
業種 加盟店名 特典 ＴＥＬ 地区

1 衣料品 おしゃれハウスこもとや ポイント5倍プレゼント 83-2748 駒ヶ根

2 衣料品 佐寿伊島田屋商店 ポイント5倍プレゼント 82-4124 駒ヶ根

3 衣料品 棒政洋品店
高級ホテル仕様ハンドタオル
プレゼント

83-3468 駒ヶ根

4 衣料品 丸正毛糸店 ポイント3倍プレゼント 83-3649 駒ヶ根

5 衣料品 中島屋カバン店 ポイント3倍プレゼント 83-3065 駒ヶ根

6 衣料品 クロゼット　ヨネザワ ポイント3倍プレゼント 83-3840 駒ヶ根

7 衣料品 ふじや
前後3日間にお買上げの方
ポイント3倍

83-7313 駒ヶ根

8 衣料品 アミィ
前後3日間にお買上げの方
ポイント3倍

82-3260 駒ヶ根

9 衣料品 CUTE DEUX ポイント5倍プレゼント 82-2910 駒ヶ根

10 衣料品 わかまつや
お誕生日プレゼントとポイント5倍
プレゼント

86-5955 飯島

お誕生日サービス特典　実施店舗一覧

特典有効期限：平成30年12月31日（月）まで



業種 加盟店名 特典 ＴＥＬ 地区

11 衣料品 大正舘洋品店 粗品プレゼント 86-2003 飯島

12 衣料品 江戸屋 粗品プレゼント 88-2530 中川

13 ガソリンスタンド
北原産業㈱
エスパル駒ヶ根SS

ポイント10倍プレゼント 83-9611 駒ヶ根

14 ガソリンスタンド 田中燃料店 ポイント10倍プレゼント 83-4165 駒ヶ根

15 グルメ・飲食 カフェ成美 ソフトドリンク1杯プレゼント 95-2507 駒ヶ根

16 グルメ・飲食 Arika ポイント2倍プレゼント 98-0675 駒ヶ根

17 グルメ・飲食 水車 ポイント5倍プレゼント 83-3635 駒ヶ根

18 グルメ・飲食 松の鮨 ポイント2倍プレゼント 83-2872 駒ヶ根

19 グルメ・飲食 茶そば　いな垣 ポイント10倍プレゼント 83-8080 駒ヶ根

20 グルメ・飲食 巴寿司 ポイント3倍プレゼント 83-4708 駒ヶ根

21 グルメ・飲食 焼き肉レストラン 花月 ポイント3倍プレゼント 86-3260 飯島



業種 加盟店名 特典 ＴＥＬ 地区

22 グルメ・飲食 BOBBY-J
次回から使える
BOBBY-Jの500円金券1枚プレゼント

86-5986 飯島

23 グルメ・飲食 和泉屋 ポイント3倍プレゼント 86-2027 飯島

24 グルメ・飲食 天七 ポイント5倍プレゼント 86-3055 飯島

25 食品・酒 ワインショップ マルマス ポイント5倍プレゼント 83-2023 駒ヶ根

26 食品・酒 柳屋肉店 ポイント2倍プレゼント 83-3525 駒ヶ根

27 食品・酒 茶処山二園
本格派銘茶ティーバック
「こもれび」プレゼント

83-2523 駒ヶ根

28 食品・酒 長野食料品店 ポイント5倍プレゼント 83-3633 駒ヶ根

29 食品・酒 中太屋酒店 ポイント5倍プレゼント 83-5510 駒ヶ根

30 食品・酒 柴田商店 100ポイントプレゼント 86-5971 飯島

31 食品・酒 玉屋商店 粗品プレゼント 88-2032 中川

32 住まいと暮らし 田村商店 ポイント2倍プレゼント 83-3602 駒ヶ根



業種 加盟店名 特典 ＴＥＬ 地区

33 住まいと暮らし コットンショップ マルコミ
ポイント5倍プレゼント
（赤札は除く）

83-2553 駒ヶ根

34 住まいと暮らし 角十綿屋商店 ポイント5倍プレゼント 82-2011 駒ヶ根

35 住まいと暮らし タケモト小間物店 ポイント5倍プレゼント 83-3439 駒ヶ根

36 住まいと暮らし 駒ヶ根永井仏壇 匂い袋プレゼント 83-4644 駒ヶ根

37 住まいと暮らし お肌の専門店中島屋 ポイント3倍プレゼント 83-3065 駒ヶ根

38 住まいと暮らし 赤穂カメラ 写真用ミニ台紙プレゼント 83-2432 駒ヶ根

39 住まいと暮らし 理髪処キガサワ ポイント2倍プレゼント 82-2673 駒ヶ根

40 住まいと暮らし ふとんのオクムラ 粗品プレゼント 82-2580 駒ヶ根

41 住まいと暮らし 花空間 季節のお花プレゼント 86-2154 飯島

42 住まいと暮らし 福島ふとん店 粗品プレゼント 86-2716 飯島

43 住まいと暮らし 金卜北富屋商店 コーヒーマグカッププレゼント 86-2039 飯島



業種 加盟店名 特典 ＴＥＬ 地区

44 住まいと暮らし 原クリーニング ポイント3倍プレゼント 86-2317 飯島

45 住まいと暮らし ハニュウ ポイント2倍プレゼント 86-5358 飯島

46 時計・貴金属 ヤマサン宝飾 ポイント5倍プレゼント 81-1234 駒ヶ根

47 時計・貴金属 宮下時計眼鏡店 3冊組ポケットアルバムプレゼント 86-2530 飯島

48 薬局・薬店 ハヤシ薬局
つれてってポイント3倍
若甦試飲プレゼント

82-5800 駒ヶ根

49 薬局・薬店 クスリのカツヤ ポイント5倍プレゼント 83-4677 駒ヶ根

50 薬局・薬店 湖北堂薬局 ポイント3倍プレゼント 83-3710 駒ヶ根

51 和洋菓子 生月 ロールカステラプレゼント 82-3118 駒ヶ根

52 和洋菓子 和スイーツ圓月堂
駒ヶ根キャラクターズクッキー
プレゼント

83-2733 駒ヶ根

53 和洋菓子 サカマ洋菓子店 ポイント3倍プレゼント 83-2647 駒ヶ根

54 和洋菓子 豊松堂 ポイント5倍プレゼント 82-3368 駒ヶ根



業種 加盟店名 特典 ＴＥＬ 地区

55 和洋菓子 御菓子処 ふくざわ かわいい金平糖1袋プレゼント 82-4926 駒ヶ根

56 和洋菓子 信州駒ヶ根菓子処 斉藤 ポイント5倍プレゼント 83-2224 駒ヶ根


