
総合資格学院 静岡校
●下記講座の受講料￥30,000( 税別 ) 割引 
　・１級建築士・２級建築士・宅建・１級建築施工・2級建築施工・１級土木施工
　・２級土木施工・インテリアコーディネーター
　※講座により￥20,000( 税別 )、￥10,000( 税別 ) 割引も有り。お問合せください。

●国内旅行各種パッケージツアー旅行代金 3％割引（一部除外）　　　　　
●海外旅行各種パッケージツアー旅行代金 3％割引（一部除外）
 

●国内旅行エースＪＴＢ旅行代金 3％割引（添乗員付商品に限る）
●海外旅行ルックＪＴＢ旅行代金 3％割引

●入館料 20％OFF

●フリーパス割引 　※料金変更の場合があります
　　　　　　　　　大人￥5,700→￥5,100
　　　　　　　　　中人￥5,200→￥4,600
　　　　　　　　　小人￥4,300→￥3,900
　
   
●ワンデークーポン割引　※料金変更の場合があります
　大人￥3,500→￥2,800　小人・シニア￥2,600→￥2,200

●日帰り入館（入浴）料
　大人 平日 ￥700→￥600　土日祝 ￥900→￥800
　小人（小学生） 全日 ￥400→￥300

静岡市葵区伝馬町 9-1 河村ビル 5F
TEL:054-275-3311
http://www.shikaku.co.jp/

優待内容

静鉄観光サービス

ＪＴＢ中部静岡支店

静岡市葵区追手町 2-12（静岡安藤ハザマビル）
TEL:054-251-6415

http://www.shizutetsukanko.com/

静岡市葵区御幸町 5-9 静岡フコク生命ビル
TEL:054-253-4131

http://www.jtb.co.jp/

●練習ボール 50個￥600→￥500

●練習ボール 50個￥600→￥500

●練習ボール 50個￥600→￥500

●キャディ付プレー代　平日￥16,660→￥12,960
　　　　　　　　　　土日祝￥20,980→￥17,950
（グリーンフィ、キャディフィ（3・4B）、カートフィ、利用税、静岡県ゴルフ振興基金、消費税を含む）

※セルフプレーは上記金額より￥2,700引となります。
※土日祝の 2Bプレーはプラス￥2,160 となります。

●レンタルコート 1面 1時間　平日￥3,240→￥1,620
　　　　　　　　　　　　　土日祝￥4,320→￥2,160
●スクール入会金￥3,240→OFF

●乗馬スクール【45分コース】
　　　　　　　￥5,000→￥3,500（税別）

●一般ゲーム料金￥600→￥500　
※優待券 1枚につき 5名まで。何ゲームでも適用

流通ジャンボゴルフ

中田ゴルフガーデン

高部ゴルフセンター

藤枝ゴルフクラブ

静岡ウィンビレッジテニス倶楽部

HAS浜松乗馬クラブ

トマトボウル

静岡市葵区薬師 20-14
TEL:054-263-5878

http://www.shizuokagolf.com/

静岡市駿河区中田本町 33-28
TEL:054-285-2881

http://www.shizuokagolf.com/

静岡市清水区大内 433-2
TEL:054-346-0160

http://www.shizuokagolf.com/

藤枝市内瀬戸 1193
TEL:054-641-0055

http://www.fujieda-gc.co.jp/

静岡市駿河区大谷 885
TEL:054-237-2022

http://www.winvillage-tennisclub.com/

浜松市北区三方原町 2691
TEL:053-436-7979

http://www.uma-crane.com/map-hamamatsu-course/

静岡市駿河区下川原 5-36-17
TEL:054-257-5656

http://www.tomato-bowl.com/

●県内店舗のレンタル料金 15%OFF　※一部対象外

●県内営業所のレンタル料金 15%OFF　※一部対象外

●県内営業所のレンタル料金 15%OFF
  ※一部対象外

●レンタル料金 20%OFF　※マイクロバスのみ 10%OFF
●軽乗用車用 3日分チケット ￥11,340
●1300cc までの乗用車 3日分チケット ￥12,960

●レンタカーのみ貸渡料金 20%OFF

〈24h料金・車種一例〉
●ハイエース 18,900 円 → 11,000円
●マークX 8,860 円 → 7,600円
●プリウス 7,020 円 → 6,000円
●ヴォクシー 8,860 円 → 6,500円

●全クラス 基本料金より 20％OFF
   ※キャンペーンプランおよび他サービス券等は併用できません。
   ※詳しくはＪネットレンタカー静岡店までお問合わせ下さい。

トヨタレンタリース静岡

日産レンタカー静岡

ニッポンレンタカー東海

丸尚レンタリース

イハラレンタリース

レンタカー丸大石油 清水駅前店

J-net　レンタリース株式会社
Jネットレンタカー静岡店
Jネットレンタカー静岡駅新幹線口店

静岡市駿河区南町 11-6
TEL:054-286-0100

http://www.toyota-renta.co.jp/

静岡市駿河区南町 11-1
TEL:054-285-8123

http://www.nissan-r-siz.com/

静岡市駿河区馬渕 3-3-3
TEL:0120-81-0919（054-287-0919）

http://www.nipponrentacar.co.jp/tokai/

静岡市清水区大坪 1-4-15
TEL:054-347-0039
http://marusho-rl.com/

静岡市清水区八坂東 2-15-25
TEL: 054-364-7025

静岡市清水区宮代町 3-1
TEL:054-361-7227

http://www.marudaioil.co.jp/

静岡市駿河区国吉田 1-17-14 
TEL:054-267-6623

http://www.j-netrentacar.co.jp/

フェルケール博物館 静岡市清水区港町２丁目８－１１ 
TEL:054-352-8060

http://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/

富士急ハイランド

ぐりんぱ

大江戸温泉物語グループ㈱ 天下泰平の湯 すんぷ夢ひろば

富士吉田市新西原 5-6-1
Tel: 0555-23-2111

http://www.fujiq.jp/

裾野市須山字藤原 2427
TEL:055-998-1111
http://www.grinpa.com/

静岡市駿河区古宿 294
TEL:054-237-4126
http://www.oom.jp

資格・学習

レンタカー

スポーツ

レジャー施設

グルメ

美術館

旅行代理店 ●利用料金￥1,500(税別) 以上のご飲食でアイスクリーム1人前サービス
●法事で利用の場合全員にアイスクリームサービス ( 要予約 )
※他券とは併用はできません。

●ドリンク 10％OFF 
※他券との併用はできません。

●ご飲食代金の総額  ５％OFF　
※ホテル内レストラン７店舗すべて対象です。但し、お正月・クリスマス期間中と
　梨杏のオーダーバイキングは除きます。

入船鮨

プロント静岡駅北口店

ホテルアソシア静岡

両替町店・南店 TEL:054-252-9178（予約センター）
葵タワー店 TEL:054-251-9178

登呂店 TEL:054-284-5151    
http://irifunesushi.net/

静岡市葵区御幸町 11-6
TEL:054-252-2101

http://www.hotel-prezio.co.jp/ekikita/pronto.html

静岡市葵区黒金町 56
TEL:054-254-4141

http://www.associa.com/sth/

英会話イーオン静岡校

株式会社 社員教育研究所 管理者養成学校

●授業料　5％OFF　　　　　
※特典の適用には条件があります。また、他の特典との併用ができない　
　場合がございます

●お一人様  研修費の 3％引
　※静岡県内開催の研修に限る

静岡市葵区呉服町 2-8-12
ランドマーク呉服町 6F
TEL:054-255-2608

東京都新宿区西新宿7-8-10
オークラヤビル 7F
TEL:03-3227-3000

http://www.shain-kyouiku.jp

両替町店・南店
登呂店・葵タワー店



宿泊施設H

●宿泊料金 10％OFF

●シングル （１名利用）通常料金 12,763 円 →   8,800円
●ツイン （２名利用）通常料金 23,563 円 → 14,800円
※いずれも室料のみの料金です。

●宿泊料金 10％OFF

●宿泊料金 10％OFF

●通常宿泊料金 10％OFF

●宿泊料金 10％OFF

●日帰りプラン料金 10％OFF

●【静岡駅北】
　シングルルーム￥9,300→￥7,800
●【静岡駅南】
　シングルルーム￥9,800→￥8,800

●シングル一泊朝食付 ￥5,500

●ウェルカムドリンク １杯サービス

●スポーツ施設料金 10％OFF
　※優待券 1枚につき 4名まで 
　※テニスコート、ラケットボール、パターゴルフ、卓球に
　　ご利用いただけます
 

●シングル （1名利用） 通常料金　8,316 円→ 7,068円
●ツイン　 （２名利用） 通常料金 15,444 円→ 13,127円
　※いずれも室料のみの料金です

中島屋グランドホテル

ホテルアソシア静岡

ホテルエックシズオカ

ホテルセンチュリー静岡

油山苑

富士見旅館 寸又峡温泉 朝日山荘

三保園ホテル

静鉄ホテルプレジオ

静岡第一ホテル

堂ヶ島アクーユ三四郎

静波リゾートホテル・スウィングビーチ

清水グランドホテル

静岡市葵区紺屋町 3-10
TEL:054-253-1151
http://www.sn-hotels.com/

静岡市葵区黒金町 56
TEL:054-254-4141

http://www.associa.com/sth/

静岡市葵区昭和町 4-5
TEL:054-251-1741
http://www.hotelecc.co.jp/

静岡市駿河区南町 18-1
TEL:054-284-0111

http://www.centuryshizuoka.co.jp/

静岡市葵区油山 2215-2
TEL:054-294-0157
http://yuyamaen.com/

榛原郡川根本町千頭 367
TEL:0547-59-2306
http://asahisansou.com/

静岡市清水区三保 2108
TEL:054-334-0111
http://www.mihoen.jp/

静岡市葵区御幸町 11-6  
TEL 054-252-2040

http://www.hotel-prezio.co.jp/

静岡市駿河区南町 13-21  
TEL 054-202-5000

http://www.hotel-prezio.co.jp/

静岡市駿河区泉町 1-21
TEL:054-281-2131

http://www.shizuoka-daiichi.co.jp/

賀茂郡西伊豆町仁科 2145
TEL:0558-52-0346

http://www.ac-sanshiro.com/

牧之原市静波 2228-43
TEL:0548-22-1717

静岡市清水区相生町８－８
TEL:054-352-1221

https://www.shimizugrandhotel.com/

ローマ写真スタジオ

メガネのヒキノ

さいとうクリーニング

ベイプレスセンター

するが仏壇製作所

㈱すんぷ石材

ギター教室やまもと

結婚情報センター ノッツェ

ネイルサロン  sol-noir （ソルノワ）

株式会社　松永畳店

結婚相手紹介サロン　マリ エンジェル

スポーツショップアラジン

聖隷健康サポートセンター

結婚相談所 株式会社 サロン すずらん

ファシル 株式会社

タナカ石材(株 )
墓石ギャラリー菩提樹

訪問フットケア・足のお手入れサロン  Kanon

●撮影料金 10％OFF　
　※パック商品・割引キャンペーンにはご利用頂けません。

●メガネ 20％OFF　
※一部除外商品があります。 
※他の割引券との併用不可

●店頭価格より 20％OFF
   

●ベイプレス本紙広告料定価の 50％OFF　 
　※新規のお申込みに限ります。　 

●膳引きの交換　通常価格の 50％OFF
　 （見積り無料　粗品プレゼント）
　 ※まずは電話でお問合わせください

●墓石 20％OFF　●墓石クリーニング￥20,000割引　
●店内商品 10％OFF
　※お墓のご相談された方に天然石小物プレゼント ! !
　さらに、ご成約されますとディズニー石絵タイルをプレゼントいたします

●マンツーマン体験レッスン 無料
●初回レッスン料 無料
●初回ギターメンテナンス（診断） 無料

●プチお見合い 1回 無料

●新規の方　　　10％引き
●ハンドケア用品 5％引き

●当社の工事メニュー表による 全商品 10％引　
　※詳しくはＨＰをご参照下さい

●入会金３万円 無料

●スポーツ用品定価より 10％OFF
　※セール品は除きます

●１日人間ドック料金
 ￥41,000（税別）→￥39,000（税別）
　※事業所・健康保険組合等の団体でご契約がある場合は割引の対象外です。

●入会金　￥10,800　無料

弊社ホームページ及び防災グッズカタログの掲載商品 20％引
　 ※セール品は除きます
　 ※一部除外商品があります

●墓石 15％OFF（弊社標準価格より）
●石塔耐震補強工事　20%OFF　（弊社標準価格より）
　 ※墓石建立についてはメモリアルローン（最長 10年）がご利用いただけます
　 ※特別催事その他でご案内している値引との併用はできません
　 ※現在お見積り中、及びすでにご契約された商品へのご利用はできません

●スペシャルケア（角質・爪のお手入れ）￥7,700→￥6,500( 税別 )

静岡市葵区梅屋町 2-1（昭和通り）
TEL:054-252-6455

http://www.roma-studio.com/

静岡市清水区銀座 10-13
TEL:054-366-3608

静岡市清水区川原町 20-9
TEL:054-352-1517

静岡市清水区青葉町 3-13
TEL:054-351-0511

http://www.baypress.net/web/

静岡市駿河区西脇 146-2
TEL:090-8541-0057

（担当 : 小河）

静岡市駿河区広野 3-17-20
TEL:0120-140-783

静岡市葵区伝馬町 8-11-4F
TEL:054-204-0880

http://shizuokaguitar.com/

静岡市葵区紺屋町 17-1 
葵タワー 15F

TEL:054-653-5350
http://nozze.com/

静岡市清水区谷田 9-31-101
TEL:054-376-6396

http:// satos98.wix.com/sol-noir

静岡市葵区両替町 1-6-8　 第１松永ビル
TEL:054-266-2024

http://www.tokai.or.jp/tatamiyachoubei

静岡市葵区井宮町 210
TEL:054-653-0535

http://www.mariangel.jp/

【清水店】静岡市清水区浜田町 10-29
TEL:054-353-1323

【静岡店】静岡市葵区昭府 1-8-54　　
TEL:054-293-9333

http://www.alajin.jp /

静岡市駿河区曲金 6-8-5-2
TEL:0120-283-170

http://www.seirei.or.jp/hoken/support-center/

静岡市葵区大岩本町 26-3ｻﾝｼｬｲﾝﾋ゙ ﾙ3 階
TEL:054-340-3067

http://www.salon-suzuran.com/

静岡市駿河区下川原 6-26-22
TEL:054-258-0214
http://www.facil.jp/

静岡市駿河区石田 3-18-11
TEL:0120-411-494

http://www.tanaka-gp.co.jp/sekizai01info.php

清水区草薙ー里山 4-2
TEL:054-347-2525

http://fuss.jp/

優待内容

暮らし

Shizuoka
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