田方・賀茂・伊豆・伊東・下田・沼津・群馬・草津・軽井沢エリア

別荘地オーナーカード提携店のご案内

オーナーカードをこちらの提携店舗にて提示していただきますと、割引またはサービス特典を受けることができます。※オーナー様とそのご家族でご利用いただけます。
エリア

施設の種類

施設名

住所

電話番号

営業時間

特典内容

田方

ハム・ソーセージ

Grimm（グリム）

田方郡函南町丹那字高杉1191-45 055-974-1585 10：00～19：00

5％off

田方

手作工房・喫茶

酪農王国オラッチェ

田方郡函南町丹那349-1

055-974-4192 10：00～18：00

ハーブガーデン入園料500円引き･ハーブ摘み割引（300円相当）

田方

西洋料理

ヘスティアのかまど

田方郡函南町仁田800-4

055-979-8686

田方

中華料理

陸茶坊

田方郡函南町平井614

055-978-1021 11：30～14：00、17：00～20：00

賀茂

エステ

アロマテラピー＆エステHASU（蓮）賀茂郡東伊豆町大川236-6

050-3661-3105 11：00～18：00（予約により変動可能）

伊豆

ホテル

ホテルハーヴェスト天城高原

伊豆市冷川1524

0557-29-1155

伊豆

プレイスポット

サイクルスポーツセンター

伊豆市大野1826

0558-79-0001

伊豆

植物園

天城高原ベコニアガーデンバラミステラス 伊豆市冷川1524

0557-29-1187 （7月中旬～8月末は無休、冬季クローズ有）

ご優待価格でご案内（要お問い合わせ）

伊豆

ゴルフ

天城高原ゴルフコース

0557-29-1133

ご優待価格でご案内（要お問い合わせ・事前予約必要）

伊豆

レンタカー

トヨタレンタリース静岡修善寺駅前店 伊豆市柏久保620-10

0558-74-0100 8：00～20：00

レンタカー代金20％off

伊豆

スペイン料理

るび～な

伊豆市八幡928-6

0558-83-3363 11：30～14：00、17：00～21：00

ソフトドリンク1杯サービス

伊豆

ゴルフ

富士箱根カントリークラブ

伊豆の国市奈古谷2225

055-944-2111 7：00～18：00

ゴルフ割引（管理事務所に優待券をご用意しております）

伊東

プール

東大室中央施設

伊東市富戸法華塚1038-87

0557-51-0666 9：00～17：00（夏季のみ営業）

プール利用料割引大人200円引き、小人100円引き

伊東

ガソリンスタンド

殖産浮山温泉㈱浮山給油所

伊東市八幡野1722-1

0557-54-3426

伊東

レンタカー

トヨタレンタリース静岡伊東駅前店 伊東市湯川1-7-9

0557-37-0100 8：00～20：00

レンタカー代金20％off

伊東

レンタカー

トヨタレンタリース静岡伊豆高原駅前店 伊東市八幡野1184-13

0557-55-0050 9：00～20：00

レンタカー代金20％off

伊東

そば

そば処いし川

伊東市八幡野1183-207

0557-54-2261 11：00～18：00

5％off

伊東

そば・うどん

やま味

伊東市富戸1101-7

0557-51-2010 11：00～20：00

ご注文1品につき100円off（サイドメニューを除く）

伊東

とんかつ・炭火焼・海鮮料理 おかりば

伊東市八幡野1183

0557-54-7711 11：00～16：30

お食事の方に日替わり1品サービス

伊東

和食

萬望亭

伊東市八幡野539-20

0557-54-1265 11：00～20：00

3％off（定食のみ）

伊東

和食

勇吉

伊東市吉田720-7

0557-45-2022 11：00～22：00

伊東

ヨーロッパ輸入インテリア イベリア

伊東市富戸1024-1

0557-51-6689 10：00～18：00

2階カフェにて、ケーキドリンクセット1,000円→950円にサービス

下田

レンタカー

トヨタレンタリース静岡下田駅前店 下田市東本郷1-5-30

0558-27-0100 8：00～20：00

レンタカー代金20％off

沼津

民宿

クア民宿ふじはち

沼津市内浦重寺10-73

055-943-2578

宿泊料より1人につき500円off

群馬

日帰り温泉

湖畔の湯

群馬県吾妻郡嬬恋村大字千俣2401 0279-80-6020 11：00～21：00（夏季以外は20：00まで） 大人500円→400円、小人300円→200円

群馬

プレイスポット

ペンションキャトルセゾン

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1054-564 0279-84-5575

テニス2,000円→1,800円、とんぼ玉制作体験1,800円→1,500円
（要事前連絡）、コースランチ・ディナー 1ドリンクサービス

群馬

レストラン

嬬恋高原ブルワリー

群馬県吾妻郡嬬恋村大笹2193-27 0279-96-1403 11：00～20：45

1人1,500円以上のお食事でグラスビール1杯サービス又はソフトド
リンク1杯サービス

群馬

和食

和食ダイニング玉船

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1902-14 0279-86-5488

夕食のみ1名様2,000円以上につき5％off

草津

体験教室

美土里の洞

群馬県吾妻郡草津町草津872-1

0278-88-8383 10：00～17：00

陶芸教室料金10％引き

美術館

旧軽井沢森ノ美術館

長野県北佐久郡軽井沢旧軽井沢809

0267-41-1122 10：00～17：00

入館料100円引き

軽井沢

伊豆市菅引638-83

11：30～14：00(ランチ)、
18：00～22：00(ディナー)

ご飲食代5％off
1グループ全員にミニ杏仁豆腐またはミニレモン豆腐をサービス
初めてのご来店1,000円引き、2回目以降前日までの予約で1,000円引き
（ベーシックフェイシャル トライアルアロママッサージは300円割引き）

ご優待価格での宿泊（要お問い合わせ）
9：30～16：30、9：00～17：00、
10：30～16：00（時期により異なる）
9：00～17：00（最終入場16：20）※水曜休園

7：30～19：00（月～土曜日）
8：00～19：00（日曜日）

入場券・とくとくパスともに100円off

店頭表示価格より、リッター5円off

1枚で5名様まで割引

熱海エリア 別荘地オーナーカード提携店のご案内
オーナーカードをこちらの提携店舗にて提示していただきますと、割引またはサービス特典を受けることができます。※オーナー様とそのご家族でご利用いただけます。
エリア

施設の種類

施設名

住所

電話番号

営業時間
11：30～14：00（ランチ営業時間）
※入浴時間は曜日に異なるため要問合せ

特典内容

熱海

ランチ＆日帰り温泉

KKR ホテル熱海

熱海市春日町7-39

0557-85-2000

熱海

日帰り温泉

平鶴

熱海市下多賀493

0557-67-2221 11：00～16：00、18：00～20：00

熱海

日帰り温泉

熱海後楽園ホテル

熱海市和田浜南町10-1

0557-82-0121 （男性火曜日、女性水曜日は12：00～16：00）

日帰り入浴料2,300円→1,800円（事前問合せ要）

熱海

リゾートホテル

ホテルアストン熱海

熱海市熱海字日陰沢1890-16

0557-87-1151

プールの割引

熱海

美術館

戸田幸四郎絵本美術館

熱海市上多賀1055-30

0557-67-1107 10：00～17：00

入館料100円引き

熱海

ガソリンスタンド

向井商店

熱海市下多賀773-21

0557-68-2402

熱海

鍼灸

きのみや駅前鍼灸治療院

熱海市福道町7-10後藤ビル3F

0557-85-5677

初診料（1,000円）サービス（木・金・土曜日のみ）※完全予約制

熱海

販売代理店・整備

オートショップSEKI

熱海市下多賀523-1

0557-67-5141 8：30～18：30

ご優待あり（要問合せ）
※ 例 新・中古車ご成約時希望ナンバー無料

熱海

レンタカー

トヨタレンタリース静岡熱海駅前店 熱海市春日町2-9

0557-81-0100 8：00～20：00

レンタカー代金20％off

熱海

そば

そば処 多賀

熱海市上多賀798

0557-68-1012 11：00～16：00

5％off

熱海

ラーメン

石川屋

熱海市銀座町9-3

0557-81-3075 12：00～15：00、17：00～24：00

油しょうゆ漬け玉子をサービス

熱海

居酒屋

囲炉茶屋

熱海市田原本町2-6

0557-81-6433 11：30～15：00、17：00～22：00

お食事の際 1ソフトドリンク サービス 又は、シャーベット サービス

熱海

寿司

ほ～むらん寿司

熱海市渚町5-1

0557-82-7300 11：45～15：00、17：00～22：00

小付 1品サービス

熱海

海鮮料理

割烹 季魚喜人

熱海市清水町1-5 3F

0557-82-7070 11：00～14：00、17：00～21：00

アイスクリームを人数分サービス

熱海

和食創作料理

旬蔵

熱海市下多賀1374-44

0557-67-7100 11：00～15：00、17：30～21：00

お食事の際 1ソフトドリンク サービス

熱海

中華料理

大一樓

熱海市中央町4-2

0557-81-3767 11：30～21：00

アイスクリーム サービス

熱海

中華料理

幸華

熱海市渚町12-11

0557-81-3901 11：30～16：00、17：30～21：30

ウーロン茶 1杯サービス

熱海

はちみつ

山のはちみつ

熱海市上多賀613-1

0557-68-4155 10：00～17：00

はちみつ各種10％off

熱海

レストラン

ノンノン

熱海市上多賀764-25
野田マンション1階

0557-67-0565 11：30～14：30、17：30～24：00

カラオケ1曲無料サービス

熱海

ヘアサロン

ビューティーJOY

熱海市中央町18-8 2階

0557-82-2777 9：00～18：00

500円引きサービス

熱海

ヘアサロン＆レンタル着物 よはん＆きものや

熱海市中央町3-1

0557-83-1060

熱海

ホテル

熱海市熱海1890-16

0557-67-8828 15：00～10：00

森の温泉ホテル

11：00～16：00

5：30～21：30（夏季）
6：00～21：00（その他）

9：00～18：00※月曜定休、
6：00～8：30※早朝要相談

入浴料1,500円→1,200円
日帰り入浴 11：00～14：00 200円引き

レギュラー・ハイオク料金1リッター当たり5円引き

500円引きサービス
夕朝食、温泉利用、プール利用現地フロントにて割引サービス

