茨城県内協賛店一覧

（市町村別）

業種：グルメ

◎ ご利用される方へ ： 店舗名、サービスの内容等は、平成29年3月31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

施設名称

サービス内容

電話番号
029-305-8100

水戸市千波町2078-1

水戸プラザホテル

「レストランローズ」

水戸市千波町2078-1

水戸プラザホテル

「旬菜和膳 よし川」

水戸市千波町2078-1

水戸プラザホテル

「中国料理 四川飯店」

水戸市宮町２－４－２６

和亭美菜(みまつホテル内)

食事注文の方にソフトドリンク(グラスビール・
０２９(２２４)３００５
グラスワインも可)サービス

水戸市宮町２－４－２６

レストランＧＩＮＧＥＲ(みまつホテル
内)

食事注文の方にソフトドリンク(グラスビール・
０２９(２２４)３００５
グラスワインも可)サービス

水戸市宮町３－２－１４

レストランTin・Pan・ALLey(みまつ
アネックス内)

食事注文の方にソフトドリンク(グラスビール・
０２９(２３１)８１１０
グラスワインも可)サービス

水戸市三の丸1-4-73

水戸京成ホテル 「景山、＆me」

景山・＆meのランチ、ディナー１０％割引
（対象外商品有り及び特典等の併用不
可）

笠間市平町１２４８－２

そば処 一休庵

飲食した会員に粗品進呈

０２９６（７８）１９３７

笠間市笠間1529

味の店 はらだ

会員と同伴者3名まで飲食時にアイスコー
ヒー又はアイスクリームをサービス

0296-72-1035

ひたちなか市中根３６４８－３

アール・モンシェリー

オーガニックティー１ポット３％割引

０２９（２７３）１５７０

ひたちなか市湊中央１－５－１２

喰い道楽 すみよし

会員と同伴者にワンドリンクサービス

０２９（２６２）３５５１

ひたちなか市湊本町１８－１８

あんこうと旬魚 久楽

会員のみ旬の料理一品サービス

０２９（２６３）２２１０

那珂市鴻巣４８３

とんかつ一筋 かつ吉

定食注文の会員に限りアイスウーロン茶1杯
０２９（２９８）０１４９
サ ービス

常陸大宮市鷹巣１１５５-1

手打ちそば 泉里

会員のみ飲食代５０円割引

０２９５（５２）２２４０

常陸大宮市田子内町３１９９－
１１

湊屋

会員のみ宴会料理代から５％割引

０２９５（５２）０１２３

水戸市

ランチ５％、ディナー１０％割引
（対象外商品有及び特典等との併用不可）

029-305-8100

029-305-8100

029-226-3111

笠間市

ひたちな
か市

那珂市

常陸大宮市東富町５９５－２

いづみや常陸大宮店

会員が午前１１時から午後３時の間に食事し
０２９５（５３）７５５１
た場合飲食代５０円割引

常陸大宮市山方５８５８－１３

パールアルカディアケビン村
レストラン山ゆり

食事をした茨城県常陸大宮市内居住の会員
０２９５（５７）６８６８
に ３倍ポイント（３倍デーは除く。）

常陸大宮市南町289

ちのね

会員に限り平日ランチ注文でデザート
サービス

常陸大宮市舟生1003

丸信ドライブイン

会員に限り飲食された方にオリジナル乾
0295-57-2037
麺1束をプレゼント

常陸太田市東三町２１６３

あずま

会員と同伴者４名を含む５名まで飲み物
０２９４（７２）００５５
代金合計金額から 100円割引

常陸太田市天神林町８７０－
１５１

そば なか美

会員のみ「ざるそば」５０円割引

０２９４（７２）４６４５

常陸太田市大中町1463-8

レストラン こぐま

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２９４（８２）２１８８

常陸太田市小中町７２１－１

古神ホルモン道場

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２９４（８２）２２１９

常陸太田市町田町４８－１

藤乃屋

会員のみ「ざるそば」５０円割引

０２９４（８５）００６８

常陸太田市松平町２１０－１

藤ひろ

会員のみ「ざるそば」５０円割引

０２９４（８５）０９１３

常陸太田市金井町１７８８－２

手打ちそば 赤土

会員のみ全メニュー５０円割引

０２９４（７２）２００８

常陸太田市内堀町２９６５－３

麺屋 かぶら家

会員のみ全品５０円割引（飲食代より５０
０２９４（７２）８８３３
円割引）

常陸太田市高貫町１４４６－４

そば処 いい友

日曜限定～会員のみ「１０割野菜天
ぷらもりそば」1,200円のところ200 ０９０(５５７８)０８１２
円割引
(無くなり
次第終了)

常陸太田市内堀町３５１５

旬彩 まるよし

会員のみランチ時の海鮮丼を５０円割引 ０２９４（３３）８６６３

常陸太田市馬場町５０８

元祖西山手打うどん いづみや本店

会員のみ１００円の食券を進呈次回以降
０２９４（７３）０３４２
会員に限り利用可能

常陸太田市中城町２９９５－１

元祖西山手打うどん いづみや 注文時会員証を提示した会員に限りちく
０２９４（７２）０３４２
東バイパス店
わ天１本サービス。

常陸大宮
市

0295-52-0109

常陸太田市山下町１６９９－１

磯料理 寿司 田子

夕食事に限りソフトドリンク又はグラス
ビールサービス

常陸太田市金井町３５４７

中国料理 龍門

会員の誕生日月にソフトドリンク又はアイ
０２９４（７２）６８００
スクリームのサービス

常陸太田市木崎二町８７４

レストラン ばんび

注文時に会員証を提示した会員に限り
コーヒー一杯サービス

０２９４（７２）４５４１

1,000円以上の食事をした場合100円割
引(他の特典との併用は不可)

０２９４（７２）８８０３

常陸太田市新宿町１４３０－１４ 西山の郷 いっぷく亭

０２９４（７２）１４４０

常陸太田市宮本町４６４－２

竜神庵太田店

会員のみ「ざるそば」５０円割引

０２９４（７３）２８８８

常陸太田市西宮町１３００

株式会社 割烹 寿々木

会員に限りソフトドリンク１杯サービス

０２９４（７２）７７８８

常陸太田市稲木町１３９５－４

ＳＯＶＡ ＴＥＡ 越路

ソフトドリンク注文の場合一品に限り会員
０２９４（７２）２３３３
と同伴者１名まで１００円割引

常陸太田市馬場町８５－１

なごみ家

会員に限りランチタイム限定で
・太田ザンギ定食８１０円を７５０円に
サービス

０２９４（５１）２０４６

常陸太田市花房町２３１５－３

田舎そば さかい

会員に限りそばメニュー５０円割引

０２９４（７６）１４９５

常陸太田市亀作町５４２－４

渋谷食堂

会員に限りざるそば・ざるうどん５０円割
０２９４（７４）４０６２
引

常陸太田市宮本町３２５－６

割烹 源氏

会員に限りランチ時海鮮丼５０円割引

０２９４（７２）６００８

常陸太田市金井町４８０５－１

家族レストラン板東太郎
常陸太田総本店

会員と同伴者３名まで1人５０円割引

０２９４（３３）８５５１

常陸太田市金井町１７８８－１

白ひげ

会員に限りつけ麺にタマネギ増量サービ
０２９４（７２）９６０１
ス

常陸太田市三才町24-2

イタリア洋食堂 ラ・ヴェルデ

飲食会員のみソフトドリンクサービス

0294-72-0991

常陸太田市大中町1851-1

里美観光農園うぐいすの里

会員に限り天ざるそば５０円割引

0294-82-2980

常陸太田市高柿町343

そば処 登喜和家

けんちんそば、盛りそばに限り100円割引

常陸太田
市

0294-76-2330

常陸太田市藤田町1528-1

そば処 田季野

会員に限り1,000円以上の食事で100円割引

0294-72-3043

常陸太田市河内中町35-4

ギャラリー 杜の詩

会員に限り飲食した際コーヒーをサービス

0294-78-0177

常陸太田市西三町2129-2

釜平

会員と同伴者３名までソースカツ丼を５０円割引0294-73-0063

常陸太田市松平町210-1

古民家 和水

会員に限り梅ジュース１杯サービス

常陸太田市大里町4243-4

泰平

会員に限り1,000円以上の食事でライス（100
0294-76-2431
円）サービス

常陸太田市中染町2674

そば処 かねさん

会員に限り1,000円以上の飲食で50円割引

0294-85-0467

常陸太田市下河合1016-1

そば処「夢玄」

会員に限りせいろそばを注文で大盛り分（２００円
相当）をサービス

0294-85-2480

日立市

日立市大沼町3-34-23

昭和寿司

土日に限り会員にワンドリンクサービス

0294-33-2790

竜ヶ崎市

龍ヶ崎市大徳町764

竜ヶ崎ドライブイン

定食10％割引

０２９７(６２)５２９８

牛久市田宮町４９

中国四川料理 甲子亭

会員と同伴者にソフトドリンク又はデザートを
０２９（８７２）００２３
無料サービス（宴会を除く。）

牛久市牛久８８５－４

備長炙焼 旬彩や

会員と同伴者を含め１０名までワンドリンク
サービス(飲み放題は除く。)

牛久市柏田町１８８０－１

レストラン ニューたから

会員と同伴者３名までｿﾌﾄ ﾄﾞﾘﾝｸ又はｱｲｽｸﾘｰ
０２９（８７２）４１４８
ﾑをｻｰﾋﾞｽ(宴会は除く。)

牛久市中央４－１２－６

お好み焼き若さま

会員のみソフトドリンク1杯サービス

０２９（８７４）１４５０

牛久市神谷５－３５－１

鮨・旬の味 弥七

会員と同伴者にデザート又はソフトドリンク
サービス

０２９（８７１）８７００

牛久市神谷1-6-8

旬の台所 連根屋

飲食した会員と同伴者にデザートサービス

０２９（８７１）３０９４

牛久市中央5-3-4

鮨・割烹

飲食の会員にソフトドリンク又はアイスクリー
029-878-2713
ムのサービス

0294-33-8223

０２９（８７４）３５３８

牛久市

清瀧

牛久市中央3-22-8

和食処 田花屋

会員に限り飲食時にコーヒー一杯サービス

牛久市栄町2-7-4

彩貴

会員と同伴者にソフトドリンク１杯サービス(宴
029-878-0078
会は除く)

牛久市岡見町2625-4

みその

飲食した会員にソフトドリンクサービス

029-874-1445

牛久市城中町1768-1

とんかつ風間

会員に限り食事注文時ソフトドリンクを
サービス

029-874-3371

牛久市南1-18-22六白ビル102

プリンスインドレストラン

会員に限り飲食代より100円割引

029-871-8880

稲敷郡阿見町実穀1676-306

季節料理 たえ

1,000円以上飲食の会員に限り100円割引

０２９（８４２）６５３６

稲敷郡阿見町実穀１６３４－２４

四川亭

会員のみ飲食料より１００円割引

０２９(８４３)１８３９

稲敷郡阿見町鈴木5-4

しのぶあん

1,000円以上の飲食でコーヒーサービス

029-888-1018

稲敷郡阿見町岡崎1-12-7

居酒屋 娯衛門

会員のみ飲食代5％割引

029-887-1147

稲敷郡阿見町岡崎1-13-23

海鮮居食屋 日和

飲食した会員と同伴者にデザートアイスサー
029-888-8863
ビス

稲敷郡阿見町阿見2647-4

とん膳 阿見店

会員に限り飲食代を１０％割引

稲敷郡阿見町一区北4554-30

寿しかつ

会員に限り食事注文時ソフトドリンクをサービ
029-888-4134
ス

阿見町荒川本郷1334-24

インドカレープリンス

会員に限り飲食代より100円割引

029-869-5399

稲敷市江戸崎甲３０２５

珍満飯店

飲食した会員のみソフトドリンクサービス

０２９（８９２）２０５４

稲敷市西代187-6

おお田や

#NAME?

0299-78-2552

土浦市中央１－１２－２３

福来軒

会員に限り５のつく日(５日・１５日・２５日)利用
の場合サービス券２倍サービス
０２９（８２１）１１６２
※サービス券２０枚で３００円割引

029-871-5066

稲敷郡

029-886-8187

稲敷市

土浦市

土浦市城北町17-14

生そば きむら

1,000円以上の飲食で100円割引

土浦市並木2-1-6

鈴や食堂

会員に限り飲食時にお茶・ウーロン茶サービ
029-821-3825
ス

石岡市東石岡５－２９１０

すぎのや本陣石岡店

会員に限りドリンクバー無料サービス

石岡市南台2-9-11

すし処 大石家

会員に限り食事注文時ソフトドリンク一杯サー

0299-27-0148

石岡市国府2-1-18

(有)大石家

会員に限り食事注文時ソフトドリンク一杯サー

0299-56-5514

梅久

会員に限り食事注文時ソフトドリンク一杯サー

0299-26-3600

つくば市筑穂1-15-5

茶寮 かげつ

ランチタイム時会員証提示し飲食した会員に
限りソフトドリンク(コーヒー・紅茶・ウーロン茶 ０２９（８77）4717
のいずれか。)サービス

つくば市天久保1-18-11Kビル1F

酒房 まつり

コース予約20名以上で1名様分無料・無料送
0298-52-5052
迎バス有(要事前予約)

筑西市丙207

ジョイ ノザワ

食事注文の際ウーロン茶１杯サービス

下妻市長塚113

八幡屋

会員同席の１０名以上の宴会で焼酎ボト
0296-44-4559
ル１本サービス

下妻市鯨2045

寿司割烹 うおとく

会員同席の１０名以上の宴会でソフトドリ
0296-43-4461
ンク５本又は焼酎ボトル１本サービス

桜川市

桜川市真壁町酒寄1289

うえの食堂

会員に限り食事注文で50円割引

0296-55-3860

結城郡

結城郡八千代町菅谷1052-2

レストラン ユーミン

会員に限り飲食時にコーヒー１杯サービス

0296-48-3167

常総市水海道諏訪町３３０２

山乃井

ランチタイム(１１時30分から１３時00分までの
間)に食事をした会員にソフトドリンク1杯サー ０２９７（２２）０３７０
ビス

常総市向石下901-1

お食事処 みのわ

会員に限り食事代金から５０円割引 0297-42-4656

常総市水海道諏訪町3254-1

割烹旅館 糀屋 そば処

ランチを注文された会員に小鉢一品をサービ
0297-22-0026
ス

石岡市

小美玉市 小美玉市栗又四ヶ２４００－12

029-821-0995

０２９９（２６）６１１７

つくば市

筑西市

0296-22-2555

下妻市

常総市

つくばみらい市細代758

割烹 魚彦

会員に限りランチ注文でソフトドリンク１
杯サービス

つくばみらい市絹の台2-14-2

お食事処 ふたば

ランチを注文された会員にソフトドリンク
0297-52-5227
１杯をサービス

つくばみらい市板橋2277

麺工房 あおきや

お食事代金・商品購入10％割引

つくばみらい市板橋1821

酒処食事 四十路

会員に限り１０００円以上の食事で100円
0297-58-2366
割引

つくばみらい市谷井田1416-1

Benve Nuto （ベンベヌート）

ディナーを注文された方にアイスクリー
ムをサービス

つくばみらい市小島新田36-30

肉のはせ川 つくばみらい店

平日の食事注文でトッピング(チーズ・ネ
0297-38-7226
ギ・大根おろし等)サービス

古河市関戸１２１４－１

旬 おかさと

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２８０（９７）２０８０

古河市関戸１６２５－６

おかさと庵

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２８０（９８）３１３８

古河市関戸３４０－４

炭の家 おかさと

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２８０（９８）５７８８

古河市東諸川２７３－３

静の里 三和店

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２８０（７５）１１０１

古河市長谷町３８－１８

和食 丘里 古河店

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２８０（２２）２５１０

古河市西牛谷１０２７－２

寿司のおかさと

会員のみ280円の寿司皿１枚無料サービス

０２８０（３０）７６５６

古河市中田１６７４－１

おかさと亭 椿

会員のみコーヒー１杯無料サービス

０２８０（４８）１８６３

古河市駒羽根1502

居酒屋 大将

2,000円以上の飲食でサワー又はソフトドリン
0280-92-4488
ク一杯サービス

古河市東1-11-29

境屋

飲食の会員にアイスクリームをサービス

0280-32-3526

古河市大堤620-5

手打ちそば 昇平

会員に限り食事注文時コーヒー又は甘酒一
杯サービス

0280-32-8855

猿島郡境町長井戸731-13

天ぷらと風流そば 天吉

飲食価格から５％割引

0280-87-4360

0297-52-1677

0297-58-2131

つくばみら
い市

0297-57-0778

古河市

境

境
ロッキー

会員に限り飲食注文時ソフトドリンク1杯
0280-86-5377
サービス

猿島郡境町長井戸51-37

ステーキ&ハンバーグ

坂東市岩井4300

焼肉 がーでん

会員に限りソフトドリンク１杯サービス

坂東市岩井3307-3

旬菜料理

会員と同伴者にランチタイムの飲食でソ
0297-35-3278
フトドリンク１杯サービス

守谷市大木６７０

ホテル・日本料理 吉春

食後のコーヒーサービス

０２９７（４８）４３４３

守谷市板戸井１７６１－１

さくら坂ＶＩＶＡＣＥ

会員と同伴者１名に自家製焼き菓子(カント
イッチ)プレゼント

０２９７（４８）２５１２

守谷市本町３２４１－３

ニュー玉屋

会員同席の１５名以上の宴会でオリジナル焼
０２９７（４８）００２４
酎 １本サービス

守谷市本町３２２０－９

元禄

店内で食事をされた方にコーヒー１杯サービ
０２９７（４５）１７１７
ス(同伴者も含む。)

守谷市板戸井２５８６－３

旬割烹寿司 おおくぼ

会員同席の１０名以上の宴会で焼酎ボトル
１本サービス

守谷市中央1丁目23-4アクロス
プラザB6

酒房まつり守谷店

コース予約20名以上で1名様分無料・無料送
0297-44-7003
迎バス有(要事前予約)

守谷市中央4丁目23-1

炭火焼き まつり

コース予約20名以上で1名様分無料・無料送
0297-44-7273
迎バス有(要事前予約)

取手市白山6-23-1

あきら寿司

1,000円以上飲食の会員に限り100円割引

取手市東３-４-１２

珈 琲 茶 屋 お 食 事 甘 味 処 会員に限り飲食代金各税込価格から１００円
割引(１０月から１２月は上海カニの予約メ
花季
ニューあり。)

0297-36-1121

坂東市

守谷市

小名浜

０２９７（４６）０３８０

０２９７（７３）１４２７

取手市
０２９７（７３）４５６１

