ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新
NEW

店舗名
洋服と雑貨の店 YOUKIYA

2022/11/22
住

カテゴリ
おしゃれ,おみや

所

電

話

特

典

⽩河市新⾼⼭39-3 メガステージ⽩河内

0248-21-0788

お買上⾦額より5％OFF

福島県東⽩川郡鮫川村⾚坂中野字巡ヶ作116

0247-49-2556

ポイントカード1スタンプ プレゼント︕

その他,飲⾷

⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩⽥倉字原中201-4

0248-25-2462

平⽇200円引き（⼟⽇祝⽇100円引き）or ドリンク半額(アルコール含む）

その他,暮らし

東⽩川郡棚倉町⼤字棚倉字中居野65番地

0247-33-2464

⻄⽩河郡⻄郷村⼩⽥倉字原中172

0248-25-2102

⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⽶字うつぎ窪18-2

0248-25-5155

げ,暮らし,買物
お菓⼦,ベジ・

鮫川村農産物加⼯直売所 ⼿まめ館

ファースト協⼒
店,観光,買物,飲
⾷

⽣蕎⻨ 蒼の⾥
株式会社

藤建技術設計センター

美容室 ドン

おしゃれ,美容・
健康

名⼊りボールペン
※2020年7⽉1⽇からサービス開始
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆カット・カラー・パーマ施術のお客様、保湿トリートメント無料サービスいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]

中国料理 滋味菜館

くつろぎ,飲⾷

◆デザートサービスいたします︕◆
※ご注⽂の際にご提⽰ください
¥5,000以上の体験メニューご利⽤で500円引き。

ランプ⼯房 sifa

おしゃれ,買物

⻄⽩河郡⻄郷村道南⻄73

080-1660-8435

他のクーポンとの併⽤はできません。
現⾦払いのみ対象。
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︕◆

コナカ新⽩河店

おしゃれ,買物

⻄⽩河郡⻄郷村字屋敷裏東28

0248-25-4149

※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

カフェレストラン テファニー

お⾷事処 さゝ川

⿅⾓平観光牧場

くつろぎ,飲⾷

飲⾷

レジャー,宿泊,
暮らし,飲⾷

東⽩川郡棚倉町⼤字流字森の内50-2

0247-33-5898

⻄⽩河郡⽮吹町曙町115

0248-42-3339

東⽩川郡鮫川村⼤字⻘⽣野字世々⻨234-1

0247-48-2010

[ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆ランチメニュー以外をご注⽂でソフトドリンク1杯サービス︕
[お会計の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆お会計より5％OFF︕
[ご予約の際、健⺠カード利⽤とお伝えいただいた⽅]
◆BBQコース事前ご予約で各コース200円割引︕
[ご予約の際、健⺠カード利⽤とお伝えいただいた⽅]

たいそう〜体想〜

くつろぎ

⻄⽩河郡⽮吹町松倉223

090-5233-6375

10回ご利⽤毎に500円割引となるスタンプカードのスタンプ2倍︕
更にボックスティッシュ1箱プレゼント︕

宝鮨

飲⾷

⻄⽩河郡⽮吹町本町320

0248-44-2140

特製宝巻半額券︕
1,800円(税込1,980円) → 900円(税込)︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
湯遊ランドはなわ ダリア園

地酒とかりん糖の店 宍⼾善四郎商店

串亭

2022/11/22
住

カテゴリ
憩い,教養,⽂
化・芸術,暮らし
おみやげ,お菓
⼦,暮らし,飲⾷
おしゃれ,くつろ
ぎ,暮らし,飲⾷

所

電

話

東⽩川郡塙町湯岐字⽴⽯21

0247-43-3000

⻄⽩河郡⽮吹町中町229

0248-44-3555

⽩河市新⽩河3-31 ニュープリンス11号

0248-24-3788

⽩河市⻤越45ｰ5

0248-24-7380

特

典

◆ダリア園ご利⽤の⽅、健⺠カードご提⽰で「湯遊ランドはなわ」⽇帰り⼊浴割引券(500円
で⼊浴可)を進呈︕
お買い上げの⽅に野菜かりんとう⼩袋プレゼント︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆次回ご利⽤できる500円割引券をプレゼントいたします︕◆
[ご注⽂の際健⺠カードご提⽰で]

かこい⾷堂

くつろぎ,飲⾷

◆味付煮⽟⼦ 1つサービス
※他のクーポン券との併⽤不可
ご⼊会で⼊会⾦通常11,000円→無料︕

ジェイムズ英会話 ⽩河校

教養,⽂化・芸術 ⽩河市新⾼⼭39-3 メガステージ⽩河内

0248-22-2900

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)

株式会社 押⽥製材所

その他,暮らし

フォークランド⽩河店

おしゃれ,買物,

JUNグループアパレルショップ
リオン・ドール 泉崎店

しらさかの森スポーツ公園

那須⽩河フォレストスプリングス

⽩河市総合運動公園

雑貨

東⽩川郡⽮祭町⼤字東舘字桃⽊町15

0247-46-3138

⻄⽩河郡⻄郷村⼩⽥倉字古⽶坂17-3

080-9872-4815

美容・健康,買物 ⻄⽩河郡泉崎村泉崎⼋丸160-2

スポーツ,美容・
健康,運動

レジャー,遊び,
飲⾷

スポーツ,美容・
健康,運動

0248-29-8282

⽩河市⽩坂⽜清⽔117

0248-28-2322

⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩⽥倉字⾦⼦⽯16

0248-25-3535

ご来場時健⺠カードご提⽰で
◆マンガでわかる住宅リフォームガイドブックプレゼントいたします︕◆
お会計時健⺠カードご提⽰で
◆お買上げ⾦額より5％OFF︕いたします◆
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げで『ふくしま健⺠カード』ご提⽰の
お客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈いたします
◆利⽤時間を30分延⻑いたします︕◆
※ただし、次の利⽤予約がない場合に限ります
FS Caféでお⾷事された⽅
健⺠カードご提⽰で
◆オーガニックホットコーヒー1杯サービスいたします︕◆
◆利⽤時間の30分延⻑いたします︕◆

⽩河市北中川原30

0248-22-8971

※ただし、次の利⽤予約がない場合に限ります
◆温⽔シャワー1回無料にいたします︕◆

お⼟産,ベジ・

なかじま産直館KIRASSHE

ファースト協⼒ ⻄⽩河郡中島村⼤字滑津字中ツ島33-1

0248-52-3434

ソフトドリンク1杯サービスいたします︕

店,買物,飲⾷
ベジ・ファース

直売 カフェ こころや

ト協⼒店,買物, ⻄⽩河郡泉崎村⼤字泉崎字川畑37-1
飲⾷

0248-53-5568

店内でお⾷事の⽅へ
◆季節のコンポートをサービスいたします︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

リオン・ドール⽩河⻄店

買物

⽩河市北真船172-1

0248-29-8024

リオン・ドール結城店

買物

⽩河市結城25番地

0248-23-2525

リオン・ドール⽮吹東店

買物

⻄⽩河郡⽮吹町⼀本⽊464-2

0248-42-3145

ビッグエコー⽩河2号店

レジャー,遊び

⻄⽩河郡⻄郷村豊作⻄32-1

0248-21-6120

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円以上お買い上げで
『ふくしま健⺠カード』ご提⽰のお客様へ、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円以上お買い上げで
『ふくしま健⺠カード』ご提⽰のお客様へ、ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
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
お会計時に総額より10％OFF︕

ビッグエコー⽩河店

レジャー,遊び

⽩河市新⽩河1丁⽬204

0248-23-8722

※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
※他クーポンと併⽤不可

かっぱ寿司 ⽩河店

飲⾷

⽩河市⽼久保123-1

0248-21-0588

1グループお会計時5％割引︕

⾷彩⼯房 もみじ亭

飲⾷

東⽩川郡棚倉町古町16-4

0247-33-7751

1ドリンクサービス︕

⼿打ちらーめん 雅

飲⾷

⽩河市中⽥13-1 ⼤⽵ビル1F

0248-24-2639

味⽟1コサービス

和洋菓⼦

買物

東⽩川郡棚倉町棚倉新町86

0247-33-3056

⾃社製造商品 5％OFF︕

⽩河市新⽩河2-61 ⾼⼭ハイツ1F

0248-27-5120

平⽇(⽉〜⽊)限定︕500円×⼈数分OFF︕︕

⽩河市東蕪内字新屋敷13-1

0248-34-3685

普通盛り料⾦で⼤盛りにできます。

東⽩川郡塙町塙字桜⽊町388-1

0247-44-0123

⽢盛堂

美酒・鮮菜 Haru
さぬきうどん 讃源
道の駅はなわ 天領の郷

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,買物

ソフトクリーム50円引き︕
※平成29年3⽉28⽇よりヨモギ(もち草)のソフトクリームの販売開始。⼈気抜群であります。

那須屋旅館

宿泊,温泉

東⽩川郡⽮祭町東舘字舘本46-1

0247-46-2010

(株)もりもと鮮⿂店

買物,飲⾷

東⽩川郡⽮祭町⼩⽥川字春⽥12-3

0247-46-4385

⻄⽩河郡泉崎村⼤字関和久字豊⽥39-1

0248-53-3755

ソフトドリンク(コーラ・オレンジジュース・ウーロン茶の中から1本)サービス︕

⽩河市旭町2-121-1

0248-24-0141

ヘッドスパ通常2,000円〜を無料でサービス︕

⻄⽩河郡⽮吹町中町191

0248-42-3306

やぶきじくんのキャラクターシールを1枚プレゼント︕

⼿打ち⼗割そば そば処 さんぺい
Makes More
トイショップ ウエダ

飲⾷
美容・健康
遊び

ドリンクサービス︕
粗品進呈︕
※タオルなど

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特

典

[⽇帰り休憩のお客様]
湯岐温泉 ⼭形屋

温泉

東⽩川郡塙町⼤字湯岐字湯岐31

0247-43-1370

酪王の瓶⼊り⽜乳プレゼント︕
[ご宿泊の客様]
⼣⾷時に1ドリンクサービス︕

Lamp Cafe

飲⾷

⽩河市五郎窪38-1

0248-29-8170

JA東⻄しらかわ農産物直売所 みりょく満点物語

飲⾷

東⽩川郡棚倉町⼤字下⼭本字愛宕平15-1

0247-33-1212

東⽩川郡⽮祭町⼩⽥川字中⼭17-1

0247-34-1131

珈琲⾹坊

買物,飲⾷

[お⼀⼈様1,000円以上ご注⽂された⽅]
⼀⼝焼き菓⼦をサービス︕
ミルク⼯房にてソフトクリーム20円引き︕
但しクリスピーコーンまたはカップ(⼩)のみ
珈琲⾖200g以上で50gプレゼントいたします︕
400円以上 ケーキ、焼菓⼦をお買上げで

パティスリーカルム

買物

⽩河市⼤森ノ内84-3

0248-23-5500

千駒酒造株式会社

買物

⽩河市年貢町15-1

0248-23-3057

⼿打中華 やたべ

飲⾷

⽩河市旗宿広表74-1

0248-32-2007

藤屋パン店

飲⾷

東⽩川郡棚倉町棚倉城跡81-9

0247-33-3418

1,000円以上お買い上げの⽅に、シュガーバターラスク(1個)プレゼント︕

中華そば ⽩河屋

飲⾷

⽩河市南真⾈22-1

0248-24-4977

中華そばのみお会計より100円引き︕

伊兵衛屋

飲⾷

⽩河市桜町82-1

0248-21-8515

1,000円以上お買上げの⽅5％OFF︕

清来軒

飲⾷

⻄⽩河郡⻄郷村字道南⻄106

0248-22-8617

⾃家製杏仁⾖腐かウーロン茶をサービスいたします︕

⽩河市⽩坂三輪台245

0248-28-2108

[⼊館料]⼀般︓500円→400円︕
お会計より50円引き︕

アウシュヴィッツ平和博物館

⽂化・芸術

コミュニティ・カフェ EMANON

飲⾷

⽩河市本町9

0248-57-4067

ライラ⾷堂

飲⾷

⽩河市昭和町38-2 安澤ビル1F

0248-21-8494

ローズ薬局

えきかふぇ SHIRAKAWA

保健,美容・健康 ⽩河市⾦鈴4-5

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

0248-24-0030

⽩河市郭内222

0248-23-5530

テイクアウトドリンク400円以上のものを50円引き
お買物で粗品プレゼント︕
【平⽇限定】
お会計時合計⾦額より10％引きいたします︕

[ランチ＆ディナーどちらでもOK︕]
デザートサービス︕
[当店おすすめ滋養強壮剤(若甦またはレバコール)3,000円以上お買上げの⽅]
当店スタンプカードのスタンプ2倍︕
ドリンク1杯50円引き︕
※アルコールを除く

洋菓⼦ 冨⼠屋

買物

⽩河市年貢町22-1

0248-23-2557

2,000円以上お買上げの⽅5％引き︕

こんにゃく餅本舗 菓⼦司 陣野

買物

東⽩川郡塙町⼤字塙字栄町58

0247-43-1234

1,000円以上お買い上げの⽅に粗品プレゼント︕

中華料理 栄楽

飲⾷

⽩河市⾼⼭64-5

0248-21-0307

⼿作り杏仁⾖腐サービス︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
東舘温泉 ユーパル⽮祭
ずっときれい
泉崎カントリーヴィレッジ泉崎さつき温泉
五峰荘
双葉寿司
トータルケアクラブノンノン

2022/11/22
住

カテゴリ
くつろぎ,憩い,
温泉
美容・健康
温泉
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉
飲⾷
美容・健康

所

電

話

特

典

東⽩川郡⽮祭町⼤字東舘字蔵屋敷108-1

0247-46-4300

ご宿泊の際の⼣⾷時に、お⼀⼈様につきワンドリンクサービスさせていただきます。

⽩河市新⽩河1-37 エスペランサS103

0248-21-9826

全コース500円OFF︕

⻄⽩河郡泉崎村⼤字泉崎字笹⽴⼭12

0248-53-4211

⼊浴料から100円引き

福島県⻄⽩河郡 ⻄郷村⼤字真船字⾺⽴1

0248-36-2222

⽴ち寄り⼊浴800円→700円(100円引き)

⽩河市 ⼤⿃居橋前４－１４

0248-22-2265

ソフトドリンクまたは、コーラ、オレンジフロート1杯サービス

⽩河市明⼾193-2

0248-27-3611

ポイントカードのスタンプを2倍に︕
お会計時に50円引き

⽥楽⾷堂

飲⾷

⽩河市⽥町９２

0248-23-2007

中華 ⼀⿓

飲⾷

東⽩川郡棚倉町⼤字棚倉字中居野188-1

0247-33-3917

お会計から100円引き

みやま荘

温泉

福島県⻄⽩河郡⻄郷村真船⾺⽴１

0248-36-2001

⽇帰り⼊浴 ⼤⼈200円引き。⼦供100円引き。

ルネサンス棚倉

温泉

東⽩川郡棚倉町関⼝字⼀本松43-1

0247-33-4111

⽇帰り温泉

柴⽥屋せんべい店

飲⾷

⻄⽩河郡⽮吹町中町355

0248-42-2658

お買い上げのお客様に【お煎餅試⾷サービス】!!

⽩河市南湖59

0248-23-2100

⽩河フラワーワールド

レジャー

ただし店内のサービスメニューとクーポンとの併⽤不可

⼦ども50円引き、⼤⼈100円引き

⼊園料20％OFF（ゴールデンウィーク・シルバーウィークを除く）

割烹温泉 観⾳湯

くつろぎ,温泉

⻄⽩河郡⽮吹町南町182-7

0248-42-2418

⽇帰り⼊浴 700円→600円︕

太⿎のぼお

くつろぎ,飲⾷

⽩河市旭町2丁⽬58-5

0248-24-5013

⾃家製アイスをお1つプレゼントいたします。

⻄⽩河郡⻄郷村真船字寺平1

0248-36-2301

⽇帰り⼊浴

ベジ・ファース

元湯甲⼦温泉 旅館 ⼤⿊屋

ト協⼒店,レ
ジャー,宿泊,温

⼤⼈700円→600円︕

泉

リオン・ドール塙店

買物

東⽩川郡塙町⼤字塙字⼤町3-7-1

0247-43-1171

リオン・ドール⽮祭店

買物

東⽩川郡⽮祭町⼤字東舘字⽜⼩路12-2

0247-46-4130

⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩⽥倉字⾦⼦⽯16

0248-25-3535

東⽩川郡棚倉町⼤字流字餅⽥3-1

0247-33-7101

株式会社 林養⿂場FS Cafe

リオン・ドール棚倉店

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

買物

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。
ホットコーヒー1杯無料
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。

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特

典

毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、

リオン・ドール⽮吹店

買物

⻄⽩河郡⽮吹町⼋幡町815

0248-44-3921

松⽉堂

買物

⻄⽩河郡⽮吹町中町174

0248-42-4957

Happy Berry

買物

⻄⽩河郡⽮吹町弥栄63-2

0248-44-5538

東⽩川郡塙町⼤字湯岐字⽴⽯21番地

0247-43-3000

⽩河市新⾼⼭36-1

0248-31-1516

唐揚げ1⽫プレゼントいたします︕

⽩河市愛宕町39

0248-23-2351

500円お買い上げで、オカラドーナツ2個サービス︕

⽩河市⾦勝寺27-1

0248-27-8377

当店のポイントカード

⽩河市⼤信増⾒字北⽥82

0248-46-2350

⽩河⾼原清流豚(豚⾁)5％引き︕

⽩河市新⽩河⼀丁⽬157番地

0248-27-1944

お⾷事された⽅に限り、はちみつ⼊りヨーグルトプレゼント︕

⽩河市⽼久保88-6

0248-22-5321

新商品1ヶサービス︕

湯遊ランドはなわ
ちゃあしゅう屋 新⽩河店
あづま⾖富店
ほぐしま専科 ⽩河店
有限会社 ⾁の秋元本店
Coffee House らたん
御菓⼦司 えんどう

ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉
飲⾷
おみやげ,飲⾷
美容・健康
買物
くつろぎ,飲⾷
買物

ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
1,000円以上お買い上げで5％引き
ソフトクリーム100円引き︕
378円→270円(税込)
1、宿泊料⾦10％割引︕
2、⽇帰り⼊浴のお客様、⼊浴料⼤⼈300円割引︕（⼤⼈料⾦のみ）

ポイント2倍にいたします︕︕

