
No. 協力店名 取扱品目 割引率 郵便番号 所在地 TEL ＨＰ

1
赤から

三島・沼津・函南・富士・御殿場
鳥・鍋料理 8％引き 411-0036

三島市一番町9-37　サンメイトビル
（他店舗はお問い合わせください）

055-991-2222 ○

2
甲羅本店八宏園

沼津・冨士
蟹料理 8％引き

410-0813
416-0952

沼津市上香貫東本郷町1838
富士市青葉町530

055-933-5555
0545-65-8888

○

3
カルビ一丁

沼津・大仁・御殿場
焼肉 8％引き

410-0055
410-2324
412-0042

沼津市高島本町8-56
伊豆の国市中島41-1
御殿場市萩原815-1

055-925-5600
0558-77-2929
0550-82-2929

○

4
ゆうが

沼津・三島
創作料理 8％引き

410-0801
411-0036

沼津市大手町2-1-1ポルト沼津４F
三島市一番町13-13フジミビル４F

055-964-6700
055-991-6800

○

5
ラジオシティー

三島駅前・沼津駅北・函南
カラオケ 5％引き 411-0036

三島市一番町13-13　フジミビル3F
（他店舗はお問い合わせください）

055-983-6666 ○

6 えびす家 福食ダイニング 8％引き 417-0061 富士市伝法2619-1 0545-57-2222 ○

7
大衆酒場イマさん

沼津・静岡
居酒屋 5％引き 410-0056 沼津市高島町3ｰ1スルガビル１F 055-925-4444 ○

8 串家物語ららぽーと沼津店 串揚げ 5％引き ららぽーと沼津１F 055-955-9494 ○

9 吉祥庵ららぽーと沼津店 蕎麦・うどん 5％引き ららぽーと沼津１F 055-955-4848 ○

10
雄大ゴルフセンター

熱函・清水町
打ち放題 組合員証提示で各種サービス

419-0107
411-0917

田方郡函南町平井1598
駿東郡清水町徳倉2167−5

055-978-6780
055-931-3600

○

11 大阪焼肉・ホルモンふたご　呉服町店 居酒屋 組合員証提示でファーストドリンクサービス 420-0031 静岡市葵区呉服町2-9-2 リッツビル1F 054-275-2925 ○

12
Italian Kitchen VANSAN（バンサン）

ザザシティ浜松・富士
イタリアン 組合員証提示でファーストドリンクサービス

430-0933
417-0061

浜松市中区鍛冶町１５
富士市伝法2557-1

050-5051-0142
050-5051-0180

○

13 松福　ファミリー呉服町通り店 ラーメン 組合員証提示で煮卵サービス 420-0852 静岡市葵区紺屋町1-5 054-204-4444 ○

14 仕出し割烹しげよし　沼津店 仕出し割烹料理 5％引き 410-0046 沼津市米山町1-5 055-935-4444 ○

15 ゆうだい温泉 日帰り天然温泉 飲食代20％引き 411-0044 三島市徳倉1195 055-988-0600 ○

16
ふらいぱんカフェ

裾野店・三島広小路店
居酒屋

平日（月～木）　10％引き
週末（金～日）　　5％引き

410-1118
411-0855

裾野店　　　　　　  裾野市佐野82-1
三島広小路店　　三島市本町11-7（本町タワー向かい）

055-992-3910
055-955-7770

○

17 万葉の湯　沼津館 日帰り湯、宴会等
平日　1,700→1,040円（税込）

土日祝　2,200→1,460円（税込）
貸部屋・家族風呂10％引き

410-0011 沼津市岡の宮1208-1 055-927-4126 ○

18 駿河の湯　坂口屋 日帰り天然温泉
平日1,000円、ナイト900円

土日祝1,200円、ナイト1,000円
販売・レンタルタオルの割引もあり

410-0011 沼津市岡の宮1265-3 055-926-4126 ○

19 アイシック健身塾 スポーツクラブ 初回登録料　無料 410-0022 沼津市大岡4044-29 055-925-5055 ○

20 芦ノ湖カントリークラブ ゴルフ場

平日セルフ　8,600円（税込）
プラス500円で大部分のランチが召し上がれます。

土日祝セルフ　12,800円（税込）
プラス1,500円で大部分のランチが召し上がれます。

411-0000 三島市字南原菅4708 055-985-2121 ○

21

牛若丸JAPAN
JAPAN・EAST・LOFT・Garden・GRAND・macaron・
Pirates・Circus・MIRAI・ＳＰＲＩＮＧ・Unail・Soilらら
ぽーと・Custard・Brich・MT

美容院
牛若丸グループのご利用が初めての方に限り、

美容施術料金10％引き
※着物の着付、美容商品は除外

411-0934 駿東郡長泉町下長窪125-1 055-980-4331 ○

22 佐々木自動車 車検・点検
車検基本料金20%引き

12カ月点検基本料金20％引き
410-1118 裾野市佐野8-4 0120-29-2048 ○

23 チョコレートコスモス フラワーアレンジメント教室
花販売・ファッション

フラワーギフト5,000円以上購入で5％引き（店頭限定）
初回フラワーレッスン10％引き

410-0811 沼津市中瀬町10-30 055-950-9900 ○

24
みしまプラザホテル（婚礼部門）
　　　　　　　　　　　　（宴会部門）

結婚式
宴会

結婚式費用各種割引（詳細は組合書記局に）
宴会で特典（コーヒー＋ケーキ）の提供

411-0855 三島市本町14-31
055-972-0077
055-972-2121

○

25
焼き鳥　てっちゃん
（三島店・裾野店）

居酒屋
ご利用金額より10％引き（宴会コース除く）

宴会コース５％引き
411-0943
410-1121

駿東郡長泉町下土狩83-1（三島駅北口すぐ）
裾野市茶畑34-7

055-987-3310
055-993-3343

○

＊　協力店利用の場合は、「組合員証」を提示してください。電話等での申し込みや問い合わせの場合は、「静岡がんセンター労働組合の組合員」であることをお伝えください。



No. 協力店名 取扱品目 割引率 郵便番号 所在地 TEL ＨＰ

26 エルーチェ ブライダルサロン
ブライダル衣装最大40％引き

（結婚式場紹介を利用した方のみ）
410-0011 沼津市岡宮1388-1 055-929-9188 ○

27
アパマンショップ

（三島、駿東、沼津、御殿場地域）
賃貸住宅紹介 条件により1か月家賃無料　他 411-0036 三島市一番町12-13　1Ｆ 055-972-8805 ○

28 エステ＆骨盤矯正　ＡＤＶＡＮＣＥ 整体、エステ

①ヨガポール骨盤整体60分　所見料90％引き
②エステ＆スリムメニューコース　入会料90％引き
③骨盤整体＆パーソナルトレーニング
　 通常7,700円→4,999円（初回のみ）

410-0057 沼津市高沢町6-10 055-925-3123 ○

29 焼き菓子の店 ｃｏｎａｙａ. 焼き菓子販売 10％引き 411-0917 駿東郡清水町徳倉1047-5 055-955-9587 ○

30 オーフィールドロウ ハンドメイド雑貨販売 10％引き 411-0902 駿東郡清水町玉川114-25 055-972-4911 ×

31 自然酵母の店　パン屋　和ん パン屋 5％引き 410-0022 沼津市大岡1977-8 055-921-6333 ×

32 富士急トラベル 旅行会社
専用ホームページでの商品利用
富士急ﾄﾗﾍﾞﾙで扱う宿泊又はパッケージ旅行代金の
3％引き（一部除外商品もあり）

410-0801 沼津市大手町1-1-3　沼津商連会館第一ビル1F 055-962-7300 ○

33 ＨＡＰＰＹ 美容院 美容施術料金を10％引き 411-0934 駿東郡長泉町下長窪559 055-955-8107 ○

34 テクトピア三島 賃貸住宅紹介
仲介手数料50％引き
入居月の家賃サービス（半月～最大2カ月）※物件に
よって異なります

411-0832 三島市南二日町3-21 055-960-6711 ○

35 株式会社ライフ・プロテクト：CoatingMaster ハウスコーティング
各種施工料金
新築20％引き、再生リフォーム・既築10％引き
その他チラシによる組合員へ限定価格提供

411-0033 三島市文教町2-15-36 055-955-7655 ○

36 クレープLinoLino クレープ移動販売 クレープ50円引き 090-4164-1613 〇

37 柿田川湧水カレー カレーの移動販売
商品の割引（対象外もあり）

くみフェス出店の際、特別な商品の用意
駿東郡清水町久米田149-1 055-959-5858 ×

38 cook Olive　クックオリーブ パンの移動販売 プレッツェル50円引き 413-0232 伊東市八幡野550-1 080-3476-1973 ×

39
山翠楼　SANSUIROU

海石榴つばき
宿泊

組合員特別価格でご宿泊できます
（一例）2名1室　平日21,000円/人

詳細は右記番号へお問い合わせください。

259-0314
259-0314

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776

0570-026-577
（共通）

〇

40 ネクスト・フォース パーソナルジム
体験パーソナルトレーニング90分　3,900円→1,000円
体験グループトレーニング90分　3,900円→1,000円

411-0853 三島市大社町18-9　AURAビル2F 055-943-7650 〇

41 MISTO GELATO ジェラート
店頭ジェラートカップ５０円引き

ギフトセット・ジェラートケーキ各１０％ＯＦＦ
411-0942 駿東郡長泉町中土狩874-1 055-941-9961 〇

42 二葉フラメンコ舞踊教室 フラメンコ 初回レッスン無料 410-0057 沼津市高沢町3-22　城井ビル 0559-23-1943 〇

43
ONE'S BODY　裾野店

　　　　　　　　　　裾野長泉店
パーソナルジム

初回体験料金　4,620円→1,650円
（その場で決めてもらえれば）新規登録料半額

登録者にプロテインサービス

410-1118
410-1123

裾野市佐野740-1
裾野市伊豆島田825-7

-
055-993-1500

〇

44 渡辺建設株式会社 建設会社
モデルハウスご来場の方に、クオカード1,000円分進呈
戸建新築住宅をご契約の方にカーテン一式(30万相当）を
進呈（同類オプションに変更可）

410-1125 静岡県裾野市富沢３９４－１
渡辺建設株式会

社
〇

45 伊豆箱根バス株式会社 車検・点検
基本点検・技術料割引

※入庫前に組合へご連絡ください
411-8533 三島市大場300番地 055-977-3873 〇

46 SECESSiON 服飾 5％引き（クレジットカードなどでのお会計は3％引き） 410-0048 沼津市新宿町16-4　1F 055-928-7556 ○

47 coffee cart SHAKA コーヒー移動販売 ドリンク20円引き ○

48 株式会社 リグラン (いせや本店・サワードウ） サワードウブレッド専門店 サワードウブレッドの ５％割引
410-0862
410-0801

いせや本店」　沼津市幸町２番地
「サワードウ」　沼津市大手町3-6-10

055-955-5750 ○

49 和食・懐石料理　食彩 あら川 懐石料理 玉子焼き（ハーフ）サービス　（持ち帰り用） 410-2211 伊豆の国市長岡1349 055-947-1291 ○

50 beauty salon INANNA 脱毛エステ
コースを除く全メニューを初回３５％OFF

2回目以降、コースを除く全メニューを１０％OFF 411-0934 駿東郡長泉町下長窪95-13 055-957-3915 ○

　　出店情報はインスタグラム（@crepelinolino）でご確認ください。

　　出店情報はインスタグラム（@go.go.shakago）でご確認ください。


