭店 飲⾷ 郡⼭市駅前2-3-12 越後屋ビルB1F 024-927-1570

1.お会計より5％OFF︕(上限3,000円まで)
2.刺⾝5点盛りが、なんと無料︕︕
3.10名様以上で宴会ご予約の⽅、1名分様無料︕︕
※上記いずれかおひとつお選びください

天然酵⺟to国産⼩⻨のぱん Home Made Endoh 買物 ※キッチンカーで移動販売をしています。 090-5187-5401 1,000円以上お買上げで50円引き︕

⽣活雑貨の店 ポンヌフ 買物 郡⼭市中町5-17 024-973-7863 税込2.000円以上のお買上で粗品1点プレゼント

pizzeria e ostaria DAVVERO
（ピッツェリア エ オスタリア ダヴェッロ）

飲⾷ 郡⼭市駅前2丁⽬6-15 024-923-6000
[1グループ2〜6名様まで]
グラスワイン or スパークリングワイン 1杯サービス︕

Blue Moon 美容・健康
郡⼭市⼤槻町 ※⾃宅サロンのため、詳しい住所はお問い合
わせいただいた際にお伝えいたします。

090-2027-2687

[ご新規のお客様限定] 健⺠カード提⽰で
【アンシェントメモリーオイル・ブレンドセッション】
通常3,500円⇒2,500円︕
さらにアンシェントメモリーオイルが⼊った7mlのスプレーもプレゼント︕
【⻄洋レイキ伝授ファーストディグリー（テキスト＆修了証付）】
通常20,000円⇒18,000円︕

創作料理 直雅
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市堂前町12-1 024-932-0486 1ドリンクサービス︕

市場直送 鮮ごく 飲⾷ 郡⼭市駅前1-8-4 024-934-5585
ドリンク1杯サービス︕
※指定メニューからお選びください

事務⽤品スーパーマルサン 買物 郡⼭市⻁丸町14-4 024-923-0303
[500円以上お買上げのお客様]
ポイントカード1ポイントサービス︕

Rose Prie（花・芸術⽂化協会 認定校 講師） ⽂化・芸術 郡⼭市⽚平町字町東3 090-9744-1450
★プリザーブドフラワー体験レッスンの⽅★
クリアBOXをプレゼント︕︕
※プリザーブドフラワーをBOXに⼊れておくと、より⻑持ちします。

art hair MaR 美容・健康 郡⼭市喜久⽥町字菖蒲池1-1 024-983-1505 1200円相当のオリジナル美容液シャンプープレゼント︕

⼤束屋珈琲店 飲⾷ 須賀川市中町15 0248-73-2488 飲⾷・⼩売 3％OFFにいたします︕

スポーツメイト・ウィン郡⼭ 美容・健康 郡⼭市富⽥町下⼩次郎⽊33-2 024-962-4333

健⺠カードご提⽰で、
1.フィットネス会員
１コイン、500円で体験していただけます︕
2.コスタ（⼦ども運動施設）を無料でご利⽤いただけます︕
3.【キッズスイミング・ジュニアヒップホップ・体育塾】のいずれか1回、無料︕︕
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カメ薬品 百合ケ丘店 美容・健康 郡⼭市喜久⽥町⼊ノ内1-109 024-961-1293
お会計から5%OFF︕︕
※商品によっては適応できない場合もございます。あらかじめご了承ください。
 詳細は店員へお尋ねください。

きくちや本舗
ベジ・ファース
ト協⼒店,美容・
健康,買物

郡⼭市湖南町福良字家⽼9413-1 024-983-2406 かりんとう通常1袋350円のところ3袋1,000円でお買い求めいただけます︕

リカちゃんキャッスル レジャー ⽥村郡⼩野町⼤字⼩野新町字中通51-3 0247-72-6364 ⼊館料10％OFF︕

WELLNESS GATE 美容・健康 福島県須賀川市塚⽥20 0248-94-6558 ⼊会⾦ 通常10,000円→50%OFF 5,000円︕︕

nail salon torte  美容・健康 郡⼭市安積町笹川字北向53-40 080-1350-0839
★初回限定★
500円OFF︕︕

ホワイトブーケ 美容・健康 郡⼭市⽚平町字下館20-16 080-6027-7065
★健⺠カードをご提⽰された⽅のみ★
 90分の施術を100分に︕
 60分の施術を70分にサービス致します。

K.WEDGE 美容・健康 須賀川市森宿狐⽯93-1 0248-94-5381 新規のお客様限定★カット通常3,700円→3,500円

旨いもの酒場 ふく陣
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市朝⽇1丁⽬20-30 ロンパイスビル1F 024-934-3559
最初のドリンク1杯サービス︕
グランドメニューからお選びください

お⾷事とお酒のお店 漁苑
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市富⽥町権現林5-2 024-983-1901 おつまみ⼀品プレゼント︕︕

芳乃ガーデン レジャー 須賀川市狸森字渡ノ柴107 0248-79-4777

◆旬の野菜を1点プレゼント︕
◆ドリンク1杯サービス︕(冬期はブルーベリー抹茶)
どちらもプレゼント︕︕

うさぎカフェ chocolate otter 飲⾷ 郡⼭市⼟⽠1丁⽬219 024-953-7977 利⽤料⾦ 1名につき200円引き︕

本家 清綱刃物店 買物 郡⼭市開成5-18-18 024-922-9571
お買い上げ⾦額から1割引︕
※刃物の研ぎ料は除きます

和⽜ホルモン ⽂吾商店 飲⾷ 郡⼭市開成6丁⽬47-1 024-973-7075 パフェ1個サービス︕
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完全個室居酒屋 ともり 郡⼭店 飲⾷ 郡⼭市駅前2-3-8 024-927-1772

[予約時＆⼊店時にふくラボクーポン提⽰で]
【平⽇限定】飲み放題1時間延⻑→無料︕
※2名様より使⽤可
※平⽇他のご予約がある場合、お受けできない場合がございます
【⽇曜〜⽊曜】お会計より15％OFF︕
【⾦・⼟・祝前】お会計より10％OFF︕
※上限3,000円まで
※コースと飲み放題は併⽤はできません
【紀伊コース飲み放題付き】5,400円→4,300円
※⾦・⼟・祝前は使⽤できません

鉄道模型と雑貨の店 ノスタルジー空間 あ・そ・ぼ 買物 郡⼭市富久⼭町福原陣場52-1 090-8787-4660
健⺠カードご提⽰で
ポイントカードのスタンプを1個おまけします︕

旬菜肴房 善舞 飲⾷ 郡⼭市安積町笹川⻄⻑久保154 024-926-0625 店主のキモチ…何が出てくるかはお楽しみ︕

視⼒回復センターアイキャン 郡⼭店 美容・健康 郡⼭市桑野5丁⽬2-4 080-3327-7008
[その場で分かる視⼒回復テスト]
5,400円⇒無料︕︕

ラ・シフォン お菓⼦,買物 郡⼭市開成5丁⽬18-23 ⽯井ビル203 070-5018-3270
⽉1回、シフォンケーキ（17cm)を 500円引きいたします︕
※要予約

GO-DON 買物 ⽥村郡三春町南町83-5 090-1064-7063 お会計から5%OFF︕︕

CAPTAIN MOTHER SHIP! 買物 郡⼭市⻁丸町9-18 さくら通りauショップ向かい 024-931-7426 当店のポイントカードのポイント1コサービス︕

村さ来 桑野店 飲⾷ 郡⼭市桑野3丁⽬11-13 024-991-5833 10名様以上の宴会ご利⽤で、お１⼈様分（お料理代）を⾦券でバックします︕

Patela⼯房 買物 郡⼭市喜久⽥町字菖蒲池1-1 024-959-2316
健⺠カードご提⽰で
⼈気商品 ⼦供⽤ハンカチ 250円 ⇒ 200円にいたします。
※複数枚お買いあげの場合は1枚⽬のみ

cafe&diner ARCH 飲⾷ 郡⼭市中町11-2 ロンデン中町ビル3F 024-954-4850 お会計から10%OFF!

総合⾷⾁卸 株式会社 丸⼾産業 買物 郡⼭市菜根3-11-1 024-934-5551 消費税分8％サービス︕

郡⼭ ⼤勝軒 飲⾷ 郡⼭市⼋⼭⽥⻄1-109 024-935-4262 味⽟サービス︕

こおりやま整体院 美容・健康 郡⼭市豊⽥町4-12 新和第⼀ビル 1F 024-935-5441
初めての⽅初検料2,200円サービス
5,500円にてお受付けできます

お⽶のきくた屋 買物 郡⼭市富久⼭町久保⽥字⽥池13-1 024-934-8448

ご来店のお客様限定︕
5kg100円引き／10kg200円引き
※他割引との併⽤不可
※配達は割引対象外
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星の村天⽂台 レジャー ⽥村市滝根町神俣字糠塚60-1 0247-78-3638
プラネタリウムまたは天⽂台をご利⽤の⽅に「オリジナルポストカード」プレゼント︕
※団体のお客様を除く

居酒屋 甚兵衞 飲⾷ 郡⼭市桑野3丁⽬11-16 090-7275-0632 健⺠カードご提⽰で、お通しサービス︕

あたみ⾷堂
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市熱海町熱海2丁⽬74 024-984-3635 お会計時1名様につき50円引き︕

トレジャーファクトリー 郡⼭安積店 買物 郡⼭市安積荒井本町441 024-947-7410
買取⾦額10％UP︕(貴⾦属+お酒以外)
※お持込み買取のお客様限定

旬菜豊酒 丸に梅鉢 飲⾷ 郡⼭市駅前1丁⽬14-21 090-1933-2412
★平⽇限定・タイムサービス★
17:30〜19:00にご来店のお客様
店主からオススメの1品プレゼント︕︕

⽜屋 HikoBer 郡⼭店
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市菜根屋敷416-1 柳ビル101 024-973-7997 フランクフルト2本⼊り1パック(お持ち帰り⽤)を プレゼント︕

ひと眠み（ひとやすみ） 美容・健康 福島県郡⼭市 ⽇和⽥町字千峯坦981 024-968-0843

ひと眠みコース 30分(ボディorフット)100円OFF︕︕
すべての60分コース 200円OFF︕︕
すべての90分コース 300円OFF︕︕
すべての120分コース 400円OFF︕︕

酵素浴療法 健美センター「⽥舎」
コナン健康施術院

美容・健康 郡⼭市湖南町三代字中ノ⼊2633 024-982-2339 お客様1⼈に対して100円引き︕

トレジャーファクトリー 郡⼭うねめ通り店 買物 郡⼭市若葉町5-22 0120-677-075
買取⾦額10％UP︕(貴⾦属以外)
※お持込み買取のお客様限定

⼗字屋 ⽂化・芸術 郡⼭市清⽔台1-6-19 ⼋幡第⼀ビル 024-932-2624 ⾳楽レッスン⼊会時、⼊会⾦半額サービス︕

旬菜和⾷ みのる 飲⾷ 郡⼭市⻲⽥2-26-14 024-933-1919 3,000円以上のお会計で5％OFF︕

みたか⾷堂 飲⾷ 郡⼭市本町1-18-8 024-922-0746 麺類全品50円引き︕

宍⼾旅館 温泉 ⽥村郡⼩野町⾕津作字平舘123 0247-72-2048
カード持参の⽅
宿泊時に温泉⽟⼦4ヶ進呈

株式会社タカマツ 中町店 買物 郡⼭市中町3-1 ビュープラザ郡⼭ 1Ｆ 024-924-1230 10,000円(税別)以上お買上げで5％OFF︕

康☆整体院 美容・健康 郡⼭市富久⼭町久保⽥字我妻72-10 090-2026-8513 ポイントカード★スタンプ1個プレゼント

名古屋台湾ラーメン 味世 飲⾷ 郡⼭市安積3-301 024-937-0077 ポイントカード★ポイント2倍サービス

インター⾷堂 安⼦ケ島店 飲⾷ 郡⼭市熱海町安⼦ケ島字出シ28 024-984-2803
平⽇限定
ウーロン茶1杯(250円)サービス︕

moja 買物 郡⼭市桑野3-14-16 024-983-9238 セール品を除く全品10％OFF︕
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和楽カフェ 飲⾷ 福島県郡⼭市新屋敷２丁⽬１１１２ 090-4882-6787
お⾷事代から100円引き
※ランチとティータイムどちらもご利⽤できます。

ラーメン専⾨店 ⼿打ち中華 天⼭ 飲⾷ ⽯川郡⽯川町⾕沢字榎町15-1 0247-26-1233 さくらカードポイントを付与いたします︕

SAAD アティ郡⼭店 買物 郡⼭市駅前1-16-7 アティ郡⼭4F 024-933-5759 お会計より8％OFF︕

ベーカリーカフェ アンジュール 買物,飲⾷ 須賀川市本町87-2 0248-94-6373 お会計時に5％ＯＦＦいたします。

Mur dʼescalade Varappe(ヴァラップ)
レジャー,美容・

健康
須賀川市館取町4 0248-73-3131 ⼊会⾦300円引き︕

MARO HAIR ART STUDIO 清⽔台店 美容・健康 郡⼭市清⽔台1-8-7 024-934-1012

シャンプー・カット 4,700円（税別）〜
カラー・カット 9,000円（税別）〜
※髪が傷んでいる⽅で前処理が必要な場合は、追加料⾦+440円かかります。
（新規でご来店の⽅ 10％オフ）
パーマ・カット 9,000円（税別）〜
※髪が傷んでいる⽅で前処理が必要な場合は、追加料⾦+440円かかります。
（新規でご来店の⽅ 10％オフ）

まじめな買取専⾨店 Tamaki その他 郡⼭市図景1-2-3 024-973-7828
★貴⾦属＆ブランド品の買取⾦額アップ★
◆買取総額1万円以上で1,000円アップ︕
◆買取総額5,000円〜10,000円未満で500円アップ︕

郡⼭ユラックス熱海 （健康温泉）
くつろぎ,レ
ジャー,温泉,美
容・健康

郡⼭市熱海町熱海⼆丁⽬148番地の2 024-984-2800

[健⺠カードご提⽰の⽅]
 温泉利⽤料⾦10％割引︕
 ※セット券にはお使いいただけません
 ※他の割引券、クーポン券との併⽤はできません。

あぶくまキャンプランド レジャー ⽥村郡⼩野町浮⾦⽇影83-78 0247-73-2945 区画料10％割引・バンガロー500円割引 (1泊のみ)

ネイルスタジオ Reina Rose 美容・健康 郡⼭市桑野3-14-18 クローネif 1F 024-921-1062

初回の⽅限定
◆NUDYハンドケア 3,300円→2,900円
◆NUDYフットケア 6,200円→5,800円
※カラーリング別

ホテル華の湯
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

郡⼭市熱海町熱海5-8-60 024-984-2222 ⽇帰り⼊浴100円引き

川合精⾁店 買物 ⽥村市常葉町常葉字荒町66番地 0247-77-2222 お会計時お買物合計より3％引き︕

⽇本⼀⾷堂 飲⾷ 郡⼭市麓⼭1丁⽬12-4 024-932-5441 ラーメン550円を50円引きの500円に︕

⾁の川合 船引店 買物 ⽥村市船引町東部台3-64 0247-73-8529 お会計時お買物合計より5％引き︕
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patisserie bon declic
(パティスリー ボンデクリック)

飲⾷ 須賀川市塚⽥1-1-102 0248-73-1399 1,000円以上お買上げで、お好きな焼菓⼦お1つプレゼント︕

和⾵ダイニング 若⽉ くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市中町11-1 024-925-7300 お会計総額より15％OFF︕

Blek(ブリック)
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市開成2-8-7-101 024-954-4623 ご新規のお客様、技術メニューに限り20％OFF︕

Dream 美容・健康 郡⼭市桑野3-13-3 かつみマンション205 090-6685-5167
★新規のお客様限定★
全メニュー５００円 OFF︕︕

メリーさんの⽺ ⽂化・芸術 郡⼭市菜根4-21-11 024-932-9662
★初めてレッスンに参加される⽅★
レッスン1回無料︕︕

⼿打ち⽣そば・うどん 丸嘉 飲⾷ 郡⼭市熱海町熱海4丁⽬82 024-984-2183 そば・うどん各種50円引き︕

SAAD イオンタウン郡⼭店 買物 郡⼭市松⽊町2-88 イオンタウン郡⼭1F 024-983-0121 お会計より8％OFF︕

アール美容室 美容・健康 郡⼭市⼋⼭⽥4-43 024-939-6025
初回のお客様限定︕
カット3,500円→3,200円︕

⼤衆居酒屋 出世街道 飲⾷ 郡⼭市桑野1-21-9 024-924-0208 ご飲⾷のお客様に、⼩グラスの乾杯ドリンク1杯サービス︕

イートンクロップ郡⼭店 美容・健康 郡⼭市桑野3-14-18 024-932-7700
ご新規・1年以上ご利⽤の無い⽅限定
4,000円以上のメニューで20％OFF︕

Eton Crop Garden 美容・健康 郡⼭市安積町荒井字南⼤部53 024-946-3372
ご新規・1年以上ご利⽤の無い⽅限定
4,000円以上のメニューで20％OFF︕

イートンクロップ⼤槻店 美容・健康 郡⼭市⼤槻町字御前61 024-952-2201
ご新規・1年以上ご利⽤の無い⽅限定
4,000円以上のメニューで20％OFF︕

酒菜 ⼑削麺 飲⾷ 郡⼭市駅前2-6-1 GYビル1F 024-934-5801 ご飲⾷のお客様に⼿作り杏仁⾖腐サービス︕

きもの やまと 郡⼭店 買物 郡⼭市燧⽥195 024-990-2387 実⽤和装⼩物(肌着、腰ひも、⾜袋など)全品5％OFF︕

TRAIL ROCK 運動 郡⼭市若葉町522 024-934-9710 各種レンタル料無料︕

でんでんむし 買物 ⽥村郡三春町清⽔242-1 0247-62-8424
でんでんむしに買いに来てくださったお客様に限り、
5袋⼊り750円のところ、700円にて販売いたします︕

AKIRA 買物 郡⼭市図景1-5-11 1F 024-924-1530 ポイントカード2倍サービス︕

お家サロン ポコ・ア・ポコ 美容・健康 郡⼭市⼋⼭⽥2-92（郡⼭北⼯業⾼校⻄側） 080-5224-3728 消費税分を無料にいたします︕

ボウルアピア 郡⼭店
レジャー,遊び,

運動
郡⼭市富久⼭町⼋⼭⽥字⼟布池11-7 024-922-7272

ボウリング1ゲームにつき50円割引︕（⼀般料⾦のみ）
※年末年始・ＧＷ・お盆期間等、店指定期間はご利⽤いただけません。
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俺らの厨房 けんの家 郡⼭駅前陣屋店 飲⾷ 郡⼭市駅前1-9-5 024-935-3777
昼も夜も使えるクーポン
お会計から10％OFF

佐々⽊接⾻院併設 mimiダイエット 美容・健康 郡⼭市並⽊2-13-14 024-932-7131
⾻盤矯正治療の初検料、通常1,690円をサービス︕
※初検料とは来院が⼀ヶ⽉以上空くと発⽣いたします

so・wa・ka 郡⼭フェスタ店 買物 郡⼭市⽇和⽥町字⼩原1 フェスタ1F 024-958-1888 メガネ⼀式5%OFF︕

(有)井桁屋本舗 ⼤⿊亭 飲⾷ 須賀川市⼋幡町24-17 0248-75-3622 ⼤⿊亭でご飲⾷された⽅に,スープを１⼈前（１袋）サービス致します︕

マルマン醸造株式会社 買物 ⽯川郡古殿町⼤字⽵貫字⽵貫57 0120-532-120
マルマン醸造の商品2,000円以上お買い上げいただいた⽅のみ、
本醸造1L 350円の商品をプレゼント︕

整体カイロ にっこり
暮らし,美容・健

康
須賀川市⻄の内町21-1 ポケットハウスⅢ 101 090-5597-5518

初回限定︕
美容カイロ⼜はカイロプラクティックを3500円(税込)

BRUTAL KITCHEN おぐろ 飲⾷ 郡⼭市⼤槻町北ノ林27-13 080-1840-0002 ソフトドリンク(おまかせ)1杯サービス︕

⼩銭すし 船引店 おみやげ,飲⾷ ⽥村市船引町字船引字五升⾞69 0247-82-3630 インスタントお味噌汁サービス

だんでらいおん 飲⾷ ⽯川郡平⽥村⼤字蓬⽥新⽥字⼤柏⽊219 0247-55-3839 パンをお買い上げの⽅にコーヒー1杯サービス︕

若松屋旅館 温泉 ⽥村郡三春町字尼ケ⾕127 0247-62-2027 膳付休憩・宿泊のみお会計時300円引き︕

フラワーハウス おおはし 買物 郡⼭市島2-38-19 024-939-0084 お花のプレゼントあります︕

TO-FU cafe おおはたや
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽥村郡三春町⼤字⻄⽅字⽯畑253 0247-62-1113 お好みの⾖腐1丁、定価より100円引き︕

⼿づくりパンの店 べスパン 買物 須賀川市古屋敷5-8 0248-73-0337 サービスカード通常500円ごとに1枚のところ2倍プレゼント︕

⾃然⾷品とみや
ベジ・ファース
ト協⼒店,買物

郡⼭市開成2-4-15 024-939-7555 ポイント2倍にいたします︕

伊藤洋⼦の店 美容・健康 郡⼭市開成5-9-5 024-923-8200
★選べる縮⽑矯正(3種類から)カット込で 14,040円（税込）〜
★潤い&⼿触り感UP!デジカール 12,960円（税込）〜

Li'Li'i Laure'a
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市久留⽶4丁⽬221-19 ホワイエ2 024-954-9998 お会計⾦額からお⼀⼈様あたり500円割引︕

ハリース鍼灸整⾻院
暮らし,美容・健

康
福島県郡⼭市愛宕町4-21 南側 024-927-5339 シール鍼2個サービス︕

カリス・クリスタル
おしゃれ,パワー
ストーン,癒し,

買物
郡⼭市⼤槻町字原⽥北7-1 080-5228-2828 新規のお客様限定★クリスタルヒーリング10%OFF︕

萩姫の湯 栄楽館
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

郡⼭市熱海町熱海4-47 024-984-2135 ⽴ち寄り⼊浴ご利⽤の⽅へタオルプレゼント︕
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ASIAN.BAMBoon くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市駅前1-9-18 024-927-9668 ご飲⾷のお客様にトム・ヤム・クン(M)プレゼント︕

NPO法⼈ 共⽣かがみ 暮らし,買物 岩瀬郡鏡⽯町諏訪町1番地 0248-62-1980 ⼿づくり商品10％引き︕

釜めしや ふじ くつろぎ,飲⾷ ⽥村郡⼩野町⼩野新町中通6 0247-72-4425 お会計時50円引き︕

珈琲園 くつろぎ,飲⾷ ⽯川郡浅川町浅川⼤明塚114-36 0247-36-4082 お⾷事後(ライス・スパゲティ類)、ドリンク半額サービス︕

農園Cafe やい⼦ばあちゃん
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽯川郡⽯川町⼤字南⼭形字⽻貫⽥141 0247-26-4773 利⽤料⾦から100引き︕

ヘアーサロン Vision
おしゃれ,美容・

健康
郡⼭市静町45-12 024-952-5739 プチスカルプケア(700円相当)サービス︕

癒しの空間 らくや 美容・健康 郡⼭市⻁丸町14-9 昭和建設ビル1F 024-927-0080
ボディケア・リフレクソロジー・オイルリンパマッサージ(60分以上)ご利⽤で、
500円OFF︕

とり・てつ焼き 甚六 飲⾷ 郡⼭市駅前2-3-2 024-938-3636 オススメ料理1グループに1品サービス︕

アンジェリークネイル 美容・健康 郡⼭市富⽥町字下双⼜16-25 024-953-6115
◆新規のお客様◆
メニューから20%OFF︕
※ブライダルメニュー、商品は除く

むうん(Muun) 買物 郡⼭市桑野2丁⽬19-18飯村ビル102 024-935-6351 2,000円以上お買い上げの⽅にプレゼントあり︕

あいどる 飲⾷ ⽥村郡⼩野町飯豊⼆本⽊7 0247-72-5798
お会計時50円引き︕
※⼟曜⽇はオール50円引きのため除きます。

千代乃や⾷堂 飲⾷ 須賀川市柱⽥中地193 0248-65-2008 ウーロン茶⼀杯サービス︕

ARTY-FARTY 美容・健康 郡⼭市名郷⽥2-1 サイバーパーク富⽥101 024-954-5107 ⽑髪診断通常600円→500円︕

焼き⿃ よこっちょ 飲⾷ ⽯川郡浅川町⾥⽩⽯宿裏194-1 0247-36-1222 ワンドリンク無料サービス︕

Piacere 美容・健康 郡⼭市鶴⾒坦3-14-25 024-934-2774
★ご新規のお客様限定★
炭酸シャンプー 通常メニューに＋500円→無料サービス︕

美容室 RIHGA 荒井店 美容・健康 郡⼭市安積町荒井三⼊分13-1 024-945-3131
「カラー/パーマ」ご利⽤の場合、お会計より1,000円OFFいたします!
※お試し価格につき、初回のお客様に限ります

ローズマリー 買物 郡⼭市並⽊1丁⽬2-15 3℃ビル 204号 024-931-8558 500円以上お買い上げの⽅にキャンドルサービス︕

CLASSICA おしゃれ,買物 郡⼭市⻄ノ内1-16-17 024-933-6090 ご来店いただいた⽅に、粗品プレゼント︕

Hair Room Okazu 美容・健康 郡⼭市字上⻲⽥4-4 024-954-3902
★新規のお客様限定★
 《1》⼤⼈カット・・・通常5500円→4400円︕
 《2》カットカラーorカットパーマ・・・通常12820円→9320円︕
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アンティース3 美容・健康 郡⼭市久留⽶4-225-7 024-945-9494
新規のお客様限定
カラークセストパー&カット・クセストパー&カット⇒20%OFF

お⾷事とお酒の店 益元
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市桑野4-8-10 024-922-9011 プチデザートプレゼント

⾚から 郡⼭駅前⼤通り店
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市駅前１丁⽬４－７ 024-954-8830 ドリンク1杯サービス

⾚から 郡⼭富⽥店
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市備前館2丁⽬101番地 024-927-5150 ドリンク1杯サービス

⽜⾓ 郡⼭なかまち夢通り店
くつろぎ,憩い,

飲⾷
郡⼭市中町11-2 024-990-2901 ドリンク1杯サービス

Hair art cheka 美容・健康 郡⼭市桑野4丁⽬5-17 024-953-4199

★新規でご来店のお客様★
・カット 通常4,212円⇒3,700円
・カラー+カット 通常9,180円⇒7,700円
・パーマ+カット 通常9,180円⇒7,700円

nep 買物 福島県郡⼭市桑野2-32-7 024-935-5260 お買い上げ⾦額より5％OFF

サロン Eight 美容・健康 郡⼭市安積町荒井字⻄北井7-2
024-983-8869
080-5848-5545

ポイント2倍︕

味の駅 沙瓏 ⽯川店
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽯川郡⽯川町⼤字塩沢字広畑34-5 0247-26-8393 5％割引

Cafe de Viet Nam 澤上商店 飲⾷ 郡⼭市中町6-14 024-983-0606
★ランチタイム限定★
ドリンクサービス!!

KHOUSE(ケイハウス) 買物 郡⼭市⼤槻町原⽥⻄42-55 024-961-6324 商品お買い上げで10％引き

パリミキ 富⽥東店 買物 郡⼭市富⽥東3丁⽬88 024-925-1471 メガネ⼀式またはフレーム、レンズご購⼊で5％OFF

Hair Studio Drop 美容・健康 郡⼭市桑野２丁⽬２５－１２ 024-983-5824
新規のお客様★20%OFF!
(⼀部ご利⽤いただけないメニューもございます。)

中古携帯買取販売・修理専⾨店アイコール 買物 郡⼭市中町18番4号 幸信ビル 024-973-6541 iphone修理1件につき500円のお得なクーポン

道の駅たまかわ『こぶしの⾥』
ベジ・ファース
ト協⼒店,レ
ジャー

⽯川郡⽟川村岩法寺字宮ノ前140-2 0247-57-3800
ソフトクリーム(さるなし・空芯菜)50円引き
さるなしドリンク50円引き

Kaisei 紅茶館 飲⾷ 郡⼭市開成4丁⽬1番25号  ⼤桃ビル1F 024-934-0670 ランチご注⽂のお客様に焼き菓⼦プレゼント︕

銀河のほとり
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

須賀川市滑川東町327-1 0248-73-0331 ポイントカードスタンプ倍押しサービス
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オネストテロワール
ベジ・ファース
ト協⼒店,買物

⽯川郡浅川町⼤字浅川字⽉⻫陣場49-5 0247-36-2003 チョコレート1コサービス

ありがとう本舗 美容・健康,買物 郡⼭市開成2-39-5 024-923-4111 合計3,000円以上ご購⼊で10％OFFにいたします。

DANAS HAIR 美容・健康 郡⼭市富⽥町字坦ノ腰63-1 024-961-8420 ヘッドスパ 通常2,000円→1,500円︕

イエローハット フェスタ郡⼭店 買物 郡⼭市⽇和⽥町字⼤原30-1 024-968-1880 セーフティーチェック・愛⾞無料点検を無料でサービス!

⻁々 飲⾷ 郡⼭市中町10-6 024-983-9777 ドリンク1杯サービス

コーヒー⾖焙煎⼯房 ティーアンドシー 買物,飲⾷ 郡⼭市町東2丁⽬118 024-962-9220 コーヒー⾖全品10％引き

宝沢ゴルフビレッジ 運動 郡⼭市富久⼭町福原沼下55-7 024-925-2228 スクール⼊会⾦ 通常5,400円→3,240円!お2⼈同時で通常価格よりさらに半額!!

Coco Bow's(ココバウズ)
その他,ペット,

買物
郡⼭市麓⼭1-2-17 024-973-7778 アプリご⼊会で500円クーポンプレゼント︕

Cafe & Dining Chiffon
くつろぎ,ベジ・
ファースト協⼒
店,飲⾷

須賀川市季の郷149 0248-94-8675 カードご提⽰で、ドリンクのおかわりを半額サービスいたします。

ニュー芭蕉苑
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

須賀川市堀底町54-2 0248-75-1766
おしながきメニュー(お⾷事のみ)5％引き。
ドリンク、おつまみ単品、⽇替わりランチは除きます。

ひばり温泉ホテル くつろぎ,温泉 須賀川市滑川字関ノ上22-2 0248-63-1112 プチプレゼント

ABE CHIROPRACTIC OFFICE 美容・健康 須賀川市森宿字狐⽯84-3 FSタウン3号 0248-94-6737
★初回限定★
通常4,400円(税込)→4,000円(税込)

レストラン画廊 飲⾷ 郡⼭市富久⼭町久保⽥字⼤原62-1 024-933-9214 お⾷事のお客様10％引き

ザ・クロックハウス 郡⼭店 暮らし,買物 郡⼭市⻑者1-1-56 ザ・モール郡⼭ 2F 024-924-7385 税込1,080円以上お買い上げでお会計より5%OFF

⼤衆酒蔵 しらぼし くつろぎ,飲⾷ 郡⼭市細沼町9-1 渡辺ビル1F 024-924-1404 冷奴サービス

スパゲティー専⾨の店 Champ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市朝⽇1-6-12 024-939-7227 セットメニューをご注⽂の⽅限定、デザートサービスいたします。

gecko Lotus(ゲッコーロータス) 買物 郡⼭市麓⼭2丁⽬15-10 メゾン麓⼭102号 024-954-9527 インド⾹1箱プレゼント

ウエディングカウンター福島 ⽂化・芸術 郡⼭市桑野2-34-13 桑野中央ビル103 024-953-4566 ☆割引特典あり☆

Hair Beaut VERDE 美容・健康 郡⼭市桑野2丁⽬14-8 サンマツビル1F 024-927-5570
★初回限定★
4STEPトリートメント無料サービス︕

アキヤマ質店・Brera(ブレラ) その他 郡⼭市富⽥東３丁⽬114 024-927-1778
 お買物クーポン
 1万円を越えるお買い物で1,000円割引
 3万円を越えるお買い物で2,000円割引
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hair & spa factor(ファクター) 美容・健康 郡⼭市久留⽶4丁⽬114-14 024-947-3838 シャンプー後に濃密ヘアマスクをサービスいたします

グラントマト郡⼭喜久⽥店 飲⾷ 郡⼭市喜久⽥町菖蒲池22-484 024-959-1455 灯油1Lにつき1円引きさせていただきます

ラーメン⼀⽯ 飲⾷ 須賀川市⽊之崎字寺前70-1 0248-68-2784 お会計より50円OFF

genereux hair room(美容室ジェネルー) 美容・健康 郡⼭市並⽊5-5-42 024-934-8826 初回20%OFF (1年以上ご利⽤のない⽅は10%OFF)

Potter 美容・健康 郡⼭市堤下町9-9 090-7661-6931

★新規の⼥性限定★
トリートメントサービス
★新規の男性限定★
ヘッドスパサービス

hair dresser Iron(ヘアドレッサー アイアン) 美容・健康 郡⼭市昭和2-2-7 佐藤ビル1F 024-954-7633 全メニュー10％OFF

SDフィットネス 郡⼭店 運動 郡⼭市芳賀1-3-7 024-944-2011 ⼊会初期費⽤3,000円引き

Hair Salon Ginza(銀座美容室) 美容・健康 郡⼭市清⽔台2-5-3 024-932-1171 初回10%OFF!

安積野菓⼦処 平⽥屋 荒池公園前 飲⾷ 郡⼭市池ノ台14-17 024-921-4194 1,080円以上お買い上げのお客様に串だんご1本プレゼント

セントラルフィットネスクラブ 郡⼭ 美容・健康,運動 郡⼭市中町12-2 ホテルプリシード郡⼭3F 024-921-3111
初回のみ、施設体験を無料にいたします。
ご⼊会時、会員カード発⾏料(2,160円）を無料にいたします。

moon 美容・健康 郡⼭市開成1-4-23 024-933-2423 初回ご利⽤のお客様メニューから500円off

cafe LOVERS LEAP
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市桑野2丁⽬4-3 024-907-2054 キャラメルラスク プレゼント

レストランシャロン
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽯川郡⽟川村北須釜はばき⽥21 0247-57-1580 お会計より5％ＯＦＦ

近海鮮⿂・本まぐろ ちから寿し
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

須賀川市⻑沼字⾦町32 0248-67-2623 ご飲⾷のお客様に おすすめデザートサービス

カイロプラクティック⼭本整体院 美容・健康 郡⼭市⻁丸町20-8 024-923-5563 【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︕

やぐら太⿎ 飲⾷ 郡⼭市桜⽊2-21-4 024-932-9058 デザートプレゼント

ラクナール整体院 美容・健康 郡⼭市横塚2-18-18 024-944-0755

初めての⽅おためし料⾦
上半⾝コース(40分)4,200円→3,300円
全⾝コース (60分)6,300円→4,300円
（⼥性限定）さらに５００円引き︕︕

LUXEY(リュクシィ) 美容・健康 郡⼭市鶴⾒坦2-14-24 024-983-3033 会計時、300円割引き致します。

タイ古式ボディケア サバイディー 美容・健康 郡⼭市町東3-106 024-952-1445 初回ご来店のお客様 お会計より500円OFF

HOPEヘアーデザイン室 美容・健康 郡⼭市富⽥町字⼤徳南19-43 024-952-2188 パックをはじめ 「選べる癒しメニュー」 を1つサービス︕
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パン⼯房 陽だまり 買物 岩瀬郡鏡⽯町中町173-6 0248-94-8361 当店のポイントを1ポイントサービス

美容室Clear(クリア) 美容・健康 郡⼭市台新1丁⽬5-8 024-935-3151 トリートメントサービス︕

らぁ麺 おかむら 飲⾷ 郡⼭市⼤槻町字⼩⾦林24-1 024-927-0334 煮⽟⼦または⼤盛りサービス︕

和⾷の店 天麩羅 まるみ 飲⾷ ⽯川郡浅川町本町⻄裏88 0247-36-2115 ⼩学⽣までのお⼦様にソフトドリンクサービス

エンゼル洋菓⼦店 買物 郡⼭市⼤槻町字広町48 024-952-1144 お会計より5％割引︕

Private Beauty SalonPrana(プラナ) 美容・健康 須賀川市茶畑町1 0248-94-8236
★まずは体験トライアルコース★
整顔セラピー60分 通常価格10,800円→6,480円（税込）!!

串酒場 ピザ酒場 おれんじ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市中町6-14 024-931-2036 夜17:30より⽣ビールご注⽂の⽅へ、串煮込み2本プレゼント︕︕

⼥性専⽤お顔剃りサロン Pure（ピュア） 美容・健康 郡⼭市⽇和⽥町字南原2-132 024-958-5663
★初回限定★
メニューから10%OFFいたします︕︕
※お試し（お⼿軽）コースと、ブライダルコースは除外させて頂きます。

安積野菓⼦処 平⽥屋 清⽔台本店 飲⾷ 郡⼭市清⽔台2-6-6 024-932-3499 1,000円以上お買い上げのお客様に串だんごプレゼントいたします。

ねずみ蔵 飲⾷ 郡⼭市⼤町1-13-20 024-925-2858 おつまみ⼀品サービス

ラーメンつかさ 飲⾷ ⽥村郡⼩野町飯豊字五反⽥57-1 おのタウンコムコム 0247-72-6245 餃⼦半額サービス

とんかつ亭 ふるはうす 飲⾷ 岩瀬郡鏡⽯町本町271 0248-62-2120
セットメニューと注⽂の⽅に、通常コーヒーorシャーベットサービス→コーヒー＆シャーベッ
ト両⽅ともサービス︕︕

Musica-hair- 美容・健康 郡⼭市清⽔台2-7-23 024-939-6660 初めてご来店のお客様に、シャンプーをサービス︕︕

はないち 買物 郡⼭市⼤町1丁⽬13-12 024-923-6099
お買い上げ⾦額から10%OFF︕
※セール品、特殊品等は除きます

リオン・ドール船引店 買物 ⽥村市船引町船引字川代78 0247-81-1511
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。

リオン・ドール須賀川東店 買物 須賀川市仲の町40-1 0248-76-8711
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。

リオン・ドール郡⼭東店 買物 郡⼭市⻄⽥町⼤⽥字宮⽊⽥61 0247-62-7511
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

リオン・ドール須賀川インター店 買物 須賀川市⽜袋町85 0248-72-2055
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。

リオン・ドール須賀川南店 買物 須賀川市緑町121 0248-76-1155
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。
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リオン・ドール鏡⽯店 買物 岩瀬郡鏡⽯町中央8 0248-62-6161
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。

リオン・ドール⽯川店 買物 ⽯川郡⽯川町⼤字双⾥字⾚沼5 0247-26-1141
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。

リオン・ドール浅川店 買物 ⽯川郡浅川町⼤字浅川字⽉⻫19-1 0247-36-4555
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。

リオン・ドール⽟川店 買物 ⽯川郡⽟川村⼤字⼩⾼字北畷10-1 0247-57-4311
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。

フラワーアレンジメント教室 ナチュール ⽂化・芸術 郡⼭市喜久⽥町⾚沼向7-14 090-6254-5599 受講いただいた記念に「ミニアレンジメント」をプレゼントいたします︕

PINK 美容・健康 郡⼭市駅前1-14-21 024-934-6201 トリートメントorヘッドスパサービス

くまだ治療室 美容・健康 郡⼭市⼩原⽥4-14-31 024-944-3211 ドリンクサービス

シェイシェイら〜麺 勝樹(しょうき) 飲⾷ 須賀川市⽜袋町123 0248-72-2402 当店の会員カード(1,000円)と同じサービスを提供いたします。

ペットマッサージ 猫もみ⽝もみ
ペット,美容・健

康
郡⼭市⼤槻町字⼩⼭⽥⻄22-11 080-4518-2299 マッサージを施術した猫・⽝全て、リンパマッサージを1割引致します。

Hair Space Objet 美容・健康 郡⼭市安積3-321-1 024-947-3855 新規のお客様 技術メニュー20%OFF

菊屋茶舗 飲⾷ 郡⼭市⼤町1-2-21 024-922-0514
抹茶ソフトクリーム・抹茶かき氷お買い上げのお客様
お好きなトッピング1つ無料︕︕

⽵打麺⼯房 たかまる 飲⾷ 郡⼭市並⽊1-7-2 024-924-5604
麺類ご注⽂のお客様
⼤盛りサービス︕

エステティックサロン CREO 美容・健康 須賀川市森宿鍛治⼭15-11 090-5353-0842
初めてのお客様限定(お1様1回限り)
脱⽑を除く全コース50％OFF︕

焼⾁・冷麺 ⾦剛苑
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市池ノ台15-27 024-932-4563 韓国のりをサービスいたします。

野⽥屋(野⽥呉服店) 買物 郡⼭市駅前1-4-9 024-922-2810 お買い上げ⾦額より10％引きサービス︕

リラクゼーションサロン サンセリテ 美容・健康 郡⼭市富久⼭町久保⽥字南⽥40-1 ⼤喜多ビル105 024-973-8045 お会計から200円引き

Victoria Rose
教養,⽂化・芸
術,暮らし

郡⼭市桑野2-20-17  ジネックスビル 024-934-0309 初回レッスンのみ★20%OFF︕

ナチュレルビュー
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市御前南1-82 024-954-5887
★ご飲⾷・お買い上げより★
10％OFF︕︕
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hair meets dress pleroma(プレローマ) 美容・健康 郡⼭市不動前1-64 024-983-5911

★ご新規・または1年以上ご利⽤のない⽅★
カット・カラー・トリートメント9,500円
カット・パーマ・トリートメント11,000円
 カット・縮⽑矯正・トリートメント15,500円

ほぐしま専科 オリエントパーク⽇和⽥店 美容・健康 郡⼭市⽇和⽥町字⻄中島12－1 オリエントパーク⽇和⽥内 024-958-1123 当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕

ほぐしま専科 アミューズパーク郡⼭店 美容・健康 郡⼭市安積町⽇出⼭2丁⽬80 アミューズパーク郡⼭1Ｆ 024-942-0117 当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕

ほぐしま専科 須賀川四号線沿い店 美容・健康 須賀川市館取町2 0248-72-2606 当店のポイントカード ポイント2倍にいたします︕︕

アロマセラピールーム貴美 美容・健康 郡⼭市深沢2丁⽬12-11 090-3649-5190 フェイシャルスポンジプレゼント︕

Salon de EMBELLIR(アンベリール) 美容・健康 郡⼭市堤下町10-3 024-924-1450
ご新規のお客様限定︕
・カラー＆カット7,700円〜(ロング料⾦有)
・カット＆シャンプー3,300円〜

和⽜旬菜 あ吽
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

郡⼭市⼤町1-2-9 024-954-7880 デザートサービス︕

温泉ペンション メリーキングス
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

岩瀬郡天栄村⼤字⽻⿃字⾼⼾屋32-7 0248-85-2300 天栄村特産「ヤーコンうどん」⼀把(2⼈前)プレゼント。

お⾷事とお酒の店 くわのん家 飲⾷ 郡⼭市桑野三丁⽬18-11 024-973-6456 ソフトドリンク1杯サービス︕

ALOHA STYLE
お⼟産,買物,飲

⾷
移動販売の為、住所はございません 090-6850-9202 チキンケバブ1個50円引き

リフレッシュサロン ナチュレ 美容・健康 郡⼭市⻲⽥2-1-27 024-933-9559
・60分 200円OFF→3,700円
・90分 300円OFF→5,550円

HAIR&NAIL more
おしゃれ,美容・

健康
須賀川市芦⽥塚57-2 0248-76-7090

初回or前のご来店より1年以上空いたお客様限定︕
・ヘアメニュー お会計より10パーセントOFF︕
・ジェルネイル ラメがなんと￥3,780︕(10本)

WEDDING DRESS KUROE
おしゃれ,その
他,買物

郡⼭市⼋⼭⽥⻄4-151 024-931-2546
ウェディングドレスご成約者様
アクセサリー⼀式無料レンタル

癒し処 YELL 美容・健康 郡⼭市島2丁⽬38-16 新さくらビル103 024-983-3715 45分リフレクソロジーコース300円引き︕

整体⼯房リバティ⼋⼭⽥店 美容・健康 郡⼭市⼋⼭⽥7-98 024-983-8092 全コース500円引き︕

整体⼯房リバティ並⽊店 美容・健康 郡⼭市並⽊4-3 024-925-1551 全コース500円引き︕

整体⼯房リバティ本店 美容・健康 郡⼭市⽥村町⾦屋字上川原279-1 024-943-8053 全コース500円引き︕

おとどけぽけっと 買物 郡⼭市熱海町熱海1丁⽬234番地 024-984-2849
テイクアウト限定︕
サービスでお茶をお付けいたします︕︕
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逸品そば処 福あん 飲⾷ 郡⼭市富⽥町字鶴蒔⽥1-112 024-951-7494 天婦羅饅頭・コーヒーサービス︕

整体⼯房リバティ中町店 美容・健康 郡⼭市中町12-2プリシードホテル1F 024-953-6237 全コース500円引き︕

三春茶屋 飲⾷ ⽥村郡三春町⼤字⼭⽥字下⽥77 024-762-2602 当店のサービス券2枚差し上げます

MOM 美容・健康 郡⼭市富久⼭町久保⽥⽔神⼭１３－４ 024-925-5421
★初回限定★
ヘアオイルプレゼント︕︕

⼗割⼿打ち蕎⻨処 富⽥茶屋 飲⾷ 郡⼭市町東1丁⽬183 024-973-8765 蕎⻨のアイスクリームサービス︕

⽇本空⼿道神居塾 桑野空⼿教室 運動 郡⼭市桑野三丁⽬18-20 ⻄郡⼭ビル2階 090-7330-9237 ⼊会⽉の会費半額にいたします

カラフルネイルサロン ザ・モール郡⼭店 美容・健康 郡⼭市⻑者1-1-56 ザ・モール郡⼭ 2F 024-935-7001 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。

レストラン&パーラー 和蘭丹 飲⾷ 須賀川市中町16-6 0248-72-5605 お⾷事のお客様に、コーヒーor紅茶を1杯サービス︕

HAIR SHOP MALE 美容・健康 郡⼭市菜根4-25-16 024-921-4744 ★縮⽑矯正12,000円〜

プライベートサロン decora 美容・健康 郡⼭市細沼町3-16 070-5099-4235 初回料⾦20％OFF︕

hair and makeup mopa 美容・健康 郡⼭市島1-1-1 024-925-4957 ご新規のお客様20％OFF︕

ワイン&リカー つたや 飲⾷ 郡⼭市中町11-4 つたやビル1階 024-922-0515 2,000円以上お買い上げのお客様に通常1ポイントのところ、2ポイントさしあげます︕


