茨城県内協賛店一覧

（市町村別）

業種：その他

◎ ご利用される方へ ： 店舗名、サービスの内容等は、平成30年2月28日現在の表示です。
☆ サービス内容は予告なしの変更や限定される場合がありますので、詳しくは各店でご確認下さ
い。
☆ サービスを受ける前に会員証（氏名の記載の
ある有効期間内のもの）を呈示して下さい。
市町村別

施設所在地

電話番号

水戸市南町2-4-37

メガネのクロサワ水戸本店

水戸市笠原町1191-11

メガネのクロサワ水戸笠原店 029-241-9630

サービス内容

029-224-9630
会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）

水戸市見和3-571-2

メガネのクロサワ水戸見和店 029-253-9630

水戸市本町3-2-26

メガネのクロサワ水戸下市店 029-225-9630

水戸市柳町1-2-5

綜合警備保障(株)茨城支社

029-227-7711

ＡＬＳＯＫホームセキュリティの成約で、
3,000円～10,000円をキャッシバック

水戸市住吉町75-1

お仏壇・お墓

029-240-1051

商品を購入した場合10％割引（墓石等・
特別売出し商品は除外する。）

水戸市笠原町300-1

ジュエリーネモト本店

029-305-1811

当店サービス価格より更に５％引、時計等
メーカーカタログ価格から２０％割引（同伴
者１名まで利用可、特別優待期間及び特別商
品は除く）

水戸市酒門町2541

墓地情報センター水戸東本部展
示場

029-233-4244

水戸市田野町1799

水戸市

施設名称

やまと水戸店

墓地情報センター水戸西本部展
示場

会員及びご家族に限り、最低５％割引又
は付属品サービス

029-229-7855

029-300-5517

商品価格からメガネを20％割引、コンタ
クトレンズ及び補聴器を10％割引（同伴
者１名まで利用可、特別優待期間及び特
別商品は除く）

水戸市梅香町2-2-45

メガネのプリンス南町本店

水戸市元吉田町116-1

シダックス水戸元吉田クラブ 029-246-3331

水戸市西原2-2-26

シダックス水戸西原クラブ

029-251-5010

水戸市田野町1045-1

よろずや太郎

029-246-5767

会員に限り墓石への名入れ、お墓の清
掃・コーティング、お墓参り代行サービ
スを５％割引

水戸市小吹町236-51

レッカー茨城警運

029-297-2332

会員に限りレッカー料金の10％を割引

水戸市本町2丁目1-28

靴のヨコスカ

029-221-5686

水戸市元吉田町1444-21

靴のヨコスカ

水戸市元吉田町1325-1

ビックエコー水戸店

029-246-2222

水戸市上水戸3-6-28

ビックエコー上水戸店

029-233-2888

水戸市桜川1-3-20

ビックエコー水戸駅南口店

029-228-5530

吉田店

029-247-2153

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

会員に限り1,000円を超えて商品を購
入した場合10％割引（特定商品を除
く）
会員に限り1,000円を超えて商品を購
入した場合10％割引（特定商品を除
く）

会員に限り一般料金より全日室料３
０％割引。飲み放題、ドリンク
バー、フリータイム、各種パック利
用の場合会計総額より５％割引

水戸市南町2-439フォーライ
フビル１階

ビックエコー水戸中央店

029-224-4400

水戸市笠原町1956

佐川写真館

029-244-1005

証明写真撮影で20%割引、その他写真
撮影で10%割引

水戸市南町２丁目６番16号

一司堂印店

029-221-4473

実印・銀行印・認印の別注品、ゴム
印、シャチハタ印等10%割引（現金に
限る、サービス品は除外）

水戸市南町1-3-4

フローリスト珠利

029-225-1008

1,000円以上の購入で5%割引

水戸市南町3丁目4番8号

宝石・時計・貴金属イシカワ

029-225-3939

セイコー、シチズン製の非防水時計
に限り、電池交換料金を700円で交換

水戸市千波町375-4

サイクルショップヴェレール

029-279-0845

自転車パンク修理料金の工賃、部品
代等の合計料金から10%割引

水戸市田野1046-3

お墓・お仏壇のこうわ水戸店

029-229-8608

会員及びご家族に限り、墓石・仏
壇・提灯10％割引

水戸市泉町３丁目1番21号

仲田印店

029-221-5363

全商品５%割引

東茨城郡茨城町長岡3523-39

お仏壇のまつや総本店

029-291-0033

商品を購入した場合10％割引（広告・チ
ラシに掲載した特別表品・墓石等・特別
売出し期間は除外する。）

東茨城郡茨城町上石崎513-3

カトウ理容・美容室

029-293-7059

会員に限りカット・パーマ・カラーをす
る場合１００円割引

東茨城郡茨城町奥谷93-1

望月蘭園

029-292-1534

1,000円以上の購入で8%割引

東茨城郡茨城町小鶴10-5

ハナワ時計店

029-303-8048

腕時計の電池交換で100円割引

笠間市赤坂８番地笠間ポレポレシティ２F メガネのクロサワ笠間ポレポレシティ店

0296-72-6666

会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）

笠間市旭町410-1

ビックエコー笠間店

0296-71-5666

会員に限り一般料金より全日室料３０％割
引。飲み放題、ドリンクバー、フリータイ
ム、各種パック利用の場合会計総額より５％
割引

笠間市笠間1728

セーフティショップおおしま

0296-72-0475

電動アシスト自転車5%割引

笠間市日動美術館入口2692-1 花キューピット花の店花屋敷

0296-72-9015

鉢物及び苗もの10%割引（一部除外品あり）

笠間市赤坂8番

コスメティックスポレポレ

0296-70-1813

商品購入時、ハンドマッサージサービス

笠間市赤坂8番

東うさぎポレポレ店

0296-70-1878

全品5%割引（セール品を除く）

ひたちなか市釈迦町２２－１４ 美容室アーンティークラフト

029-262-3888

会員証提示でカット＆シャンプー3,500円
を500円割引

ひたちなか市釈迦町3-40

川上瓦工業

029-263-7071

屋根・外装・リフォーム工事等見積金額
から３％割引

ひたちなか市笹野町1-11-12

メガネのクロサワひたちなか店

029-212-9630

会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）

茨城町

笠間市

ひたちなか市石川町1-1

メガネのプリンス勝田ドンキホーテ長崎屋店

029-274-8877

商品価格からメガネを20％割引、コンタ
クトレンズ及び補聴器を10％割引（同伴
者１名まで利用可、特別優待期間及び特
別商品は除く）

ひたちなか市外野2-3-1

シダックスひたちなか勝田クラブ 029-271-9966

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

ひたちな
か市
ひたちなか市勝田泉町２－１ 吉原美容室

029-274-8555

ヘッドスパ料金1,000円割引

ひたちなか市枝川228-5

お墓・お仏壇のこうわ本店

029-221-7178

会員及びご家族に限り、墓石・仏壇・提
灯10％割引

ひたちなか市田彦1573-1

一心堂

029-274-9114

仏壇・仏具・提灯10%割引

ひたちなか市田彦1573-1

ハンコ卸売センター

029-274-9114

商品購入で、10%割引

ひたちなか市田彦1637番地1

有限会社

029-274-1539

会員証提示の仏壇購入で、高級線香プレ
ゼント

那珂郡東海村舟石川駅西3-15-18

時計・メガネ・宝石ナカイ

029-282-2267

10,000円以上の購入でクリーナーサービ
ス

那珂郡東海村舟石川駅西2-15-21

橋本機工金物株式会社

029-282-1010

会員証提示で、1,000円(税別)以上の購入
で
５%割引

那珂市菅谷2653-1

メガネのクロサワ那珂店

029-295-4824

会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）

那珂市菅谷2297-1

お仏壇のまつや那珂店

029-295-3740

商品を購入した場合10％割引（広告・チ
ラシに掲載した特別表品・墓石等・特別
売出し期間は除外する。）

那珂市杉387-1

お仏壇・お墓

029-352-0255

商品を購入した場合10％割引（墓石等・
特別売出し商品は除外する。）

ひたちなか店

ひたちなか店

仏心堂

東海村

那珂市

やまと那珂店

那珂市竹ノ内1-26-6

ビックエコー那珂店

029-353-1666

会員に限り一般料金より全日室料３０％割
引。飲み放題、ドリンクバー、フリータイ
ム、各種パック利用の場合会計総額より５％
割引

大宮市石沢1850-1

メガネのクロサワ常陸大宮店

0295-53-7100

会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）

大宮市東富町639-1

ビックエコー大宮店

0295-52-2111

会員に限り一般料金より全日室料３０％割
引。飲み放題、ドリンクバー、フリータイ
ム、各種パック利用の場合会計総額より５％
割引

大宮市野中町702-1

トミタスポーツ

0295-53-0339

SSK商品5,000円以上のお買い上げで
５％割引

常陸大宮市南町1173-5

箕川種苗株式会社

0295-52-1175

10,000円以上の購入で手袋サービス

川上印房

0295-53-0905

印鑑購入で1本50円割引

常陸大宮
常陸大宮市北町104
市

常陸大宮市泉502-10

倉持畳店

0295-53-0924

畳の販売・表替え・裏返し料金を5%
割引

常陸大宮市宇留野334-3

鈴木ガラス

0295-53-0352

アルミサッシ工事で粗品サービス

常陸大宮市泉24-1

のがみ内装

0295-53-0908

50,000円以上のリフォーム工事で見
積額から3%割引

常陸大宮市泉213

野上解体

0295-52-3221

家屋解体工事で見積サービス

日立市宮田町1-12-21

山内ゴルフ商会

0294-22-3014

会員に限り１万円以上の購入でゴルフ
ボール又はソックス等をサービス

日立市幸町2-1-50

綜合警備保障(株)日立支店

0294-24-1251

ＡＬＳＯＫホームセキュリティの成
約で、3,000円～10,000円をキャッシ
バック
当店サービス価格より更に５％引、時計
等メーカーカタログ価格から２０％割引
（同伴者１名まで利用可、特別優待期間
及び特別商品は除く）

日立市幸町1-6-1

ジュエリーネモト日立店

0294-21-8181

日立市神田町1091-1

墓地情報センター日立本部展示
場

0294-53-4422

日立市

高萩市

会員及びご家族に限り、最低５％割引又
は付属品サービス
日立市田尻町2-9-9

墓地情報センター日立鞍掛山営
業所展示場

0294-87-8844

日立市幸町1-12-4

ビックエコー日立店

0294-21-7733

会員に限り一般料金より全日室料３０％割
引。飲み放題、ドリンクバー、フリータイ
ム、各種パック利用の場合会計総額より５％
割引

日立市久慈町３丁目23番８号

小林写真館

0294-52-2302

会員に限り、6切りサイズのスタジオ撮影で、
キャビネ写真入り額をサービス

日立市会瀬町4-5-13

一心堂

0294-37-4100

仏壇・仏具・提灯10%割引

高萩市春日町2-75

(株)アイフラワー本店

0293-23-0871

会員に限り、生花等購入で、10%割引(花
キューピット、慶弔生花、売り出し期間を除
く+クレジットカード、ポイントカードの併用
不可)

北茨城市華川町下小津田546

豊山商事

0293-43-1873

家屋解体・草木の伐採・農薬散布等を見
積金額より１０％割引

墓地情報センター北茨城営業所
展示場

0294-87-8844

会員及びご家族に限り、最低５％割引又
は付属品サービス

0293-42-6783

会員に限り、生花等購入で、10%割引(花
キューピット、慶弔生花、売り出し期間を除
く+クレジットカード、ポイントカードの併用
不可)

常陸太田市中城町３２１２－１ フローリスト花清

０２９４(８５)８７８７

会員に限り3,000円以上の購入で季節の鉢
物プレゼント

常陸太田市馬場町86

0294-72-2240

会員に限り３，０００円以上の購入で１
００円割引

北茨城市 北茨城市大津町2514

北茨城市中郷町上桜井2249

日立店

(株)アイフラワー中郷店

ハリカ太田店

常陸太田市塙町2953

メガネのクロサワ常陸太田店

0294-72-4100

会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）

常陸太田市木崎二町1727-1

ドリームシェープ

0294-73-1322

フェイシャルエステ40分コースまたはま
つ毛カール60分コースで100円割引

常陸太田市東一町2305

サトウスポーツ

0294-73-0585

会員に限り、5000円以上の購入でソック
ス一足サービス

常陸太田市大里町3911-1

寺子屋

音

0294-70-3611

会員に限り、1,000円以上の利用でポイン
トカードのスタンプ1つサービス

鉾田市鉾田2600-1

ビックエコー鉾田店

0291-33-6611

会員に限り一般料金より全日室料３０％割
引。飲み放題、ドリンクバー、フリータイ
ム、各種パック利用の場合会計総額より５％
割引

0299-84-6736

会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）

常陸太田
市

鉾田市

鹿嶋市宮中290-1鹿嶋チェリオ２F メガネのクロサワ鹿嶋チェリオ店

鹿嶋市宮中290-1

ジュエリーネモト鹿嶋店

0299-85-2611

当店サービス価格より更に５％引、時計
等メーカーカタログ価格から２０％割引
（同伴者１名まで利用可、特別優待期間
及び特別商品は除く）

鹿嶋市宮中331-3

シダックス鹿嶋宮中クラブ

0299-82-7111

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

鹿嶋市宮下3-7-2

山本葬祭鹿嶋ホール

0299-62-3144

葬儀費用10%割引（生花壇・返礼品・飲
食・外注費・人件費・霊柩車輌費除
く）、新盆祭壇10%割引（一部除く）

神栖市大野原4-7-11

綜合警備保障(株)鹿嶋支店

0299-92-3932

ＡＬＳＯＫホームセキュリティの成
約で、3,000円～10,000円をキャッシ
バック

潮来市永山7771ショッピング
ウインクエクセラ
プラザ・ララルー内

0299-80-3511

メガネ・補聴器を10％割引

潮来市日の出7-20-1

0299-66-0511

葬儀費用10%割引（生花壇・返礼品・飲
食・外注費・人件費・霊柩車輌費除
く）、新盆祭壇10%割引（一部除く）

ビックエコー龍ケ崎店

0297-89-0001

会員に限り一般料金より全日室料３０％割
引。飲み放題、ドリンクバー、フリータイ
ム、各種パック利用の場合会計総額より５％
割引

牛久市南6-2-3

後藤サイクル

029-873-6278

自転車パンク修理料金を１０％割引

牛久市上柏田4-1-12

フラワーショップ花いちもんめ

029-871-0626

会員に限りお買い上げ時に切り花をサー
ビス

鹿嶋市

神栖市

潮来市

龍ケ崎市 龍ケ崎市緑町22

牛久市

山本葬祭潮来ホール

牛久市牛久280

メガネのプリンスエスカード牛久店

029-874-2727

商品価格からメガネを20％割引、コンタ
クトレンズ及び補聴器を10％割引（同伴
者１名まで利用可、特別優待期間及び特
別商品は除く）

牛久市栄町4-5

シダックス牛久栄町クラブ

0298-71-3311

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

牛久市猪子町４番地

明恒パール

029-874-0001

淡水真珠を通常価格から10%割
引（一部除外品あり）

阿見町

牛久市牛久町132

入江電機商会

029-872-5141

5000円以上購入の方に粗品プレゼ
ント

牛久市中央３-27-４

サワムラヤ靴店

029-873-2725

特価商品除き10%割引

牛久市田宮町142

鈴木薬局

029-872-0133

会員に限り1,000円以上の購入で
粗品プレゼント

稲敷郡阿見町うずら野２
ハギヤ電器
丁目１番地１

029-842-3081

会員に限り10,000円以上の購入で
粗品プレゼント

稲敷市江戸崎甲4836江戸崎SC
エム・テック
パンプ２F

029-892-9182

時計・コンタクトレンズ５％、メガネ
１０％割引

稲敷市浮島3583

釣船寺

029-840-7778

釣り祈祷・供養（釣り道具・釣船・魚命等）
3,000円→2500円、5000円→4000円、10000円
→8500円
その他、交通安全祈祷等5％割引引き

稲敷市江戸崎甲2683

黒田時計店

029-892-2214

会員に限り、時計５％割引・眼鏡
10％割引

稲敷市江戸崎甲2718

おしゃれの店不二家

029-892-9126

会員に限り、1,000円以上の購入で
5％割引

土浦市小松1-15-27

中島畳店

029-821-6530

畳購入・張替え等5％引き

土浦市真鍋新町18-11

メガネのクロサワ土浦店

029-822-9630

稲敷市

会員カード提示でメガネ10％、補聴器5％
割引（除外品あり）
土浦市上高津367イオンモール土浦２F

メガネのクロサワ
イオンモール土浦店

029-875-6111

土浦市港町1-7-23

綜合警備保障(株)土浦支店

029-823-1011

ＡＬＳＯＫホームセキュリティの成約
で、3,000円～10,000円をキャッシバック

土浦市中村西根島添376-1

墓地情報センターつくば本部展示場

029-843-4242

会員及びご家族に限り、最低５％割引又
は付属品サービス

土浦市永国839

シダックス土浦永国クラブ

0298-23-8866

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

土浦市中高津1-15-11

ビックエコー土浦店

029-824-0133

土浦市

土浦市大和町4-1東郷ビル５Ｆ ビッグエコー土浦駅前店

029-826-7666

会員に限り一般料金より全日室料３０％
割引。飲み放題、ドリンクバー、フリー
タイム、各種パック利用の場合会計総額
より５％割引

土浦市虫掛3477

源

029-896-8402

会員に限り車両の誤発進抑制システム
（SUN）の取り付け工賃を500円割引

土浦市東崎町1-7

塚田印刷

029-821-5603

会員の来店でポケットメモ帳をサービス

石岡市

石岡市石岡3277-1

メガネショップ

0299-24-1033

購入時の割引価格より更に5％割引

石岡市国府4-4-23

お仏壇のまつや石岡店

0299-26-0284

商品を購入した場合10％割引（広告・チ
ラシに掲載した特別表品・墓石等・特別
売出し期間は除外する。）

石岡市石岡3055-10

シダックス石岡クラブ

0299-23-7788

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

墓地情報センター小美玉・石岡
本部展示場

0299-47-1424

会員及びご家族に限り、最低５％割引又
は付属品サービス

綜合警備保障(株)つくば支店

029-853-0831

ＡＬＳＯＫホームセキュリティの成
約で、3,000円～10,000円をキャッシ
バック

ビックエコーモナコ店

029-853-1717

ビックエコー研究学園店

029-855-3006

つくば市高見原4-5-2

寺田薬局健康館

029-873-4433

会員に限り1,000円以上の購入で
粗品プレゼント

つくば市上郷961-2

秋葉輪店

029-847-3665

会員に限り、自転車パンク修理料
金10％割引

筑西市甲48

オイタ箪笥店

0296-22-4124

在庫家具50％引き・家具全般30％引き・
健康補助食品サンプル贈呈

筑西市甲89

スズキ電化ストアー

0296-24-2244

店内表示価格より5％引き

筑西市藤ヶ谷1637-12

いなば生花店

0296-37-4224

2,000円以上の購入で5％引き、講習会・
イベント参加者季節の花ポットプレゼン
ト

筑西市幸町3-15-11

楽旅クラブ

0296-48-8738

会員に限り当社送迎付旅行プラン利用時
に土産をサービス。また、女性グループ
の利用はアメニティサービス。

筑西市玉戸1006-5

シダックス下館玉戸クラブ

0296-28-8180

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

小美玉市 小美玉市竹原2277-1

つくば市東新井15-14
つくばビル7階

関友

つくば市天久保1-14-1

つくば市 つくば市研究学園4-2-14

筑西市

ネモト

会員に限り一般料金より全日室料３
０％割引。飲み放題、ドリンク
バー、フリータイム、各種パック利
用の場合会計総額より５％割引

桜川市

桜川市御領1-70

ビックエコー桜川店

0296-76-5444

会員に限り一般料金より全日室料３０％
割引。飲み放題、ドリンクバー、フリー
タイム、各種パック利用の場合会計総額
より５％割引

結城市

結城市結城1645

堀江桐タンス店

0296-33-2063

会員に限り、全商品10%割引

常総市水海道天満町2450

堀越農園

0297-22-2895

2,000円以上の購入で季節の鉢物プレゼン
ト

常総市

常総市

古河市

坂東市

常総市三坂町657-1

入山畳店

0297-22-7101

会員に限り、工事代金３%割引

古河市西牛谷1014-3

ビックエコー古河店

0280-31-5441

古河市鴻巣890

ビックエコー古河鴻巣店

0280-47-1566

会員に限り一般料金より全日室料３
０％割引。飲み放題、ドリンク
バー、フリータイム、各種パック利
用の場合会計総額より５％割引

古河市諸川1109-46

時計職人富多屋

0280-76-0362

腕時計の電池交換500円割引+スマイルポ
イントのポイント2倍

0297-35-1108

会員に限り一般料金より全日室料３０％
割引。飲み放題、ドリンクバー、フリー
タイム、各種パック利用の場合会計総額
より５％割引

坂東市辺田1104-1ヨークタウン坂
東下棟

ビックエコー坂東店

取手市白山8-5-27

セレモニ城葉ホール

0297-70-6666

会員に限り葬儀セット価格を1ランク上位で提
供
(例示～３０万円→５０万円→７０万
円等順次提供)
施主花、生花・盛籠、花輪
１０％割引、葬儀、法事での式場利用料、無
料等その他の特典多数有り

取手市新町3-3-33

綜合警備保障(株)取手支店

0297-74-0411

ＡＬＳＯＫホームセキュリティの成約
で、3,000円～10,000円をキャッシバック

取手市

守谷市

守谷市ひがし野4-2-2

守谷葬儀社

0297-48-5162

会員に限り葬儀セット価格を1ランク上位で提
供
(例示～３０万円→５０万円→７０万
円等順次提供)
施主花、生花・盛籠、花輪
１０％割引、葬儀、法事での式場利用料、無
料等その他の特典多数有り

守谷市本町205-1

シダックス守谷本町クラブ

0297-46-2783

会員に限り人数分ワンドリンクサービス
若しくは料金30％割引（除外サービスあ
り）

0297-46-4881

会員に限り一般料金より全日室料３０％
割引。飲み放題、ドリンクバー、フリー
タイム、各種パック利用の場合会計総額
より５％割引

守谷市本町249-6

ビックエコー守谷店

