お得なプラスサービス

令和 4年10月21日

現在

プレミアム付き商品券（第５弾）でご利用いただいた場合、掲載の加盟店では
「お得なプラスサービス」があります。詳細は加盟店でご確認ください。
あさひ鍼灸整骨院
体のしんまで温まる
箱灸治療

住吉地区

2,200円を1,500円で

お菓子の甘陣
当店・ポイント ２倍
公式LINE友だち登録で
クーポン進呈

おためし頂けます。
岩本化粧品店
愛カードポイント 通常サービス

ピッツア

TEL 32-1382

うな平

ファッションS＆Y
2,000円毎

プレミアム付き商品券での
支払いのみ、
テイクアウトピザ
１０％ 割引

TEL 32-8950
商品券のご利用

イオーラ

TEL 32-0138
くつ・バッグ

おおば

デザイン性のある

愛カード宝くじ期間中は1,000円毎に

アイリスオーヤマのマスク

愛カード宝くじも進呈。

7枚入り１袋プレゼント

(但し、無くなり次第終了)

(先着500袋)

TEL 32-0032

TEL 32-3040

TEL 28-7383

TEL 32-2612

カワモト洋品店

甲州印傳と祭衣装のかわもと

サン理容室

ハウスクリーニング幸せの種

プレミアム付商品券で

プレミアム付商品券で

1,000円以上 お買上げで

1,000円以上 お買上げの方に

粗品進呈!!

粗品進呈!!

TEL 34-0567

TEL 34-0567

松月堂

スナック

不織布マスク

愛カードポイント 2倍

プレゼント

2,000円分の
新規様

500円 OFF

無料サービス
TEL 32-1548

リン

TEL 090-4162-0088

住吉水産

㈱ソーマ化粧品

プレミアム付き商品券で
2,500円 以上の

プレミアム付き商品券で

（税込み・一部支払い可）

お支払いで

お買い物で

次回、生ビール １杯 サービス

5,000円(税込)以上の

または

ご利用で粗品進呈

「おうちdeエステ」セット
プレゼント

TEL 090-5855-9615

高橋米穀

和洋菓子処

TEL 32-5081

たけうち

TEL 32-2110

㈲竹邑

メガネ.宝石.補聴器

ランチ注文の方
愛カードポイント

2倍

榛原販社

フェイシャルエステ（割引券）

お花と自家製菓子セット進呈

TEL 32-0303

防カビ抗菌コートを

愛カードポイント 2倍

デザートと
コーヒー又は紅茶サービス

プレミアム商品券利用の方
粗品プレゼント

TEL 32-0214

TEL 32-0343

田中茶舗

タンジェント

プレミアム商品券

3,000円以上

御利用額に応じ、

プレミアム付き商品券での

ご利用の方に

当店の割引券を

お買い物（一部も可）

(茶器にも使用可)

粗品プレゼント

贈呈

TEL 32-0172

TEL 33-3320

TEL 32-5581

サロンド・テル

トランタン

友鶴酒店

プレミアム商品券で

お買上頂いた方に、

お支払いの方

当店ポイント 3倍 サービス

ｗサービスとして1,000円ごとに

(※割引商品は除外)

「愛カード宝くじ」を進呈します。

2枚以上 利用で
次回割引券 (5％OFF) 贈呈

自社ポイント

2倍

TEL 32-1188

タナカ

洋風居酒屋

愛カード

TEL 33-0033

Cheers！

司工業㈱

次回

５％割引

TEL 32-2221
居酒屋

年輪

ポイント通常サービス。

愛カード会

歳末謝恩セール中は、

プレミアム付き商品券
5枚以上使用のグループ様に
ドリンク券

サービス

(一部除外あり)

TEL 32-0441

TEL 33-2607

野中製畳店

㈱マルエ
プレミアム付き商品券での

産廃処分料

お買い物で

１部屋に付き1,000円を

削りぶしパック

無料

(かつおぶし、まぐろぶし)を

TEL 32-1772
おしゃれ桟敷

三和

商品券で5,500円以上のお買物で
(一部使用可)
防カビ・防虫機能性フィルム袋 1枚
または柄不織布マスク7枚入り
プレゼント

TEL 32-1520

TEL 32-0655
酒・タバコの店

TEL 23-9915
三鶴

居酒屋

みづかみ

愛カードポイント 3倍

会計時に50％以上

歳末セール期間

プレミアム付商品券で

愛カード宝くじ

進呈

お支払いの場合、

プレゼント

(予約いただくと助かります)

10％割引いたします。

TEL 32-1531

TEL 32-1803

TEL 74-0808

㈲村田商店
商品券で5,500円（税込）以上
お買い上げの場合、
100㎖タレ１本 進呈致します。
ただし送料、梱包料は含みません。

TEL 32-1574

お得なプラスサービス
いしばしや

呉服店

プレミアム付商品券で

川尻地区

5,000円以上お買い上げの方
きもの大判たとう薄紙付進呈

隠れ家

商品券での

かつ農園
えごま油

プレミアム付き商品券（第5弾）で
ご利用いただいた 場合、掲載の加盟店では
「お得なプラスサービス」が あります。

Caris

3本以上の

エステティックサロン・シャイニー

商品券でお支払いの

当サロンの

お支払いの方、

購入で

10％OFF

「エゴマパウダー」

(1グループ1,000円引きまで)

プレゼント

TEL 23-3790

TEL 090-9198-2390

TEL 080-6240-3939

TEL 23-3960

寿し幸(寿し・うなぎ・会食)

原田洋品店

美容室パラディ

サロン・ド・プリエ

お客様に
粗品差し上げます。

3人前以上
「うな丼」ご注文(要予約)で
1人前2,200円を1,800円にてご提供

愛カードポイント 3倍

ポイント

2倍

LINE友だち登録でクーポン

(プレミアム付き商品券一部支払 可)

TEL 32-8098
マルケイ 松本酒店

現在

詳細は加盟店でご確認ください。

TEL 32-0324
和風居酒屋

令和 4年10月21日

TEL 32-0536
マルニうなぎ加工㈱

TEL 33-9808
ヤマカ松本商店

来店ポイント

2倍

プレミアム商品券での
施術・お買い物(3,000円以上)で
よもぎ蒸し1回サービス♡

TEL 33-3448
訪問美容＆美容室 Liam

プレミアム付き商品券での

プレミアム付き商品券での
お買い物
愛カードポイント2倍

きも串

2本

サービス

うなぎの佃煮セット

次回使用できる

（うなぎと肝）の ご購入。

500円引きクーポン

通常1,080円（税込み）を

(技術料金から割引)

30％引き756円（税込み）

TEL 32-0378

TEL 32-0528

おこめ館

片岡地区

いわ堀

自社サービスシール
2倍 進呈

㈲山城屋

村田商店

メルマガ登録と
1,000円以上のご利用で

㈱大井川うなぎ

オリゾン吉永

毎月最終の土曜日を
当社特売Dayとして

愛カードポイント ２倍

化粧品のサンプル
プレゼント

TEL 23-9160

TEL 32-0260

吉田商会(秋山タイヤ)

Hair Salon リブラ

新品タイヤ1本購入につき

オイル交換 半額券 進呈
TEL 32-6134

TEL 090-5638-5652

お安くさせていただきます。

TEL 32-0147
㈲福世オートサービス

TEL 33-3302

チューブレスバルブ

新規様
カット(シャンプーブロー込)
￥4,700→\4,200

１ヶ プレゼント

カラー(根本のみ)￥6,600→￥6,050

TEL 32-0503

TEL 32-0503

TEL 33-0707

美容室アアロット

ulu

粂田畳店

新規、1年以上来店のないお客様

神戸
大幡地区

カット(一般)+シャンプー ￥3,500
カット+カラーリタッチ

\8,500

カット+カラー 全体

次回使用できる
ドリンククーポン 贈呈

産廃処分料 サービス

\8,900 ～ (ロング料金＋500円～)

グランド

ディム

TEL 33-0256

TEL 050-3703-3019

TEL 32-3261

㈱さんせい茶園

駿河淡水㈱

せんだん酒店

プレミアム付き商品券での

次回お買い上げの際、

御食事(一分使用可)

使用できる

加工鰻・予約販売会にてプレミアム商品券

3,000円以上 お買い上げで
「白焼ききざみ鰻」(1,500円・300ｇ相当)

愛カードポイント ２倍

1パック もれなく進呈。

アミューズ(お通し)サービス

20％割引券 プレゼント

TEL 23-9755

TEL 23-3010

TEL 32-9020

TEL 32-0164

そねたけ

㈱廣川組

㈲良知園芸

ロコもみ

次回

プレミアム付き商品券での

ハンドクリーム
サンプル進呈
TEL 32-8000

平常価格の
10％引き致します。
TEL 32-1857

詳しくは 電話にてお問い合わせ下さい。

「10％OFF券」

お支払い、癒しグッズ
（ホットアイマスク＆ミニカイロ）

贈呈

進呈

TEL 32-1878

TEL 23-5756

