
店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

あいら伊豆農業協同組合　熱海支店 熱海市小嵐町1-23 0557-82-3188 http://ja-airaizu.jp/ その他 

(1)定期積金「すくすく」をお申込みのお客様に
①＋0.05%の金利上乗せ ②粗品進呈　(2)定
期積金「すくすくプラス」をお申込みのお客様
に ①＋0.10%の金利上乗せ ②粗品進呈

身近で便利な金融機関JAバンクは「子育
て支援定期積金すくすく」を通じて、頑張
るあなたの子育てを応援しています。

全 熱海市

あいら伊豆農業協同組合　下多賀支店 熱海市下多賀894-1 0557-68-3111 http://ja-airaizu.jp/ その他 

(1)定期積金「すくすく」をお申込みのお客様に
①＋0.05%の金利上乗せ ②粗品進呈　(2)定
期積金「すくすくプラス」をお申込みのお客様
に ①＋0.10%の金利上乗せ ②粗品進呈

身近で便利な金融機関JAバンクは「子育
て支援定期積金すくすく」を通じて、頑張
るあなたの子育てを応援しています。

全 熱海市

アスビーファム熱海店
熱海市中央町19－39
マックスバリュ熱海店内３
Ｆ

0557-86-5511 http://www.g-foot.co.jp/ 買物 
毎月第１土日はカードご提示で全品さら
に５％OFF　※他の割引との併用もでき
ます。

アスビーファムはポピュラープライスの
ファッション＆コモディティアイテムを３世
代のファミリーに提案するシューズストア
です。

県 熱海市

熱海「まぐろや」 熱海市田原本町9番1号 0557-83-1880 飲食 
中学生以下のお子様にドリンク１杯無料
サービス

全 熱海市

あらき布団店 熱海市清水町20番4号 0557-83-1111 買物 ５％割引（特価品は除きます） 全 熱海市

淡島寿司 熱海市渚町3番3号 0557-81-4323 飲食 つけものずしサービス 全 熱海市

伊豆山そば処　木むら 熱海市伊豆山579番地 0557-80-2314 飲食 
ドリンク（ヤクルト）１本サービス又はそば
カリン糖１袋進呈

全 熱海市

伊藤ハチミツ店 熱海市銀座町4番6号 0557-83-0038 買物 商品１割引き 全 熱海市

井上紙店 熱海市清水町12番13号 0557-81-2439 買物 アペシール2倍 全 熱海市

魚ごころ　季魚喜人　本店
熱海市清水町1番5号NS
ビル3F

0557-82-7070 飲食 
アイスクリームをお子様の人数分サービ
ス

全 熱海市

魚民　熱海駅前店
熱海市春日町2-5松坂ビ
ル 1階2階

0557-81-0288 0557-81-0305 飲食

お会計10％OFF（上限3,000円引き）その他割引
券・クーポン券・当社お食事券・各種サービスとの
併用はできません。但し、「ジェフグルメカード」
「ホットペッパーお食事券」は併用可能です。朝食・
ランチメニュー実施時は利用できません。

全 熱海市

海辺の湯の宿　平鶴 熱海市下多賀493番地 0557-67-2221 http://www.hiraturu.com/ 宿泊 
日帰り入浴　大人８４０円（中学生以上）、
小学生４２０円、小学生未満無料

全 熱海市



店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

M&M 熱海市渚町3-1 0557-85-5586 0557-85-5586 飲食 オール商品50円引き
正月三が日休業。営業時間AM10:30～
PM8:30。手づくりケーキ、サイフォンによ
り抽出するコーヒー。

全 熱海市

ＭＯＡオレンジハウス熱海店
熱海市田原本町9番1号
第一ビル１F

0557-84-2678 買物 
お子様同伴で合計金額3,000円以上お買
い上げのお客さまに限り3％ＯＦＦのサー
ビスをさせて頂きます。

全 熱海市

ＭＯＡオレンジハウス桃山 熱海市桃山町27番1号 0557-84-2650 買物 ３，０００円以上のお買い上げ５％引き 全 熱海市

株式会社　近江屋商店 熱海市中央町1-7 0557-82-5252 買物 1000円以上お買い上げで５％サービス
当店オリジナル、熱海・宮のしずく。定休
日：毎週日曜日と月末の水曜日、営業時
間：AM8:00～PM8:00

全 熱海市

大木生花店 熱海市清水町12番10号 0557-82-6105 買物 アペカードポイント３倍進呈 全 熱海市

お魚のすり身の店　山田屋 熱海市咲見町10番1号 0120-82-3170 買物 お子様のみソフトクリーム１０％引き 全 熱海市

菓子の木 熱海市福道町７番１７号 0557-83-7281 0557-28-3567 買物 全商品５％引き 全 熱海市

ガスト　網代店 熱海市下多賀字風越556 0557-87-1001 http://www.skylark.co.jp/ 飲食 

お食事注文のお客様に限り、ドリンクバーの無料
提供（ご家族６名様まで。）。全店舗第3日曜日の
み実施いたします。　※県内全店共通サービス
※オーナー様割引券・家族優待券との併用は出
来ません。

「おいしい笑顔はガストから」　おいしい食事を安心
してお楽しみいただけるよう、安心でおいしい料理
をたくさんご用意してお待ちしております。　※営業
時間等変更している場合がありますので、最新の
情報はホームページにてご確認ください。

全 熱海市

カフェ季の環 熱海市西山町42-11 0557-82-8511 飲食 
小学生以下のお子様にジュース１杯サー
ビス

全 熱海市

カフェ　プランタン 熱海市田原本町6番5号 0557-81-3721 飲食 ランチメニューにミニデザートをサービス 全 熱海市

喫茶　ぐりむ 熱海市咲見町7番27号 0557-81-2695 飲食 全商品５％引き 全 熱海市

くり原 熱海市咲見町4番34号 0557-81-4075 買物 ご来店のお客様　全商品１０％引き 全 熱海市



店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

幸助丸ひもの店 熱海市網代34番地 0557-68-0306 買物 
3,000円以上お買い上げにつきお菓子プ
レゼント

全 熱海市

厚生年金ハートピア熱海
熱海市伊豆山717番地の
18

0557-80-4050 http://www.kjp.or.jp/hp_99/ 宿泊 
ご宿泊をされる小学生以下のお客様にド
リンク１杯サービス

全 熱海市

紅葉堂 熱海市田原本町4番6号 0557-81-4226 買物 温泉饅頭一割引 全 熱海市

珈琲専科 讃 熱海市田原本町4-19 0557-81-2753 http://atami-sun.com/ 飲食 トイレ使用のみでもＯＫ
駐車場2台、営業時間8:30～22:00（日曜
日のみ18:00まで）

全 熱海市

コーヒーハウス　茶々 熱海市清水町11-11 0557-85-8090 飲食 
小学生以下のお子様にアイスクリーム無
料サービス

全 熱海市

こどもふく　カメヤ 熱海市中央町17番9号 0557-83-2032 0557-83-2032 買物 
アペカードポイント２倍進呈又は５％引き
（SALE品は除きます）

全 熱海市

魚屋　山洋水産 熱海市銀座町8番11号 0557-81-1135 買物 平日に限り全商品５％引き 全 熱海市

茶房 藍花 熱海市田原本町7-6 0557-83-5566 0557-83-5566 http://www.aibana.com/ 飲食 
飲食された方全員に、当店オリジナルの
ドリップバッグコーヒーをプレゼント

高い天井と木を基調とした落ち着いた雰
囲気の「和」のカフェです。香り立つ自家
焙煎珈琲や、和洋折衷の甘味類をゆっく
りとお楽しみいただけます。

全 熱海市

手芸の店　まるやま 熱海市清水町12番14号 0557-81-0952 買物 
アペカードポイント２倍進呈又は当店ポイ
ント２倍進呈

全 熱海市

スギモト薬局 熱海市銀座町10番18号 0557-81-2231 買物 毎月第一金曜日全商品１５％引き 全 熱海市

杉山園茶店 熱海市咲見町7番27号 0557-81-2695 買物 全商品５％引き 全 熱海市

杉山名産店 熱海市田原本町4番4号 0557-81-5027 0557-81-5065 買物 一部商品を除く全商品１０％引き 全 熱海市

http://www.kjp.or.jp/hp_99/


店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

鈴一甘栗店 熱海市銀座町7番13号 0557-81-3231 買物 
全商品１０％引き（商品売切れ次第閉店
します。）

全 熱海市

スズキ写真館　スタジオしゃらく　本店 熱海市清水町9-10 0557-82-1940 http://www.syalaku.com/ その他 

「マタニティーメッセージフォト」撮影＋キャビネ写
真額付き　特別価格3,900円(税込み）　「年4回行
われるベビー・キッズ・ファミリー撮影会」500円
OFF　「誕生日フォト」500円OFF　※他のサービス
券との併用は出来ません。

お子様の誕生おめでとうございます。家族の財産である「思い出」を「写真」
に残すことが私たちの仕事です。お宮参り・七五三・成人記念　衣装・着付
け・ヘアメイク・写真撮影まで全て当スタジオで揃います。ご予約が有れば
曜日・祝祭日を問わず撮影が可能です。お気軽にご予約下さい。キッズ・ス
タジオ・フォトコンテスト・ジャパン入選　　ファミリー・スタジオ・フォトコンテス
ト・ジャパンKIZUNA賞　受賞の当スタジオへ是非、ご来店下さい。

全 熱海市

すずき生花店 熱海市咲見町4番41号 0557-82-3555 買物 ご来店されたお客様全商品１０％引き 全 熱海市

住吉屋本店 熱海市渚町13-2 0557-81-4744 http://torokeru-de.com/ 買物 全商品５％引き
年始休業　営業時間/9:00～19:30（日曜
19:00）　駐車場2台

全 熱海市

スルガ銀行株式会社　熱海支店 熱海市銀座町9番10号 0557-81-8261
https://www.surugabank.co.jp
/

その他

18歳未満の子どもを同伴した保護者又
は妊娠中の方が、取引のため来店し、優
待カードを提示いただくと粗品をプレゼン
トします。

県 熱海市

スルガ銀行株式会社　熱海駅支店熱海市田原本町8番6号 0557-81-9137
https://www.surugabank.co.jp
/

その他

18歳未満の子どもを同伴した保護者又
は妊娠中の方が、取引のため来店し、優
待カードを提示いただくと粗品をプレゼン
トします。

県 熱海市

セイジョー熱海店 熱海市和田町18-20 0557-86-0620 http://www.seijo.co.jp/ 買物 
お会計時クラブカードと優待カード同時に
ご提示頂き、税込1,000円以上購入時20
ポイントプレゼント※1日1回

いつもご利用いただきましてありがとうござい
ます。セイジョーでは、お客様に喜んでいただ
いたり、感動いただけるよう、日々努力してお
ります。是非、店頭へお越しください。

全 熱海市

セブン-イレブン熱海網代店 熱海市咲見町10-3 0557‐84‐0277 http://www.sej.co.jp/ その他
ミルク用にポットのお湯を提供　※ご自由
にお使いください

全 熱海市

セブン-イレブン熱海梅園町店 熱海市梅園町4 0557‐83‐6060 http://www.sej.co.jp/ その他
ミルク用にポットのお湯を提供　※ご自由
にお使いください

全 熱海市

セブン-イレブン熱海銀座町店 熱海市銀座町12-1 0557‐83‐0538 http://www.sej.co.jp/ その他
ミルク用にポットのお湯を提供　※ご自由
にお使いください

全 熱海市

セブン-イレブン熱海小嵐店 熱海市小嵐町1-9 0557‐82‐7006 http://www.sej.co.jp/ その他
ミルク用にポットのお湯を提供　※ご自由
にお使いください

全 熱海市

セブン-イレブン熱海咲見町店 熱海市咲見町10-3 0557‐84‐0277 http://www.sej.co.jp/ その他
ミルク用にポットのお湯を提供　※ご自由
にお使いください

全 熱海市



店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

セブン-イレブン熱海下多賀店 熱海市下多賀773-2 0557‐68‐2551 http://www.sej.co.jp/ その他
ミルク用にポットのお湯を提供　※ご自由
にお使いください

全 熱海市

セブン-イレブン熱海中央町店 熱海市中央町19-18 0557‐82‐3722 http://www.sej.co.jp/ その他
ミルク用にポットのお湯を提供　※ご自由
にお使いください

全 熱海市

善作 熱海市中央町18番10号 0557-85-3260 飲食 
ご来店のお客様みなさんにデザートを
サービス

全 熱海市

創作工房アトリエラウト 熱海市銀座町8番5号 0557-86-4470
http://atelier-
laut.com/index.html

買物 各種体験教室及び店内商品１０％引き

体験教室　ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ\3,675（税込み）
～、ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ\2,100（税込み）～、銀粘
土細工￥3,675（税込み）～　定休日：火
曜日（祝祭日の場合営業）

全 熱海市

そば処　更科 熱海市銀座町4番1号 0557-81-2620 飲食 そばカリン糖サービス 全 熱海市

田中ひもの店 熱海市網代25番地 0557-68-0024 買物 
小学生以下のお子様にせんべい一袋プ
レゼント

全 熱海市

丹那屋名産店 熱海市田原本町5番12号 0557-81-3210 買物 全商品５％引き 全 熱海市

天神酒店 熱海市咲見町4番1号 0557-83-1144
http://www10.ocn.ne.jp/~tenji
n/index.html

買物 全商品５％引き 全 熱海市

東京ゴム 熱海市中央町15番5号 0557-82-4156 買物 アペカードポイント２倍進呈 全 熱海市

常盤木羊羹店 熱海市銀座町9番1号 0557-81-4421
https://tokiwagi-
yohkanten.com/

買物 
1,080円以上お買い上げのお客様におす
すめ和菓子1個サービス

全 熱海市

時計・宝石のフジワラ 熱海市銀座町3番10号 0557-81-1234 買物 商品10％割引（修理品・特価品を除く） 全 熱海市

（株）トヨタレンタリース静岡　熱海駅前店
熱海市春日町2-9　熱海
駅前第２ビル

0120-926-325
http://www.toyota-
renta.co.jp/

その他 
特典１　全車種基本料金１５％割引
特典２　チャイルド・ジュニア・ベビーシー
ト貸出無料

県内27店舗でご利用いただけます。ご来
店心よりお待ちしております。　　　※各
シートをご希望の方は事前に予約をお願
いいたします。

全 熱海市



店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

中島水産市民市場 熱海市清水町20番2号 0557-83-6363 買物 毎週日曜日お買い上げ全商品１０％引き 全 熱海市

なかだの梅ぼし 熱海市咲見町1番14号 0557-81-4047
http://www.umebosi.co.jp/inde
x.html

買物 全商品５％引き 全 熱海市

日産レンタカー静岡株式会社　熱海駅前店 熱海市春日町15-41 0557-82-4123 http://www.nissan-r-siz.com その他 
①チャイルドシート・ジュニアシート無料
貸出　②レンタカーの基本料金全車種
15％割引

静岡県内15店舗でご利用できます。お近
くの店舗でご利用ください。ワゴン車、マ
イクロバスもたくさんご用意しています。

全 熱海市

ニューウェルシティ湯河原 熱海市泉107番地 0465-63-3721 0465-63-6401
http://www.welcity-
yugawara.co.jp/

飲食 
レストラン利用の小学生以下のお子様に
ドリンク１杯サービス

全 熱海市

飲み食い処　山洋水産 熱海市銀座町8番11号 0557-81-1135 飲食 お子様にソフトドリンク１本無料サービス 全 熱海市

ハシモトヤ 熱海市中央町3番6号 0557-81-2167 買物 全商品５％引き 全 熱海市

はままつ応援隊（エネジン株式会社　熱海営業所）
熱海市下多賀字大神屋
敷973-1

0557-68-3511 http://hamamatsu-ouen.com/ その他 

(1)ガス部・ハレテ…機器購入お見積もり提出前に優待カードご提示にて、
機器販売価格の5%を割引　※特価及び展示会価格などは除く 　(2)アクア
クララ事業部…1年点検時に優待カードご提示にて、ボトル1本サービス
(3)リフォーム…リフォーム工事お見積もり提出前に優待カードご提示にて、
10万円以上のリフォーム工事で5%を割引　※特価及び展示会価格などは
除く　(4)各イベント…優待カード提示にて、ご来場頂いた場合ティッシュ１個
プレゼント

子育て世代に対して「地域ぐるみの子育て支援」
「親子のふれあい」など、温かい心の通い合いを目
的としております。「地域社会から必要とされる存
在」を目指し、はままつ応援隊に協賛しておりま
す。

全 熱海市

パンとケーキの店　菊香堂 熱海市昭和町1番12号 0557-81-4079 買物 平日アペカードポイント２倍進呈 全 熱海市

ひものの光生 熱海市田原本町4-5 0557-81-4835
http://atamiekimae.com/menv
/193992

買物 
2000円以上お買い上げの方に粗品プレ
ゼント

定休日は木曜日・営業時間AM8:00～
PM5:00

全 熱海市

瓢成 熱海市銀座町10番15号 0557-81-7511 飲食 
小学生以下のお子様にドリンク１杯サー
ビス

全 熱海市

ファミリーマート熱海駅前店 熱海市田原本町8-6 0557-85-5088 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマート熱海平和通り店 熱海市田原本町3-1 0557-86-4088 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市



店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

ファミリーマート熱海本町商店街店 熱海市銀座町8-1 0557-86-0466 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマート熱海春日町店 熱海市春日町10番1号 0557-86-3961 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマート東海来の宮店 熱海市福道町3-18 0557-81-9231 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマート丸文熱海店 熱海市銀座町5-11 0557-85-1600 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマート中島水産上多賀店
熱海市上多賀字小山田
194-2

0557-67-0021 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマートバーディ南熱海店 熱海市下多賀1413 0557-68-2026 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマートナカスイ熱海下多賀店 熱海市下多賀561-1 0557-87-1798 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ファミリーマート熱海網代店
熱海市下多賀大西ヶ洞9-
13

0557-67-7451 https://www.family.co.jp/ 買物 粉ミルク用のお湯を提供します 全 熱海市

ホテルサンミ倶楽部
熱海市和田浜南町5番8
号

0557-81-8000 http://www.sunmi.co.jp/ 宿泊 夕食時ドリンク１杯サービス 全 熱海市

堀井電気商会 熱海市網代404番地 0557-68-0161 買物 網代シール２倍進呈 全 熱海市

マクドナルド　熱海駅前店 熱海市田原本町8-6 0557-85-5053 http://www.mcdonalds.co.jp/ 飲食 

ハッピーセットチーズバーガーセット特別価格
（ハッピーセットチーズバーガーセットを販売してい
ない場合は、ハッピーセットチキンマックナゲット
セットを同一価格でご提供いたします。）

マクドナルドはこれからも、“あなたの街とともにあ
るマクドナルド”として、子育て支援活動をはじめ、
街の美化活動や防犯など、安全で安心な街づくり
を目指し、地域に貢献する活動を積極的に行って
まいります。

全 熱海市

雅子洋品店（旧上田洋品店） 熱海市田原本町7番3号 0557-81-5045 買物 
毎月１日、１５日に限り５％引き（ただし、
当店サービスとの併用はできません。）

全 熱海市



店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

三島信用金庫　網代駅支店
熱海市下多賀432番地の
1

0557-68-2351
http://www.mishima-
shinkin.co.jp/

その他 

さんしん子育て支援定期積金をお申し込
みの方に粗品を進呈 （子育て支援定期
積金は店頭表示利回り＋０．１％の金利
優遇商品です）

全 熱海市

三島信用金庫　網代出張所 熱海市網代236番地の1 0557-68-2141
http://www.mishima-
shinkin.co.jp/

その他 

さんしん子育て支援定期積金をお申し込
みの方に粗品を進呈 （子育て支援定期
積金は店頭表示利回り＋０．１％の金利
優遇商品です）

全 熱海市

三島信用金庫　熱海支店 熱海市中央町12番27号 0557-82-0265
http://www.mishima-
shinkin.co.jp/

その他 

さんしん子育て支援定期積金をお申し込
みの方に粗品を進呈 （子育て支援定期
積金は店頭表示利回り＋０．１％の金利
優遇商品です）

全 熱海市

眼鏡市場　熱海店
熱海市中央町1-9　中央
ビル１階　101

(0557)83-7820 https://www.meganeichiba.jp/ 買物
眼鏡一式、コンタクトレンズ　５％割引　た
だしクリーナー等の備品及び補聴器は対
象外

中学3年生までのお子様対象の「こどもメ
ガネ」は充実した3つの安心特典！見え
方・品質・破損を保証！お子様の成長を
ともにサポートします。

全 熱海市

メガネのウインク　熱海店
熱海市中央町19-39　マッ
クスバリュ熱海2階

0557-86-2072 http://www.wink-eyewear.jp/ 買物

基本割引　5％OFF（修理品・特価品を除
く）割引重複時は、それプラス5％OFF
鼻パット交換（シリコン・ハード）無料　見
え方保証（６か月）

営業時間/10:00～20:00（眼鏡・補聴器取
扱店）メガネのウインク熱海店は子育て
家庭を応援しています。

全 熱海市

メガネのフジワラ（静岡県眼鏡商業協同組合） 熱海市銀座町8番6号 0557-81-1001 0557-82-6851
http://www.janetjapan.com/br
anch/office.htm

買物 全商品１０％引き　特価品を除く

ニコンレンズ＋フレームのセットが人気！
7000円と9000円（税抜）の２タイプより選べま
す。（社）日本眼鏡技術者協会認定SS　日本
眼科医師会認定OMAがアドバイスします。

全 熱海市

もりりん
熱海市咲見町11-15 コッ
コラーレ熱海1F

0557-85-8010 買物 
3,000円以上お買上げの方に粗品プレゼ
ント

婦人服・小物　年中無休9:30～17:30
パーキング1台

全 熱海市

八木商店
熱海市下多賀1424番地
の2

0557-68-1047
http://www.yagisaketen.co.jp/i
ndex.html

買物 
ご来店のお客様のお子様にお菓子をプ
レゼント

全 熱海市

山木旅館 熱海市中央町14番9号 0557-81-2121
http://www.yamakiryokan.co.j
p/index2.html

宿泊 宿泊料５％引き 全 熱海市

ル・ソアレ 熱海市中央町9-6 0557-81-9235
http://www1.ocn.ne.jp/~soiree
/

飲食 お子さまにアイスクリームサービス
イカスミのパスタ1,000　海の幸のラザニ
アトマトソース1,380　豚肉のチーズパン
粉焼き1,100

全 熱海市

レストラン　クレール 熱海市渚町1-1 0557-81-8467 http://www.atami-clair.jp/ 飲食 お食事の後にシャーベットサービス
朝、市場に出た新鮮な魚を欧風に料理し
提供しています。その他肉料理も色々ご
ざいます。

全 熱海市

ローソン熱海サンビーチ店 熱海市東海岸町15-45 0557-82-8388
http://www.lawson.co.jp/index
.html

買物 粉ミルク用のお湯を提供します。 全 熱海市



店舗・施設名 所在地 電話 ＦＡＸ ホームページアドレス 区分 割引等特典 店舗からのお知らせ 全国展開 市町名

ローソン熱海渚店 熱海市渚町10-5 0557-81-4695
http://www.lawson.co.jp/index
.html

買物 粉ミルク用のお湯を提供します。 全 熱海市

わかなや 熱海市中央町3番3号 0557-81-2441 買物 全商品５％引き 全 熱海市

和風レストランたしろ
熱海市田原本町9番1号
第一ビルB1

0557-83-4650 飲食 全商品５％引き（ランチ５００円を除く） 全 熱海市

笑笑 熱海駅前店
熱海市田原本町8-6ハ
ローズ熱海ビル2階

0557-83-0588 飲食 

お会計10％OFF（上限3,000円引き）その他割引
券・クーポン券・当社お食事券・各種サービスとの
併用はできません。但し、「ジェフグルメカード」
「ホットペッパーお食事券」は併用可能です。朝食・
ランチメニュー実施時は利用できません。

全 熱海市


