
プーマストア
「エスパルス後援会員割引サービス」 実施中!!

清水エスパルス オフィシャルトップパートナーのプーマ ジャパン株式会社の直営ショップ
およびエスパルスドリームハウス静岡葵店プーマコーナーにて、エスパルス後援会会員証
の提示による割引サービスを実施中! !  店舗は全国にありますので 「お住まいのお近くで!」
「アウェイに行った時に!」 「ちょっとお買い物に出た時に!」ぜひ、お立ち寄りください。今後
もプーマストアとエスパルス後援会とのコラボ企画を予定しております。ご期待ください!

全商品10％割引

施設名 所在地 優待サービス［利用者範囲］電話番号

後援会員優待割引施設

整体・リラクゼーション 禅（ぜん）
整体院 一歩～ippo～
Konohana（アロマグッズ販売）
フォレスタ鍼灸接骨院
Natural beauty IERAE（美容室）

静岡市駿河区聖一色
静岡市駿河区大和
静岡市葵区鷹匠
静岡市葵区相生町
静岡市駿河区八幡

054-208-1183
054-266-3155
054-251-8007
054-252-9238
054-289-3036

500円割引き
初回1,000円割引き、2回目から300円引き（※60分以上の施術が対象）
5,000円以上お買い上げの方に、ブレンドハーブティープレゼント
酸素カプセル2,500円を1,000円
水素トリートメントサービス

ビューティー・リラクゼーション

アミューズメント・博物館

fe☆そろばんクラブ
K's Dance House

静岡市駿河区小鹿
静岡市葵区太田町

054-281-5450
054-247-1218

入学時、パソコントレーニングCDプレゼント
入会金5,000円→2,500円

カルチャー・教室

いちごランド・マサミ
狐ヶ崎ヤングランドボウル
フェルケール博物館
興津坐漁荘

090-7694-9619
054-345-4161
054-352-8060
054-369-2221

100円割引き
2ゲーム貸靴込み 1,200円（税込）［特別営業期間は不可］
入館料10%割引き
ミニぜんざい1杯サービス

静岡市駿河区根古屋
静岡市清水区上原
静岡市清水区港町
静岡市清水区興津清見寺町

宿泊関連
ホテルクエスト清水
清水シティホテル
シーグランデ 清水ステーションホテル
三園旅館
ベイホテル入船館
リバーサイドイン玉川
日本閣
ホテルセンチュリー静岡
ビジネスホテル駿府
ホテルオーク静岡

静岡市清水区真砂町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区二の丸町
静岡市清水区袖師町
静岡市清水区入江
静岡市清水区船越南町
静岡市駿河区南町
静岡市葵区鷹匠1
静岡市葵区人宿町

054-366-7101
054-366-2266
054-367-5300
054-364-2525
054-361-3000
054-366-9711
054-353-2628
054-289-6388
054-272-5510
054-204-0321

お一人様につき1本ソフトドリンクプレゼント
本館シングル 5,000円（税込） 本館ツイン 8,200円（税込） 新館シングル 5,500円（税込） ［会員本人／他の割引との併用は不可］
ミネラルウォーター 1本プレゼント （一部屋につき1本） ［宿泊のお客様］
500円引［会員本人及び同伴者］
シングル1泊朝食付 6,600円→5,900円（税込）　ツイン1泊朝食付 8,300円→7,700円（税込）
アイスタ観戦のお客様はチケット提示で割引有。割引金額は一律ではない。
500円引。マイクロバスサービス有。
宿泊 20％割引き ※一部除外日あり ［カード適応人数 4名］
500円引。他の割引（楽天等）との併用は不可。
朝食ビュッフェ（定価1,000円）を無料提供 ［後援会員及び同伴者のみ］

施設等
駿河健康ランド
御菓子庵 田子の月
コジマ
立花園茶舗
東海大学海洋学部博物館（海洋科学博物館・自然史博物館）
レストラン サンビーチ
日本平ロープウェイ
久能山東照宮
花工房しらい
三日月堂（文房具店）
スポーツショップアラジン清水店
スポーツショップアラジン静岡店
フルーツセンター見晴らし園
オリックスレンタカー
メガネスーパー

静岡市清水区興津東町1234
全店
静岡店、静岡有明店、富士店、沼津店
静岡市清水区辻5
静岡市清水区三保
静岡市（エスパルス三保グラウンド横）
静岡市 （日本平～久能山）
静岡市駿河区根古屋
静岡市葵区古庄3
静岡市駿河区南町
清水区浜田町10-29
葵区昭府1-8-54
山梨県笛吹市一宮町
静岡県内
全店舗

054-369-6111

054-367-1633
054-334-7711
054-334-2910
054-334-2026
054-237-2438
054-261-8352
054-285-7068
054-353-1323
054-293-9333
0553-47-2111
054-254-0543

www.meganesuper.co.jp

入館料1,100円（税込）
会員証提示商品５％引
コジマお買い物ポイント３％アップ
10％引［会員本人］
入場料の10％引［会員本人及び同伴者4名］
レストラン15％引。おみやげ品10％引［会員本人及び同伴者］
オリジナルポストカード プレゼント ［会員本人のみ］
団体割引料金［会員本人及び同伴者2名］
10％引［会員本人］
10%割引き（※500円以上お買い上げのお客様）
10％引（セール品を除く）［会員本人］
10％引（セール品を除く）［会員本人］
入園料100円割引［会員本人及び同伴者6名］
S～Aクラス 5,000円／24時間［会員本人］
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器 10%off （特価品除外）決算前に会員証をご提示ください。［会員様及びご家族様］

飲食店
焼肉飯店 京昌園 紺屋町店
焼肉飯店 京昌園 瀬名川店
焼肉飯店 京昌園 別館
焼肉飯店 京昌園 はなれ
焼肉飯店 京昌園 富士みなみ店
焼肉飯店 京昌園 新富士駅店
焼肉飯店 京昌園 富士宮店
焼肉飯店 京昌園 三島駅南口店
焼肉飯店 京昌園 藤枝駅南口店
熟成肉バル IL TAVOLO ‐イルターボロ 富士インター店
熟成肉バル IL TAVOLO ‐イルターボロ 静岡呉服町店
カプリコーン （レストラン）
八木春（とんかつ）
庄や 清水駅前店（大衆割烹）
かづや（食事処）
なすび総本店（駿河郷土料理）
炙の介（炭焼&バー）
十千花前 SHIMIZU（炭焼・おでん）
覚弥別墅
磯（居酒屋）
ポップクローバー MURAKOSHI（カフェ）
クオモ（イタリアン）
ホテルセンチュリー静岡　THE TABLE
YEBISU倶楽部 海人（カフェ&バー）
まこと屋（カフェレストラン）
カルビ一丁 清水店（焼肉）
串かつ クシゾー（飲食店）
旬海鮮 時代屋 やす兵衛（居酒屋）
福助（炉ばた居酒屋）
味彩酒蔵 らいず（居酒屋）
日本酒酒場 静岡萬惣屋
おもいで横丁 藤枝市場～

静岡市葵区紺屋町
静岡市葵区瀬名川
富士市瓜島町
富士市永田町
富士市鮫島
富士市川成島
富士宮市ひばりヶ丘
三島市一番町
藤枝市前島
富士市瓜島町
静岡市葵区呉服町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区富士見町
静岡市葵区昭和町
静岡市清水区真砂町
静岡市葵区七間町
静岡市清水区松原町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区真砂町
静岡市駿河区南町
静岡市清水区辻
静岡市駿河区豊田
静岡市清水区鳥坂
静岡市葵区伝馬町
静岡市清水区千歳町
静岡市清水区真砂町
静岡市清水区旭町
静岡市葵区両替町
藤枝市駅前

054-272-1667
054-263-9697
0545-53-8929
0545-54-1191
0545-60-3012
0545-61-8929
0544-26-8929
0800-200-2941
0120-20-8929
0545-32-6829
054-266-6529
054-366-2246
054-364-2929
054-367-3151
054-366-2832
054-352-1006
054-273-8844
054-365-8808
054-255-3388
054-352-9013
054-366-0727
054-366-7101
054-289-6388
054-364-3416
054-286-6550
054-347-7788
054-252-1887
054-351-2020
054-364-8100
054-351-1689
054-253-0088
054-646-8877

5％引［会員本人及び同伴者］
5％引［会員本人及び同伴者］
5％引［会員本人及び同伴者］
5％引［会員本人及び同伴者］
5％引［会員本人及び同伴者］
5％引[会員本人及び同伴者］
5％引［会員本人及び同伴者］
5％引［会員本人及び同伴者］
5％引〔会員本人及び同伴者〕
5％引〔会員本人及び同伴者〕
5％引〔会員本人及び同伴者〕
お食事の方にプチデザート無料サービス ［会員のみ］
100円割引き
生中1杯サービス［会員本人］
5%割引き
ハイボール １杯サービス
お好きなハイボール1杯サービス（※2名様まで）
お好きな角ハイボール1杯サービス（※2名様まで）
ハイボール1杯サービス（※2名様まで）
日替り1品サービス
クレープ・生ジュース・コーヒー、お一人様1品50円割引き
コース料理をご注文の方にワンドリンクサービス
飲食代 5％割引き 〔カード適応人数 8名〕
2名様以上でお酒を楽しまれる方に、乾杯用「ヱビスビール」をサービス（※18:00～23:00）
おかわりコーヒー1杯サービスか個室使用料半額引き
飲食代10%割引き
クシゾー自慢のデュワーズハイボール １杯無料
試合当日：かんばいドリンク１杯おまけ ／ 勝った翌日：（昼）マグロ丼 500円、（夜）マグロ刺身 ０円おまけ
もつカレーを100円割引き
カンパイドリンク1杯サービス
10％引［会員本人及び同伴者］
10％引［会員本人及び同伴者］

※割引対象店舗は、2020 オフィシャルイヤーブック P63をご確認ください。
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さらに!!


