ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新
NEW

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特

典

アメリカンカフェ＆グリル クラウドナイン

飲⾷

南相⾺市原町区栄町2-69

0244-22-3438

次回ご来店時にお会計より500円値引きできるチケットを進呈致します︕

麺屋 楽笑

飲⾷

相⾺市⾺場野字福迫184-1

0244-36-5578

ギョーザ1⽫サービス(5コ⼊り）

その他,教養,暮

ひろのパソコン教室

らし

双葉郡広野町下北迫折返35-4 アイアイ会館1F

ナイトキッチンBOVEN

飲⾷

南相⾺市原町区栄町2丁⽬7

村さ来 原町店

飲⾷

こだわりとんかつ 末広亭

飲⾷

ライフフィットスポーツ

ヨークタウン原町店

新地町海釣り公園
Yショップ みがく店

天神岬温泉 しおかぜ荘

道の駅 ならは（2F温泉施設）

居酒屋こんどこそ

スポーツ,美容・
健康,運動
観光,遊び
その他,憩い,買
物

くつろぎ,温泉

おみやげ,くつろ
ぎ,温泉

くつろぎ,飲⾷

マルフヂビル2F

050-5319-1980

通学受講料、1時間100円引き
※パソチケとの併⽤はできません。

0244-23-3095

お会計から5％OFF︕︕

南相⾺市原町区栄町2-24

0244-24-1331

1会計に（次回使⽤できる）500円⾦券を1枚プレゼント︕

南相⾺市原町区⾦沢字堤下396-10

0244-22-8759

お⾷事から5％引き

南相⾺市原町区旭町3-58-1 ヨークタウン原町

0244-26-7952

商品販売10％Off

新地町今泉新港8番地

0244-62-5559

⽸コーヒー1本プレゼント︕

相⾺郡新地町⾕地⼩屋新地116-2

0244-62-2017

500円以上お買い上げの⽅にお菓⼦プレゼント︕

双葉郡楢葉町⼤字北⽥字上ノ原27番地の29

0240-25-5726

双葉郡楢葉町⼤字⼭⽥岡字⼤堤⼊22-1

0240-26-1126

双葉郡浪江町⼤字権現堂字新町8-3

0240-34-4288

[受付の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆温泉⼊浴料 ⼤⼈700円→500円︕
[受付の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆2F温泉⼊浴料 ⼤⼈700円→500円︕
[ご注⽂の際、健⺠カードご提⽰の⽅]
◆ビールまたはソフトドリンク1杯サービス︕
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︕◆

コナカ原町店

おしゃれ,買物

南相⾺市原町区桜井町2-24-1

0244-25-2157

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

コナカ相⾺店

おしゃれ,買物

相⾺市塚ノ町2-7-12

0244-36-4429

※他の割引券との併⽤不可
※その他特約店割引との併⽤不可
※お直し代、ネーム⼊れは割引対象外

川内村室内型村⺠プール もりたろうプール

酒の肴と中華そば 井⼾端よしお

スポーツ,美容・
健康,運動

暮らし,飲⾷

双葉郡川内村⼤字下川内字宮渡18-1

0240-23-5861

相⾺市⾺場野字岩⽳前202

0244-26-8179

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆スタンプカードポイント2倍︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆お会計時100円引き︕
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[健⺠カードご提⽰の⽅]
なみえ⾁⾷堂

くつろぎ,飲⾷

双葉郡浪江町⼤字権現堂字新町45番地4

0240-23-7329

◆ソフトドリンク1杯サービス︕
※ご注⽂の際にお申し出ください

新妻荘

宿泊

双葉郡浪江町川添佐野39-3

0240-34-1650

⾷事処 いふ

飲⾷

双葉郡浪江町川添佐野39-3

0240-34-1650

ベジ・ファース

⼩松屋旅館

ト協⼒店,宿泊, 双葉郡川内村上川内町分211

0240-38-2033

教養

蕎⻨酒房 天⼭

飲⾷

双葉郡川内村上川内町分211

0240-38-2033

ゑびす庵

飲⾷

相⾺郡飯舘村飯樋町374-1

0244-43-2018

[ご宿泊の⽅]
◆ソフトドリンク1杯サービス︕
[お⾷事の⽅]
◆ソフトドリンク1杯サービス︕
[ご宿泊の⽅]
◆ソフトドリンク1本サービスいたします︕◆
[お⾷事の⽅]
◆ソフトドリンク1本サービスいたします︕◆
◆メニュー通常価格より50円引きいたします︕◆
◆または、⼤盛無料にいたします︕◆
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︕︕◆

イオンスーパーセンター南相⾺店

買物,飲⾷

南相⾺市原町区⼤⽊⼾字⾦場77

0244-25-1600

※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

ベジ・ファース

道の駅 「南相⾺」

ト協⼒店,レ
ジャー,買物,飲

南相⾺市原町区⾼⾒丁2丁⽬30-1

0244-26-5100

相⾺市⽇下⽯字⾦⾕74-1

0244-37-3938

★道の駅「南相⾺」の「お⾷事処さくら亭」ご利⽤の⽅★
ソフトドリンク1杯サービス︕

⾷

道の駅そうま
こころぷらすワタナベ整体

レジャー,買物,
飲⾷
美容・健康

相⾺郡新地町駒ケ嶺東⾬溜25-5

090-9639-0858

ソフトクリーム各種50円引きいたします︕
初回60分施術が500円OFF︕

居酒屋 元気百倍

飲⾷

双葉郡広野町⼤字上浅⾒川字坊⽥85

0240-27-4189

メニュー内の冷奴1つサービス︕

⼿打ち中華 ⽩⼟家

飲⾷

双葉郡広野町⼤字上北迫字岩沢29-84

0240-27-1600

煮⽟⼦1つサービス︕

ふたば⾷堂

飲⾷

双葉郡広野町⼤字上浅⾒川字切通9-4

0240-27-3233

ソフトドリンク 1杯サービス︕

ラーメン ひろば

飲⾷

双葉郡広野町⼤字下北迫字苗代替57-13

0240-27-1881

ギョーザ1⽫無料︕

0240-27-1524

ソフトドリンク1杯サービス︕

くっちぃーな

ベジ・ファース 双葉郡広野町⼤字下北迫字苗代替24-1 イオン広野店フード
ト協⼒店,飲⾷

コート内

ふくしま健⺠カード事業
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新

2022/11/22

店舗名
かっぱ寿司 新相⾺店
かわうちの湯 （株式会社

あぶくま川内）

そうま温泉 天宝の湯

住

カテゴリ

所

電

話

飲⾷

相⾺市⾺場野字⾬⽥129-1

0244-35-6221

温泉

双葉郡川内村上川内⼩⼭平501-1

0240-39-0103

温泉

相⾺市⼩泉字⾼池270

0244-32-0261

特

典

1グループお会計時5％割引︕
2019/3/31まで ⼊浴料200円割引︕
2019/4/1より 当⽇券に限り ⼊浴料100円割引︕
[健⺠カードご提⽰で]
⼊場料より50円引き︕
[レストランご利⽤の⽅]

ベジ・ファース

ホテル双葉邸

ト協⼒店,宿泊

ワンドリンクサービス︕
双葉郡広野町⼤字下北迫字⼆ツ沼45番地32

0240-23-6810

[ご宿泊の⽅]
宿泊代より10％OFF︕
※現⾦払いのみ

お⾷事処 ⾷彩庵

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
ベジ・ファース

和⾵ みさか

ト協⼒店,飲⾷

味菜ひろば よりみち

0244-22-2204

双葉郡広野町⼤字折⽊字正⽊内224-1

0240-27-4571

コーヒー1杯サービス︕

0244-62-5588

1,000円以上お買い上げの⽅に野菜1品プレゼント︕

0244-23-3643

お⾷事されたお客様へドリンク1杯サービス︕

ベジ・ファース 相⾺郡新地町⾕地⼩屋樋掛⽥4-1
ト協⼒店,買物

お⾷事の⽅へジュース1杯サービス︕

南相⾺市原町区本町2丁⽬52番地

JAふくしま未来新地総合

⽀店敷地内

ご注⽂時にお申し出ください

くつろぎ,ベジ・

珈琲亭 いこい

ファースト協⼒ 南相⾺市原町区旭町1-18
店,飲⾷

リラムーン

南相⾺店

美容・健康

南相⾺市原町区錦町1-119-1

080-4853-3331

遠⾚外線ドーム1回無料体験︕

くつろぎ,ベジ・

そば処 いその庵

ファースト協⼒ 相⾺市尾浜字⾼塚212-1

0244-38-6766

お⾷事をされた⽅に、⽢味デザート 『蕎⻨の実あん』 をサービス︕

0244-26-0026

⼤⼈当⽇⼊泉料 850円から120円引きいたします︕

0240-25-3113

ソフトドリンク1杯サービス︕

相⾺郡新地町⾕地⼩屋字北狼沢11-75

0244-62-2721

ポイントカード通常300円マイに1ポイントのところ2ポイント進呈いたします。

相⾺郡新地町駒ヶ嶺新町103-1

0244-62-5311

おまけあり︕

店,飲⾷
ベジ・ファース

新⽥川温泉 はらまちユッサ

ト協⼒店,レ

南相⾺市原町区深野荒⼾沢15

ジャー,温泉
スポーツ,ベジ・

天神岬サイクリングターミナル レストラン岬

ファースト協⼒ 双葉郡楢葉町⼤字北⽥字上ノ原27の29
店,観光,飲⾷

ボヌールやすひろ66
ごはん処 はる

お⼟産,お菓⼦,
買物
飲⾷

