茨城県内協賛店一覧

（市町村別）

業種：食品

◎ 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。
☆ 会員証の使い回しは無効とします。従業員が不正と判断した場合はサービスを提供しないことが
あります。
市町村別

施設所在地

水戸市南町3丁目4番14号

施設名称

水戸入船堂

電話番号

サービス内容

029-221-4513

会員に限り、商品購入時8%程度割引

水戸市千波町423ドムスオサエン1F めぐみ洋菓子店

029-244-5648

1,000円以上の購入で焼き菓子プレゼント

茨城県水戸市酒門町4572-2

斉藤製菓

029-247-4367

会員証提示で、1,000円以上の購入で
お菓子１個サービス

水戸市泉町３丁目７番30号
ラ・フォンテーヌ１階

Rice Field Café
米夢にぎりた亭

029-231-5679

会員と同伴者１名まで、1,000円以上の購
入
で、ソフトドリンクサービス

東茨城郡茨城町長岡3471-1

お弁当 仕出し あおい亭

029-292-8803

来店弁当購入会員に限りライス大盛無料

笠間市笠間２２８６－１

森の石窯パン屋さん

0296-74-0888

パン購入の会員全てにドリンクサービス

笠間市赤坂8番

焼き立てパンの店
0296-72-3171
ベーカーシェフポレポレ店

会員に限り、全品5%割引
（一部除外品あり）

ひたちなか市東本町10-1

桔梗屋本舗

029-262-4561

マドレーヌ10個以上購入で1個サービス

ひたちなか市湊中央2-4-1

宮辰商店

029-262-4044

わかめ・海苔・ひじきを割引サービス

ひたちなか市堀口613-11

たこ焼き

ひたちなか市勝田本町8-15

ポンポンダリア

水戸市

茨城町

笠間市

ひたちな
か市

東海村

福来檪(ふくろう) 029-279-0438

029-219-9659

那珂郡東海村舟石川駅西4-7-1 夢・洋菓子工房ワンダーボックス 029-287-0630

会員証提示のたこ焼き購入で、合計金額
より
50円割引

会員証提示で、1,000円以上の購入で
シフォンラスク１個サービス

税抜き1,000円以上購入で、クッキー小袋
１袋サービス

那珂市西木倉423-2

丸金産業有限会社

029-298-0207

うどん・そば購入の会員は商品1,000円以
上購入で８％割引

那珂市菅谷3690

やぎぬま農園

029-219-8127

会員に限り,来園時那珂パパイヤ加工品,
那珂パパイヤ茶等の試食等プレゼント

常陸大宮市上小瀬2101-1

菓子処ふるさわ

0295-56-2414

那珂市

会員に限り商品1,000円以上の購入で大福
1個サービス
菓子処ふるさわ
ショッピングセンター店

0295-54-1792

サザン珈琲

0295-54-1233

珈琲商品販売価格１０％割引

常陸大宮市東野4567-9

二方菓子舗

0295-52-0434

会員に限り商品1,000円以上の購入でたん
さん饅頭1個サービス。

常陸大宮市泉326

銘茶喜泉

0295-52-0390

1,000円以上の購入で5%割引

常陸太田市東三町2153-3

ケーキのお店あひるの工房ｃａ
0294-72-0401
ｆｅ

デザートセット７００円を６００円に優
遇（会員と同伴者１名を含む２名まで）

常陸太田市中城町3354-1

パピヨン

0294-73-0580

シュークリーム１０個以上購入の会員に
限り １００円割引

常陸太田市折橋町６３７－３

菓子のやまがた

0294-82-2966

菓子８００円以上購入の方に、まんじゅ
う１個サービス

常陸太田市幡町2015-4

パティスリー

常陸太田市下河合町1016-1

デイリーヤマザキ道の駅
ひたちおおた店

0294-72-2355

店内で700円以上の商品を購入した会員に限り
淹れたてレギュラーコーヒー（ホット、アイ
ス）1杯をサービス

常陸太田市木崎二町849

なごみ弁当常陸太田店

0294-33-8691

会員に限り昼夕食弁当を注文で、お茶
(ペットボトル)をサービス

常陸太田市山下町1696-3

野菜雑貨類等直売店「にじいろのたね」

0294-87-8001

会員に限り1,000円以上の買い物をすれ
ば、お茶(ペットボトル)をサービス

常陸大宮市下村田2379

常陸大宮
常陸大宮市根本563-1
市

ナチュール 0294-74-1645

1,000円以上お買い上げの方に焼き菓子を
プレゼント

常陸太田
市

常陸太田市松平町1454

ボーノボーノ

0294-85-1956

カットシフォンケーキ10個以上購入で１個サービス

日立市 日立市久慈町3-52-7

菓子店

0294-53-7678

商品1,500円以上の購入で菓子1個サービ
ス

高萩市

高萩市安良川６７９

（有）永寿堂

0293-22-2002

会員に限り商品5,000円以上購入で５％割
引

鉾田市舟木51-16

机きのこセンター

0291-36-2082

会員に限り購入金額が1,000円を超え
た場合、その代金から5％割引（特別
売出し期間は除く。）

鉾田市当間551-1

今泉食品

0291-32-5600

会員に限り購入金額が2,000円を超え
た場合、その代金から１００円割引
（特別売出し期間は除く。）

阿里山

鉾田市

龍ヶ崎市５１３１

髙橋肉店(肉の高橋)

0297-62-2024

お総菜・揚げものコーナーで1,000円以上
購入の方に、龍ヶ崎コロッケ(たかはしの
コロッケ)１個サービス(売り切れ時変更
あり。)

龍ヶ崎市白羽４－５－７

味匠つかもと

0297-62-0375

商品購入で、10%割引

牛久市田宮町45-10

かっぱ本舗

029-873-8760

会員に限り団子を10％割引

牛久市南1-21-2

天満屋

029-872-1027

1000円以上購入の方に飲み物１本
サービス

牛久市ひたち野東5-8-4 パン工房ペシュ

029-886-3608

1000円以上購入の方ににくきゅう
パンプレゼント

牛久市南1丁目21-12

欧風菓子カマンベール

029-874-5331

会員に限り、1,000円以上の購入
でシュークリーム1個サービス

牛久市中央3-27-4

不二家牛久店

029-874-0012

バースデーケーキ購入で、チョコ
プレート1枚サービス

029-891-0205

①プレミアムローストコーヒー（Ｓサイ
ズ）一杯をマクドナルド商品購入条件で
無料サービス。②ハッピーセットのチー
ズバーガーを390円に割引(１②とも会員
に限る。)

マクドナルド阿見カスミ店 029-891-0050

①プレミアムローストコーヒー（Ｓサイ
ズ）一杯をマクドナルド商品購入条件で
無料サービス。②ハッピーセットのチー
ズバーガーを390円に割引(①②とも会員
に限る。)

龍ヶ崎市

牛久市

稲敷郡阿見町中郷２－３０－
３

阿見町

稲敷郡阿見町中郷２７－２４

マクドナルド125阿見店

稲敷郡阿見町阿見3962-10

ブーランジェリー
アンソレイユ

029-887-0733

1000円以上購入の方に焼き菓子
サービス

稲敷市江戸崎甲2690

東郷菓子舗

029-892-2608

会員証提示者に限り1,000円以上お買
い上げでおまんじゅう１ヶサービ
ス。（他のサービス併用不可）

稲敷市江戸崎甲2658-1

惣菜いいのや

029-892-2625

会員に限り、惣菜購入で100ｇ増量

かすみがうら市上佐谷1529

グリーンフルーツ

0299-59-2738

会員証の提示で入園料及び梨、柿、ぶど
う購入代金１０％割引

果樹園チヨダ園芸

0299-59-5710

会員証の提示で入園料１０％割引

かすみがうら市下佐谷420

矢庄果樹園

0299-59-2754

会員証の提示で入園料１０％割引

石岡市府中２－１－３６

弁当寿司

0299-23-0087

弁当を５００円以上購入の会員にお茶等
の飲み物１個無料サービス

石岡市国府6-1-26

髙野菓子本店

0299-23-2121

商品1,000円以上の購入で5％の割引

石岡市石岡2-2-19

髙野菓子店

イオン石岡店 0299-23-0413

商品1,000円以上の購入で5％の割引

石岡市国府2-2-19

髙野菓子店

石岡駅前店

0299-22-2528

商品1,000円以上の購入で5％の割引

石岡市国府1-2-30

佃煮

0299-22-2557

お買い上げ商品5％割引

029-838-1130

①プレミアムローストコーヒー（Ｓサイ
ズ）一杯をマクドナルド商品購入条件で
無料サービス。②ハッピーセットのチー
ズバーガーを３90円に割引(１②とも会員
に限る。)

稲敷市

かすみが
かすみがうら市中佐谷744-1
うら市

石岡市

つくば市上横場２１６６－１

たやま

飯田屋

マクドナルド３５４つくば上横
場店

つくば市沼田１４００－２

つくば市 つくば市面野井267-1

沼田屋

029-866-0036

お煎餅

いおり庵つくば店 029-868-3777

会員に限り商品1,000円以上購入で5％割
引

会員に限り1,000円以上購入でお煎餅２袋
セット(100円相当)をサービス

つくば市北条２０６

近江屋酒店

029-867-0032

会員に限り商品1,000円以上購入でティッ
シュボックス１箱サービス(商品券、茨城
県収入証紙は除外)

つくば市筑波822

いでむら酒店

029-866-0043

会員に限り、1,000円以上の購入で福袋
サービス

筑西市幸町1-19-5

たま食品

0296-28-5148

弁当５００円以上お買い上げの方にお茶
をサービス

筑西市丙202-13

湖月庵

0296-22-2513

会員に限り1,000円以上購入でお菓子を
サービス

筑西市丙274

菓子処

たちかわ本店

0296-22-3268

会員に限り、購入金額が1,000円を超えた
場合、お菓子１個をサービス（特別売出
し期間は除く）

筑西市玉戸2979-2

菓子処

たちかわ玉戸店

0296-20-2626

会員に限り、購入金額が1,000円を超えた
場合、お菓子１個をサービス（特別売出
し期間は除く）

筑西市二木成1600-5

菓子処

たちかわ下館南店

0296-20-0200

会員に限り、購入金額が1,000円を超えた
場合、お菓子１個をサービス（特別売出
し期間は除く）

筑西市稲野辺268

佐藤米菓有限会社

0296-22-3559

会員に限り、500円以上の購入で、店スタ
ンプ1個サービス

筑西市丙139

菓心ひろせ

0296-22-2351

1.000円以上の購入で、お菓子１個サービ
ス

下妻市

下妻市大宝668

ゑびすや

0296-43-3495

会員に限り全品消費税サービス

桜川市

桜川市真壁町古城301-1

菓子処

0296-54-2199

会員に限り、購入金額が1,000円を超えた
場合、お菓子１個をサービス（特別売出
し期間は除く）

筑西市

たちかわ真壁店

桜川市

桜川市真壁町椎尾1286

魚徳

結城市

結城市新副寺5-16-8

菓子処

常総市水海道山田町４７６１ お煎餅

常総市

0296-55-4106

会員に限り、消費税サービス

たちかわ結城店

0296-21-2311

会員に限り、購入金額が1,000円を超えた
場合、お菓子１個をサービス（特別売出
し期間は除く）

いおり庵水海道本店

0297-23-5107

会員に限り1,000円以上購入でお煎餅２袋
セット(100円相当)をサービス

常総市水海道宝町2722-1

お煎餅 いおり庵水海道駅前店

0297-30-9000

会員に限り1,000円以上購入でお煎餅２袋
セット(100円相当)をサービス

常総市篠山639

坂入製茶工場

0297-42-2397

会員に限り全商品８％割引

つくばみらい市絹の台2-14-2

ほっとやわら農産物直売所 0297-52-6330

１０００円以上お買い上げの会員は５パーセ
ント引き

つくばみらい市谷井田2220-1

Blue Mａｒｒｏｎ
（ブルーマロン）

0297-58-8003

商品1,000円以上購入の方にラスク１袋
サービス

古河市中央町３丁目8-17

塚田製茶店

0280-22-0931

1,000円以上の購入で茶アメプレゼント

古河市本町4-3-14

野村甘露煮店

0280-32-0882

会員に限り購入額から5%割引

猿島郡境町山崎871

宮田園製茶工場

0280-87-0594

5,000円以上の購入で急須サービス

猿島郡境町大字長井戸163-3

一休だんご

0280-87-8305

会員証提示で、商品購入時20円割引券付
ポケットティッシュプレゼント

坂東市生子3522

お茶の根本園

0280-88-0241

お茶購入で、猿島茶又は国産紅茶のペッ
トボトルサービス

つくばみ
らい市

古河市

境町

守谷市

守谷市久保ヶ丘２－１８－３ お煎餅

いおり庵ふれあい道路店 0297-48-8645

会員に限り1,000円以上購入でお煎餅２袋
セット(100円相当)をサービス

