
らぽくらぶ★ローカルオフ提携店舗一覧
2019年3月現在情報

* 飲食店 *
ひたちなか（勝田駅前）エリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 串焼酒場　がってん 手羽先唐揚お一人様一本ずつサービス 表町1-4 勝田ﾋﾞﾙ102号 029-275-0327 １７：３０～２４：００ 不定休

2 二升五合 ドリンクサービス 表町3-7 029-274-3199

3 さくら100年 常陸牛ローストビーフ 表町3-10 029-229-1443 １８：００～２４：００ 不定休

4 麺酒場　れんげ 100円トッピング無料 ひたちなか市表町3-10 029-272-1712 火～木 11：30～13：30　19：00～02：30 月曜日

5 酒彩 きらら 2名様3,000円以上の飲食で1000円オフ 表町3-19 029-271-0074 １７：００～１：００ 日曜日（１５名以上の予約が入れば営業）

6 喫酒店 Manboo（マンボー） ミニ刺盛り または とりから揚げサービス 表町4-7 清水ﾋﾞﾙ 029-272-4410 １８：００～２３：００ 不定休

7 創作居酒屋　きらく 本日のオススメ一品orオススメドリンク一杯サービス 表町6-10 029-229-1177 １７：３０～２４：００ 火曜日

8 Cafe タマリバ 駐車券200円分→400円分サービス 表町8-8 029-212-6222 １１：00～２３：００

9 居酒屋 Sonamu (ソナム) キムチ・韓国のりサービス　次回ドリンク１杯サービス券 勝田中央3-4 ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞ1F 029-272-7015 １７：００～２４：００ 日曜日

10 勝田バル・マル オススメ一品サービス 勝田中央3-4 050-5827-7170 １７：００～２５：００

11 嘉楓(かふう) オススメ一品サービス 勝田中央3-7 029-212-5858 １７：００～２５：００ 日曜日

12 IRISh PuB&CaFe DOYOLE’S オススメ一品サービス 勝田中央3-14 029-350-6644 １７：００～２５：００ 年末年始

13 十五屋 オススメ一品サービス 勝田中央3-14 安藤ﾋﾞﾙ 2F 029-229-1867 １７：００～２３：００（Ｌ．Ｏ） 日曜日

14 立ち呑み処 姫串 1,500円以上の飲食で10%OFF 勝田中央4-9 029-275-1313 １７：００～２４：００ 月曜日

15 焼肉酒場　楽座 オススメおつまみ１品サービス 勝田泉町1-8 ｺｺﾁﾋﾞﾙ 1F 029-274-3551 １７：００～２４：００ 日曜日

16 馬いもん酒場　まんてん 馬肉刺身(赤身)一皿サービス 勝田泉町1-5 029-275-0910 １７：００～２４：００ 日曜日

17 彩鶏家さんさん 2～4名様の利用でお会計から10％オフ　 勝田泉町2-8 029-272-3533 １７：３０～２４：００ 日曜日

18 幸味処　するが 料理一品サービス 勝田泉町3-18 029-275-7211 １７：００～２３：００ 日祝日

19 ソウル市場 自家製キムチ一皿サービス 勝田泉町4-5 029-272-3020 １７：３０～２５：００ 第2、第4日曜日

20 酒膳 中なか 2名様3,000円以上の飲食で1000円オフ 勝田泉町4-8 029-274-8050

21 串焼き 炙山 お会計からから10%オフ 勝田泉町5-16 029-272-5110 １７：３０～２４：００ 日曜日

22 美酒処　のんのん物語 お会計から5％オフ（コース料理時を除く） 勝田泉町14‐3 029-274-0131 １７：３０～２３：００ 日曜日他

23 韓国料理　あがし キムチサービス 元町1-10 029-272-3011 １７：００～２４：００ 祝祭日・日曜

25 博多もつ鍋・馬肉料理 一九 裏メニュー一品サービス,8名様以上ご宴会ご利用で幹事様1名様無料 表町3-19 029-212-9729 17：00～25：00 なし

26 旬鮮料理　ごえん 生ビール1杯サービス 元町8-4 HTビル 1F 029-212-6899 17:30～23:00(L.O.) 要確認

27 Trattoria＆Bar maruken（トラットリアアンドバー マルケン） カニみそグラタンおためしクーポン 勝田泉町2-1　吉原ビル102 029-274-0830 18:00～0:00【23:00(L.O.)】 日曜日

28 ビストロクスクス ドリンク1杯サービス 石川町14-1　ドンキホーテ勝田店様向かい 029-212-3154 11:00～16:00　17:00～23:00 不定休

29 サザコーヒー 本店　※本店限定 500円以上お買い物で、本日のコーヒー券1枚サービス ひたちなか市共栄町８-１８ 029-270-1151 10:00～20:00 なし

30 家庭料理 三代目 山家 ひたちなか市表町14-4 029-275-6765 11：30～13:30・17：00～ラスト 火、祝日、その他あり

ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 カピアンコーヒー 飲食代orコーヒー豆購入金額より5％OFF 津田1949-11  029-354-6333 平日９：００～１９：３０土・日・祝８：００～１９：３０

2 Zucchero(ズッケロ） ミニアイスサービス 津田東1-7-21 029-219-5299 １１：００～１５：００・１７：３０～２２：３０ 火曜

3 桔梗屋 全品ちょい盛サービス 市毛1243-4 029-272-3622

4 Little Linda(リトルリンダ) メイン料理のトッピング1種サービス 田彦1614-4 029-229-1989 １１：３０～１４：３０　１７：３０～２１：００ 水曜日

5 中華料理 満福 3,000円以上飲食にて100円引 東石川200-7 029-271-0017 １１：３０～２６：００ 毎週月曜日

6 タイ焼きカフェSunbaby 大人の学校、体験入学3,000円➡2,000円 西大島2-4-9 029-212-3450 １０：００〜１７：００ 火曜

7 カフェレストラン ムートン ミニアイスクリーム or ドリンク1杯サービス 西大島3-4-3 029-275-0505 １１：００～１５：００（Ｌｏ　１４：３０） 火曜日

8 ライブラリーカフェ然々 イベント時の優待 松戸町2-8-17 029-354-5354 １１：３０～２２：３０

9 キッチンオトボケ グループ全員にコーヒーサービス 相金町1-2 029-263-2838 １１：００～１４：００・１５：００～２０：００ 水曜日

10 鮨の浜よし 手作り小鉢サービス 海門町1-6-16 029-263-5444 １１：３０～１５：００・１７：００～２２：００ 火曜日（祝日の場合は翌日）

11 旅館　ごとう らぽくらぶランチ・ドリンクサービス、宴会時焼酎サービス 阿字ヶ浦3240 029-265-9104

12 KAFKA 1ドリンクサービス 東石川2611-36 090-2240-6602 17:00〜24:00 日曜日

13 くにもと寿司 ちょい盛りサービス 津田3242-1 029-272-6463 火曜日

14 水車 生ビール、又はソフトドリンク1杯サービス 高場4-10-9　コーポG1F 029-202-0774 18：00～24：00 火曜日

15 生そば　さんぷく 小鉢一品サービス 津田2762-54 029-273-6274 11：30～14：00 火曜日(第3火水)

16 ㈱長寿荘　ホテルクリスタルパレス レストランサーラ　ご利用代から5%割引 大平1-22-1 029-273-7711 11：00～14:30・17：00～20:30（LO) なし

水戸エリア
店名 サービス 住所　水戸市 電話番号 営業時間 定休日

1 Tommy Bird 若鳥もも肉1本サービス 見川2丁目86-13 029-241-1194

2 魚旬　がんこ家　赤塚店 飲食代5％オフ 石川3-4135-17 .029-253-2566 １１：００～１５：００・１７：００～２２：３０ 12/31、元旦のみ定休

3 魚旬　がんこ屋　笠原店 飲食代5％オフ 笠原町1189-1 029-240-4222 １１：００～１５：００・１７：００～２２：３０ 年中無休

4 貴韓房 飲食代5％オフ 宮町1-7-31 ｴｸｾﾙみなみ6F 029-306-9556

5 ビストロエンドウ 飲食代5％オフ 南町1-3-18 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ〈水戸駅北〉2階 029-225-8826 ６：３０～１０：００・１１：００～１５：００・１７：００～２３：００ 年中無休

6 ウエスタン牧場 飲食代5％オフ 泉町1-6-1 京成百貨店9F 029-302-5141 １１：００～２２：００

7 薫風　梅み月 飲食代5％オフ 見和1-311-7 029-309-6111
１１：００～１５：００・１７：
３０～２２：００

12/31、元旦のみ定休

8 焼にく 和牛食堂 見和店 飲食代5％オフ 見和1-309-4 029-257-2911 １１：３０～１５：００・１７：３０～２４：００ 12/31、元旦のみ定休

9 焼にく 和牛食堂 笠原店 飲食代5％オフ 小吹町2701 .029-241-5531 １１：３０～１５：００・１７：３０～２４：００ 12/31、元旦のみ定休

10 元気家元 とん 宮町店 飲食代5％オフ 宮町3-2-14 029-233-2881 １７：３０～２４：００

11 元気家元 とん 米沢店 飲食代5％オフ 米沢町166-2 029-248-1041 １７：３０～２４：００ 12/31、元旦のみ定休

12 元気家元　とん　東原店 飲食代5％オフ 東原1-2-48 029-291-8201 １７：３０～２４：００ 12/31、元旦のみ定休

13 まぜそば専門店 MOG 堀町店 １００円トッピング or 本日のアイスサービス 茨城県水戸市堀町９６５−１ 090-5428-9778 11:30～23:00 木曜日

14 city -cafe and space- ランチタイム以降のご注文お会計10％オフ 水戸市鯉淵町3285-12 029-388-2765 11：00～21：00(L.O 20:00)  (土日)～22：00(L.O 21:00) 不定休

15 レストラン・アオヤマ ドリンクとケーキサービス 水戸市姫子2丁目30 NS赤塚第2-D 029-257-9292 11:00～16：00　17:30～22：00 木曜日

16 deuxieme ete （ドゥージィエム エテ） ランチセット注文でデザートセット半額(￥300⇒￥150) 水戸市川和田1-1610-2 029-297-7778 11：00～15：30　 17：30～22：00 月曜日（祝日の場合翌日）

17 ㈱ガンジーインターナショナル 日替わりサービス 水戸市袴塚3-9-2 029-231-9318 11：00～15：30　 17：00～23：00(L.O 22:00) 不明

記載されている情報は季節、曜日等により変わる場合があります。 詳しい営業時間・定休日等は直接店舗にお問合せください。

ご利用時は、店舗でらぽくらぶカードのご提示をお願いします。



* 飲食店 *
日立・北茨城エリア

店名 サービス 住所　日立市 電話番号 営業時間 定休日
1 よっこらしょ総本店 定食メニューお肉大盛り無料 茨城県北茨城市磯原町2547-3 0293-43-6496 11：00～21：30 不定休

2 食堂　青木屋 ソフトドリンク一杯サービス 川尻町4-9-6 0294-43-3355 １１：００～１５：００・土・日１１：００～２０：００ 毎週火曜日、第1、第3月曜日

* パン・菓子・惣菜店 *
ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 ミシェル洋菓子店 2,000円以上購入で焼き菓子サービス 津田1855-7 029-276-8288 ９：３０～２０：００ 毎週水曜日（祝日の場合は翌日）

2 株式会社　きくち　本店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） 市毛975-7 029-274-1713 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業

3 株式会社　きくち　長堀店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） ひたちなか市長堀町3-12-4 029-274-1715 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業

4 株式会社　きくち　外野店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） ひたちなか市大字東石川2611-48 029-273-9467 ９：００〜１９：００ 元旦のみ休業

5 株式会社　きくち　佐和店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） ひたちなか市高場１丁目６番地１１ 029-285-2500 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業

6 株式会社　きくち　湊店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） ひたちなか市栄町2-13-33 029-263-6993 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業

7 ボンジュール ひたちなか店  700円以上購入で日替わり菓子パンサービス 市毛 975-10 029-274-1820

8 グレートリーフ 2,000円以上購入で芋レーヌ一つサービス 大平1-13-1 029-272-0480 ９：００～１９：００ 水曜日、第二木曜日

9 ベニヤ精肉店 2,000円以上購入で特製コロッケサービス 表町10−1 029-272-3742 火曜日

10 ベーカリーカフェ しもいち お会計より10％オフ 勝田中央6-2 029-219-6807 10：00～20：00 土日祝

11 Pompon Dahlia (ポンポンダリア） 2,000円以上ご購入にてシフォンラスク1個サービス 勝田本町8-15 029-219-9659 10：00～18：00 毎週日曜・月曜日

12 ほしいも工房-遊心- 来店5,000円以上ご購入にて、ほしいも1袋(200g)サービス　※1月～2月までの期間限定 馬渡318-2 029-272-2937 10：00～17：00 毎月6・20日

店名 サービス 住所　水戸市 電話番号 営業時間 定休日
1 株式会社　きくち　　堀町店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） 水戸市掘町1122-12 029-252-7888 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業
2 株式会社　きくち　県庁前店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） 水戸市笠原1560 第二信輝ビル1F 029-241-3141 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業

店名 サービス 住所　東海村 電話番号 営業時間 定休日
1 株式会社　きくち　　東海店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） 那珂郡東海村舟石川駅東3-9-26 029-284-0111 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業

那珂・大宮エリア
店名 サービス 住所　常陸太田市 電話番号 営業時間 定休日

1 株式会社　きくち　　太田店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） 常陸太田市寿町538 0294-73-0151 ９：００〜１９：００ 元旦のみ休業

日立エリア

店名 サービス 住所　日立市 電話番号 営業時間 定休日
1 大髙かおる堂 2,000円以上購入でかおるドーナツ1個サービス 川尻町5-16-10 0294-43-5745 ９：００～１９：００ 不定休

2 株式会社　きくち　　大みか店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） 日立市大みか町1-2-10 山縣ビル１F 0294-52-3166 ９：００〜１９：３０ 元旦のみ休業

3 株式会社　きくち　多賀店 ふれ愛カードスタンプ2倍押し（1日15日除く） 日立市千石1-4-26 小林第一ビル1F 0294-36-1714 ９：００〜１９：００ 元旦のみ休業

4 Tadaima Coffee(タダイマコーヒー) 手詰めドリップパックコーヒー（8種類）を一袋プレゼント 日立市若葉町1-13-5 0294-85-7715 10：00～19：00 水曜日

5 樫村ふぁーむ お会計時10％オフ 日立市十王町伊師3270 0294-39-5038 9：00～18：00

* 美容室 *
ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 ANTHEM美容室 カード提示で割引チラシ料金で利用可能 はしかべ2丁目3-2 029-229-1018 ９：００～１９：００ 毎月1日・2日

2 GLANDALE カード提示で割引チラシ料金で利用可能 稲田607-4 029-297-1333 月～木・土９：００～１９：００・金９：００～２１：００  日曜日

3 LUCIDO STYLE Chicflik カード提示で割引チラシ料金で利用可能 新光町35 ﾆｭｰﾎﾟｰﾄひたちなか ﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ2F 029-200-0801 １０：００～２０：００

4 GARDEN カード提示で割引チラシ料金で利用可能 石川町1-1 ﾒｶﾞﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ勝田店1F

5 SALON DE ART 長崎屋店 カード提示で割引チラシ料金で利用可能 石川町1-1 ﾒｶﾞﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ勝田店2F 029-272-9873 １０：００～２０：００

6 beauty salon SUZUKI カード提示で割引チラシ料金で利用可能 田彦656 029-273-8473

7 PUR美容室 カード提示で割引チラシ料金で利用可能 東石川2-1-6 029-274-7220 ９：００～１９：００

8 石川理容所 シェービング後のフェイスパックサービス 笹野町2-2-12 029-274-7684 平日9：00～19：00　祝祭日：8：00～19：00 火曜日・第2・第3月曜日

水戸エリア
店名 サービス 住所　水戸市 電話番号 営業時間 定休日

1 PA.ZA.PA カード提示で割引チラシ料金で利用可能 元吉田町1477-1 029-304-2003 9:00 ～ 19:30 日曜日

2 美容室ららら　姫子店 ヘアブラシプレゼント 姫子1-4375-1 029-255-5539 平日１０：００〜２０：００・土・日・祝９：００〜１８：３０ 毎週火曜日・第３月曜日

3 Beauty Paradise Candy Candy EXAトリートメント20%OFF 姫子1-843-6 029-252-2630 １０：００～１９：００ 火曜日

4 ビューティーサロンれい 初回ハンドクリームサービス 水戸市吉沢町294-1 029-247-9066 9：00～19：00 火曜（第１・第３月火）

那珂・東海エリア

店名 サービス 住所　 電話番号 営業時間 定休日
1 SALON DE ART 那珂店 カード提示で割引チラシ料金で利用可能 那珂市菅谷2370-1 029-298-4820 日曜日

2 HAIR PRODUCE Sage カード提示で割引チラシ料金で利用可能 東海村舟石川762-1 ｲｵﾝ東海店1F 029-283-2700 １０：００～２０：００

日立エリア
店名 サービス 住所　日立市 電話番号 営業時間 定休日

1 SALON DE ART 日立店 カード提示で割引チラシ料金で利用可能 幸町1-17-1 ﾋﾟﾀｯﾁ館3F 0294-21-7510 １０：００～２０：００ 年中無休

2 SALON DE ART 高萩店 カード提示で割引チラシ料金で利用可能 高萩市大字下手綱105 ﾍﾞｲｼｱﾓｰﾙ内 0293-23-8181 １０：００～２０：００

* 暮らし *
ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 ㈱ブックエース（勝田東石川店） 書籍購入時Tポイント3倍付与 東石川3614-1ヨークタウンひたちなか内 029-354-8831 9:00～24:00 なし

2 ㈱小野写真館 カード提示でクリアパネル6,000円⇒5,000
円

東大島2-2-16 029-274-1791 9：30～18：30 火曜日・第2水曜日

3 二十歳振袖館Az  ひたちなか本店 カード提示でクリアパネル6,000円⇒5,000
円

東大島2-2-20　スペース八重 029-219-7170 10:00～19:30 火・水

4 ㈱長寿荘　ホテルクリスタルパレス ブライダルフェア来館の2人にケーキセットサービス 大平1-22-1 029-273-7711 なし

5 キクチシング 5,000円以上購入で枕カバープレゼント 大平1丁目5番13号 029-272-1221 １０：００～１９：００ 年中無休

6 株式会社 環希（たまき） 新築時、子供部屋サービス（子育て支援） 勝倉1005-1 029-285-9186 ９：００～１８：００ 水曜日

7 加藤洋品店かどや 中学校制服購入にて、3年間お直し無料 馬渡318-2 029-272-2937 毎月6・20日

水戸エリア

那珂・東海エリア

https://tabelog.com/ibaraki/A0801/A080102/8012675/


* 暮らし *
ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
11 トーヨコクリーニング 堀口店 クリーニング代より5％オフ 勝田中原町6-9 029-272-5800 9：00～20：00 年中無休

12 トーヨコクリーニング　本店 クリーニング代より5％オフ 共栄町5-2 029-272-3399　 8：00～20：00 年中無休

水戸エリア
店名 サービス 住所　水戸市 電話番号 営業時間 定休日

1 エースゴルフスタジアム 店内商品5％オフ 加倉井町445 029-253-6210 10：00～21：00 年中無休

2 二十歳振袖館Az  水戸店 写真（手札プリント）プレゼント 元吉田町313-1ウェディングセレクトショップ水戸2F 029-353-6631 10:00～19:30 火・水

3 フォトスタジオ Cocoa　水戸店 撮影料（2,900円）無料 見和1-470-38 029-239-3760 10:00～19:30 火・水

那珂・東海エリア

店名 サービス 住所　 電話番号 営業時間 定休日
1 ㈱ブックエース（東海店） 書籍購入時Tポイント3倍付与 那珂郡東海村舟石川駅西3-14-14 029-283-3113 029-283-3113 なし

日立エリア

店名 サービス 住所　日立市 電話番号 営業時間 定休日
1 ㈲マキシム大平 腕時計電池交換200円引 川尻町4-9-17 0294-43-5611 ９：００～１９：００ 水曜日

2 二十歳振袖館Az  日立店 写真（手札プリント）プレゼント 田尻町4-48-5 0294-33-6868 10:00～19:30 火・水

3 フォトスタジオ Cocoa　日立店 撮影料（2,900円）無料 田尻町4-48-5 2F 0294-33-6155 10:00～19:30 火・水

* 癒し・健康 *
ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 タイ古式＆痩身Liburan ～休花～ ボディケア70分4,000円（通常60分4,680円） 表町20-3 ﾆｭｰｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ1F 029-229-1425 １３：００ ～ ２４：００ 無休

2  STRAIGHT ボクシング クラブ 入会金10,000円より30%オフ（7,000円） 東石川3159-11 2F 029-229-3182 平日１７：００～２２：００・日１３：００～１７：３０ 土曜日,祝日

3 M&M整体サロン 初回遠赤外線ドーム無料体験 市毛1166-2 サニーハイツA102  090-8873-3904 予約制

4 たいよう施術院 カード提示で初診￥8,640⇒￥4,320 松戸町2-8-11 090-9345-6219 9:00～23:00 不定休

5 発酵浴＆カフェ　ひなゆ 二回目以降のご来店で浴衣代サービス ひたちなか市表町10-10 070-6575-2170 10:00～19:00 不定休

6 アシストスポーツクラブ 入会金50％オフ ひたちなか市高場1177 029-271-1222 月～土:9:00～22:00,日:10:30～17:30 毎月29・30・31日　夏季・年末年始

那珂・大宮エリア

店名 サービス 住所 電話番号 営業時間 定休日
1 ネイルサロン　ＮＡＲＵ 施術代10％オフ　(平均4,000～5,000円) 那珂市菅谷1294-6 nailsalon_nalu@yahoo.co.jp １０：００～１９：００ 完全予約制

2 ほぐしと癒しのサロン★キラキラ★ アクセサリー類のパワフル浄化　1,000円→500円 常陸大宮市山方　ｶﾙﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ奥･山方保育所東隣 0295-57-3351 １０：３０～１７：００ 不定休

日立エリア

店名 サービス 住所　日立市 電話番号 営業時間 定休日
1 さとう整骨院 高濃度酸素BOX 通常料金より初回500円引き 十王町友部東2-1-21 0294-33-9337 ９：００～１３：００・１５：３０～２０：００ 土曜日午後,日・祝

水戸エリア

店名 サービス 住所　水戸市 電話番号 営業時間 定休日
1 足と靴の訪問販売専門店 ESche-エスチェ- 修理代金500円引き 水戸市けやき台1-131-6 080-6887-4008 完全予約制 不定休

2 シオン施術院 初診￥6,480⇒￥3,240 もしくは贅沢たっぷりプラン￥13,000⇒\5,000 水戸市東野町284-78 029-291-8077 10:00～20:00（最終受付19：00） 水・日

* 自転車・自動車 *
ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 太洋オートサイクル 自転車修理100円引、バイク修理時200円引 市毛1249−1 029-274-3864 9：00～19：00 火曜日

2 タイヤショップ市毛 タイヤ購入時　エアゴムバルブ交換サービス 稲田1431-7 029-274-4040 ９：３０～１９：００・土９：３０～１８：００

3 サカイ ニュー足崎SS ガソリン2円・オイル交換10％・1,620円洗車200円オフ 足崎1445-15 029-272-3847

4 サカイ勝田堀口給油所 ガソリン2円・オイル交換10％・1,620円洗車200円オフ 堀口695-4 029-272-2645

5 磯崎自動車工業 車購入時カーナビ・車検時オイル交換サービス 柳沢236-2 029-263-3245 9：00～19：30 毎週火曜（祝日除く）

6 モト･バイス･オガワ 自転車購入時10％off(新車に限る)　バイク購入時、諸経費無料 表町8-8 029-272-2623 8：30～19：30 火曜日

那珂・東海エリア

店名 サービス 住所　 電話番号 営業時間 定休日
1 オートサービス 車検時オイル交換サービス,板金部品値引 那珂市後台3080-1 029-298-8937 9：30～19：30 火曜日

2 株式会社　ビッグラン市毛 タイヤ購入時　エアゴムバルブ交換サービス 東海村舟石川152番地 029-283-2349 ９：３０～１９：００・土９：３０～１８：００

水戸エリア

店名 サービス 住所　水戸市 電話番号 営業時間 定休日
1 CAR TECH 車検時、オイル交換・その他点検サービス 水戸市塩崎町782-1 029-263-0024 9：00～18：00 日曜日

* その他 *
ひたちなかエリア

店名 サービス 住所　ひたちなか市 電話番号 営業時間 定休日
1 株式会社　ライツ スズメバチ駆除作業　代金3,000円オフ　シロアリ駆除作業　代金15%オフ 高場4-16-11 029-202-2570 9：00～18：00

2 有限会社 ファインサーヴィス 利用料10%オフ 堀口695-12 029-275-1377 9：00～21：00 年中無休

3 有限会社　花豊葬祭 花豊葬祭「友の会」サービス 勝田本町２８－２ 029-273-8714

4 わくわくビーファーム 2,000円以上の購入時5%オフ hidechan1120@yahoo.co.jp 029-275-0867 9:00～17:00 不定休

5 黒澤醤油店 お買い上げ商品代より5％オフ 馬渡1260 029-272-3776 9：00～18：00  日曜・祭日

6 かつた動物病院 粗品プレゼント ひたちなか市津田2729-7 029-275-4111 9：00～12:00・16：00～19：00 日・祝

水戸エリア

店名 サービス 住所　水戸市 電話番号 営業時間 定休日
1 プラントドールレイコ 作品見学無料（要予約) 水戸市吉沼町402-3 029-224-1438

2 雑貨のお店 ショコラ 1,000円(税抜き)以上の商品10％オフ 水戸市笠原町147-3 029-388-0477 11：00～17：00 毎週月曜・木曜日

3 小林そろばん暗算学び塾 水戸校 月謝消費税サービス 水戸市笠原町147-3 029-388-0477 11：00～19：00 毎週月曜・木曜日

那珂・大宮エリア

店名 サービス 住所 電話番号 営業時間 定休日
1 小林そろばん暗算学び塾　常陸大宮校 月謝消費税サービス 常陸大宮市541-309 0295-52-0539 11：00～19：00 毎週月曜・木曜日


