
分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の
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会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 エリアセレクションエリアセレクションエリアセレクションエリアセレクション 名古屋観光ホテル 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：9,000円～   2名1室：6,480円～   3名1室：6,200円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 エリアセレクションエリアセレクションエリアセレクションエリアセレクション 名古屋東急ホテル 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：9,000円～   2名1室：5,700円～   3名1室：5,000円～
  4名1室：4,400円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 エリアセレクションエリアセレクションエリアセレクションエリアセレクション 名鉄犬山ホテル 犬山市
【最安料金】
　1名1室（朝食付）：10,152円～   2名1室（食事なし）：6,600円～
  3名1室（食事なし）：5,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿
一人旅、ビジネスに一人旅、ビジネスに一人旅、ビジネスに一人旅、ビジネスに
おすすめの宿おすすめの宿おすすめの宿おすすめの宿

名鉄グランドホテル 名古屋市中村区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,500円～   2名1室：5,500円～   3名1室：5,400円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし ホテル　メルパルク名古屋 名古屋市東区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,950円～   2名1室：3,915円～   3名1室：3,330円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし サイプレスガーデンホテル 名古屋市熱田区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,900円～   2名1室：6,300円～   3名1室：5,400円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし 伊良湖ビューホテル 田原市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：8,000円～   2名1室：5,000円～   3～4名1室：4,500円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし 三河湾リゾートリンクス 西尾市
【最安料金（食事なし）】
　1～2名1室：6,000円～   3名1室：5,500円～   4名1室：5,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 京屋旅館 名古屋市西区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：18,210円～   2名1室：8,750円～   3～4名1室：8,260円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ホテルウィングインターナショナル名古屋 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：3,200円～   2名1室：1,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 サンホテル名古屋錦 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,350円～   2名1室：4,340円～   3名1室：4,300円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ベストウェスタンホテル名古屋 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：3,570円～   2名1室：1,437円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 都心の天然温泉　名古屋クラウンホテル 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,400円～   2名1室：3,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 名古屋クレストンホテル 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,250円～   2～3名1室：4,420円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 チサンイン名古屋 名古屋市中村区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,050円～   2名1室：3,330円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 名古屋リバティホテル 名古屋市中村区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,200円～   2名1室：3,050円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ロイヤルパークホテルザ名古屋 名古屋市中村区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：7,300円～   2名1室：5,150円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 はづ別館 新城市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：12,960円～   2名1室：11,880円～
  3～6名1室：10,800円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 漢方薬膳料理の宿　はづ木 新城市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：20,520円～   2名1室（食事なし）：15,120円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 合掌造りの宿　はづ合掌 新城市
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：23,760円～   3名1室：20,520円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 湯の風　HAZU 新城市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：12,960円～   2名1室：9,720円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 チサンイン豊川インター 豊川市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,230円～   2名1室：2,880円～   3名1室：2,160円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 伊良湖シーパーク＆スパ 田原市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,930円～   2名1室：4,830円～   3名1室：4,300円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 海と空と風の宿　ホテル明山荘 蒲郡市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：10,500円～   2～4名1室（朝食付）：6,400円～
  5名1室（朝食付）：6,100円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 和のリゾート　はづ 蒲郡市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：11,880円～   2～5名1室（朝食付）：5,940円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 平野屋 蒲郡市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：7,500円～   2名1室：6,300円～   3名1室：5,800円～
  4名1室：5,300円～   5名1室：4,800円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 衣浦グランドホテル 碧南市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,100円～   2名1室：5,150円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 CANDEO　HOTELS　半田 半田市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,800円～   2名1室：5,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ホテルクラウンパレス知立 知立市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,800円～   2名1室：4,500円～

クラブオフ
ホームページ

海外ホテル海外ホテル海外ホテル海外ホテル －－－－ ウェスティンナゴヤキャッスル 名古屋市西区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：11,000円～   2名1室：9,500円～   3名1室：7,704円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ ヒルトン名古屋 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：20,520円～   2名1室：11,880円～   3名1室：8,640円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋 名古屋市中区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：10,800円～   2～3名1室：7,200円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ ロワジールホテル豊橋 豊橋市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,050円～   2名1室：3,500円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 蒲郡クラシックホテル 蒲郡市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：10,000円～   2名1室：6,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 壮観絶景　三河湾　グリーンホテル三ヶ根 西尾市
【最安料金（食事なし）】
　2～5名1室：6,264円～

クラブオフ
ホームページ

1



分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
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国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 名鉄トヨタホテル 豊田市
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：7,560円～   2名1室（朝食付）：6,200円～
  3名1室（朝食付）：5,200円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 名鉄小牧ホテル 小牧市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,300円～   2名1室：4,428円～   3名1室：3,996円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 楽天トラベル楽天トラベル楽天トラベル楽天トラベル 楽天トラベルとの提携宿泊施設 県内244施設 １人１泊 100円補助 + 楽天ｽｰﾊﾟｰﾎﾟｲﾝﾄ
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 じゃらんじゃらんじゃらんじゃらん じゃらん netとの提携宿泊施設 県内257施設 １人１泊 100円補助 +  Pontaﾎﾟｲﾝﾄ
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 一休.com一休.com一休.com一休.com 一休.comとの提携宿泊施設 県内83施設 申込１件当たり最大 1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿
日本旅行日本旅行日本旅行日本旅行
国内宿泊補助国内宿泊補助国内宿泊補助国内宿泊補助

日本旅行との提携宿泊施設 県内79施設 人数×500円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 ゆこゆこゆこゆこゆこゆこゆこゆこ ゆこゆこネットとの提携宿泊施設 県内3施設 人数×泊数×1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 阪急交通社阪急交通社阪急交通社阪急交通社 阪急交通社「Theお宿」との提携宿泊施設 県内2施設 人数×泊数×1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ノリタケの森　クラフトセンター 名古屋市西区
【入館券】
   大人 500円 → 450円   高校生 300円 → 270円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 徳川美術館 名古屋市東区
【観覧料】
   一般 団体料金（常設展を除く）
   高大生 700円 → 600円   小中生 500円 → 400円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 名古屋ボストン美術館 名古屋市中区 【当日入館料金】  200円OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 名古屋テレビ塔 名古屋市中区
【展望台入場料】
   大人 700円 → 600円   シニア 600円 → 500円
   高大生 600円 → 500円   小中生 300円 → 200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド サバイバルゲームフィールドＡＳＯＢＩＢＡ 名古屋市中区 【レンタルグッズ全品】 3,500円（※日によって変動） → 無料 スマートフォンクーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 東山動植物園 名古屋市千種区
【入園券】 大人(高校生以上) 500円 → 410円
【入園券1枚につき】  オリジナルシール1枚をプレゼント！

金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド Ｄ．ＭＵＳＥＵＭ 大一美術館 名古屋市中村区
【入館料】
   大人 800円 → 600円   高・大学生 600円 → 400円
   小・中学生 400円 → 300円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド
名古屋港ワイルドフラワーガーデン
　ブルーボネット

名古屋市港区

【入園料】
   大人 300円 → 270円   小中学生 150円 → 135円
   65才以上 200円 → 180円
   障がい者および付添人1名 200円 → 180円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 名古屋港水族館 名古屋市港区
【入館券】
   大人 2,000円 → 1,600円   高校生 2,000円 → 1,400円
   小・中学生 1,000円 → 700円   幼児・4才以上 500円 → 350円

金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド Ｋｉｄ’ｓ　Ｕｓ．　ＬＡＮＤ
名古屋市
他６市２町

【新規会員登録】 300円 → 150円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ニュー渥美観光 田原市

【メロン食べ放題】  6月～7月 5％OFF   8月～10月 10％OFF
【メロン狩り＋食べ放題】  6月～7月 5％OFF   8月～10月 10％OFF
【いちご狩り】 12月～5月 5％OFF
【店頭販売商品（一部商品は除く）】  5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市
【入館料】
   高校生以上 500円 → 300円   小・中学生 200円 → 100円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド
ラグーナテンボス「ラグナシア」
　（旧：ラグーナ蒲郡）

蒲郡市

【入園料】
   中学生以上 2,150円 → 2,040円   小学生 1,200円 → 1,140円
   幼児（3歳以上） 700円 → 670円
【パスポート（入園＋アトラクションフリー）】
   中学生以上 4,100円 → 3,900円   小学生 3,000円 → 2,850円
   幼児（3歳以上） 2,250円 → 2,140円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 竹島ファンタジー館 蒲郡市

【入場料】
   大人 1,000円 → 800円   小人（小・中学生） 500円 → 400円
   幼児（3歳児） 300円 → 250円
   シニア（60歳以上） 800円 → 650円
   障害者（大人） 1,000円 → 700円   障害者（小人） 500円 → 200円
   障害者（幼児） 300円 → 100円   障害者（シニア） 800円 → 500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 蒲郡オレンジパーク 蒲郡市 【各果物狩り】 108円OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 蒲郡海鮮市場 蒲郡市
◎おまかせちょっぴりプレゼント
◎お買い上げの５％割引（一部除外あり）

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ＩＰＣわんわん動物園 岡崎市
【入園料】
   中学生以上 1,240円 → 990円   4才～小学生 620円 → 480円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 岡崎駒立ぶどう狩り組合 岡崎市
【ぶどう狩り入園料】
   大人（中学生以上） 200円OFF   小人（小学生） 100円OFF
   幼児（３才～小学生未満） 100円OFF

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 愛知牧場　バーベキューガーデン 日進市
【セットメニュー（2,100円～）ご注文の方】
   セットメニューの数に応じてワンドリンクサービス

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 野外民族博物館　リトルワールド 犬山市 【入館券】 大人・大学生 1,700円 → 1,100円 金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 日本モンキーパーク 犬山市 園内で利用できる「マル得クーポン券」をプレゼント
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ツインアーチ１３８ 一宮市 【基本料金】 20％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国 美浜町 【入館券】 大人(高校生以上) 1,700円 → 1,100円 金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド まめじろうの浜焼き王国 南知多町
【ＢＢＱセット、海戦＆ＢＢＱセット、キッズセット】
   ソフトドリンクサービス

印刷クーポン
画面提示クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ファンタジーキッズリゾート（７店舗共通券） 豊山町
【7店舗共通・遊び放題券】
   平日 990円 → 650円   休日 1,200円 → 800円

金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

天然温泉　アーバンクア 名古屋市中区 タオルレンタルセット無料 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ウェルビー 名古屋市
【サウナ入泉料金】 １８歳以上 500円OFF
【カプセル宿泊料金】 １８歳以上 500円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

極楽湯 豊橋市 【入館料】 極楽湯会員料金から 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ナツメ別館 豊橋市 五平餅１本（250円）　サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

伊良湖ビューホテル 田原市
【入浴料】
   大人 1,550円 → 1,000円   小学生 1,050円 → 500円
   幼児 550円 → 200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

大庭園露天風呂　おかざき楽の湯 岡崎市
【入浴料（中学生以上）】
   平日 700円 → 650円   土日祝 750円 → 700円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

天空海遊の宿　末広 蒲郡市
【入浴料】
   中学生以上 1,500円 → 1,200円   小学生 1,200円 → 960円

印刷クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

三谷温泉　平野屋 蒲郡市 【日帰り入浴料】 大人（中学生以上） 1,100円 → 770円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

三谷温泉　ひがきホテル 蒲郡市 【入浴料】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ホテル竹島 蒲郡市 【日帰り入浴料】 1,300円 → 910円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

旬景浪漫　銀波荘 蒲郡市
【日帰り入浴（タオル・バスタオル付）】 1,400円 → 1,000円
【昼食＋入浴付（タオル・バスタオル付）】 5,500円 → 5,100円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ホテルたつき 蒲郡市 【入浴料】 大人 1,080円 → 756円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ラグーナの湯 蒲郡市
【入浴券】
   中学生以上 1,030円 → 830円   小学生 520円 → 420円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

グリーンホテル三ヶ根 西尾市 【日帰り入浴】 1,080円 → 980円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

名東温泉花しょうぶ 長久手市 オリジナルタオルプレゼント 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

スパ＆フィットネス　大泉寺温泉　福の湯 春日井市
【入館料（大人）】
   平日 700円 → 600円   土日祝 800円 → 700円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

天然温泉丸屋玉ノ湯 東海市 レンタルタオル貸出（券）プレゼント（200円相当）
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

天然温泉×岩盤房　こまき楽の湯 小牧市
【入浴料（中学生以上）】
   平日 700円 → 650円   土日祝 750円 → 700円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

休暇村茶臼山高原 豊根村
【日帰り入浴】
   大人 500円 → 250円   小学生・幼児 300円 → 150円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

天の丸 幸田町 【大浴場入浴料】 500円 → 350円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

いいね！ホテルレシーア南知多
　トロンの湯

南知多町 【入浴料（タオルを持参された方のみ）】 1,200円 → 1,000円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

いいね！ホテルレシーア南知多
 （食事付プラン）

南知多町
【日帰りランチ＋お部屋休憩＋トロン温泉】
   ソフトドリンク1杯サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

花乃丸 南知多町 バスタオルサービス（通常324円）
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

花乃丸（食事付日帰り湯） 南知多町
【会席料理＋大浴場入浴（タオル・バスタオル付）】
   6,264円 → 5,670円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

源氏香 南知多町 【入浴付昼食料金】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

篠島ロイヤルホテル香翠荘 南知多町 ハンドタオルサービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド サガミシード株式会社
名古屋市
春日井市

【ガソリン・軽油（店頭給油）】 2円/L引き
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド 中央石油販売
名古屋市
他８市１町

【ガソリン・軽油】　1～4円/リットル 値引き 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド コスモ石油販売
名古屋市
他２０市３町

【現金でお支払いの場合】 店頭一般価格より１～２円／Ｌ引き 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　つくで手作り村「とんちん館」 新城市 【各種体験】 一人 100円OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　あかばねロコステーション 田原市 【サーフィンスクール】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　田原めっくんはうす 田原市 【ソフトクリーム】 50円引 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　瀬戸しなの 瀬戸市 【食事をされた方】 コーヒーサービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　アグリステーションなぐら 設楽町 【貸し農園年間使用料】 会員本人及び家族 500円引き 印刷クーポン
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ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ヒルトン名古屋
　ブラッセリー「ザ・テラス」

名古屋市中区

【ランチブッフェ（大人）】
   平日 3,417円 → 2,700円   土日祝日 3,905円 → 3,200円
【ディナーブッフェ（大人）】
   平日 4,577円 → 3,600円   土日祝日 5,553円 → 4,500円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ヒルトン名古屋
　中国料理「王朝」

名古屋市中区
【ランチブッフェ+ワンドリンク付（大人）】
   平日 5,077円 → 3,200円   土日祝日 6,054円 → 4,000円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
名古屋東急ホテル
　レストラン「ロワール」

名古屋市中区
【平日限定ランチ】 5,500円 → 4,850円
【平日限定ディナー】 11,286円 → 9,800円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
名古屋東急ホテル
　コーヒーハウス「モンマルトル」

名古屋市中区

【ツインランチ】 2,300円 → 1,840円
【牛フィレステーキランチ】 3,300円 → 2,880円
【ローストビーフランチ】 3,300円 → 2,880円
【ローストビーフディナー】 5,000円 → 4,300円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
名古屋観光ホテル
　フレンチレストラン「エスコフィエ」

名古屋市中区
【3プレートランチ】 3,500円 → 2,850円
【4プレートランチ】 4,500円 → 3,700円
【5プレートランチ】 5,500円 → 4,550円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ウェスティンナゴヤキャッスル
　中国料理 柳城

名古屋市西区
【平日限定ランチ】 4,000円 → 3,000円
【平日限定ディナー】 10,000円 → 8,000円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ウェスティンナゴヤキャッスル
　日本料理　西の丸

名古屋市西区
【平日限定ランチ】 6,200円 → 5,000円
【平日限定ディナー】 10,000円 → 8,000円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ウェスティンナゴヤキャッスル
　オールデイダイニング「ブローニュ」

名古屋市西区

【ランチブッフェ（平日）】
   大人 3,500円 → 3,150円   65歳以上 3,300円 → 2,970円
   小学生 2,200円 → 1,980円    4歳～未就学児 1,200円 → 1,080円
【ランチブッフェ（土日祝日）】
   大人 3,700円 → 3,330円   65歳以上 3,500円 → 3,150円
   小学生 2,400円 → 2,160円   4歳～未就学児 1,400円 → 1,260円
【ディナーブッフェ（平日）】
   大人 4,000円 → 3,200円   65歳以上 3,700円 → 2,960円
   小学生 2,700円 → 2,160円    4歳～未就学児 1,500円 → 1,200円
【ディナーブッフェ（土日祝日）】
   大人 4,500円 → 3,600円   65歳以上 4,200円 → 3,360円
   小学生 3,000円 → 2,400円   4歳～未就学児 1,700円 → 1,360円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
サーウィンストンホテル
　鉄板焼 YAGOTO-TEI

名古屋市昭和区 【ランチ+ワンドリンク付】 6,011円 → 5,200円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ストリングスホテル名古屋
　グラマシースイート

名古屋市中村区
【ランチコース＋グラススパークリングワイン付】
   5,079円 → 2,980円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ストリングスホテル名古屋
　グラマシースイート

名古屋市中村区
【ディナーコース＋グラススパークリングワイン付】
   7,499円 → 4,980円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ストリングスホテル名古屋
　シェフズライブキッチン

名古屋市中村区

【ランチブッフェ＋スパークリングワイン1杯付／大人】
   平日 5,493円 → 3,600円   土日祝日 5,993円 → 4,100円
【ランチブッフェ／小学生（6～12歳）】
   平日 2,500円 → 2,000円   土日祝日 2,800円 → 2,300円
【ランチブッフェ／幼児（3～5歳）】
   平日 1,000円 → 400円   土日祝日 1,000円 → 400円
【ディナーブッフェ＋スパークリングワイン1杯付（大人）】
   平日 6,993円 → 4,800円   土日祝日 7,493円 → 5,300円
【ディナーブッフェ＋フリードリンク120分（大人）】
   平日 6,000円 → 5,680円   土日祝日 6,500円 → 6,280円
【ディナーブッフェ （6歳～12歳）】
   平日 3,000円 → 2,500円   土日祝日 3,200円 → 2,700円
【ディナーブッフェ （3歳～5歳）】 全日 1,200円 → 500円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ストリングスホテル名古屋
　ニューヨークラウンジ

名古屋市中村区
【アフタヌーンティーセット】
   平日 3,628円 → 2,800円   土日祝 4,173円 → 3,300円

印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ カンティネッラ　イル　プレミオ 名古屋市中区
【ランチ（前菜盛り合わせランチ）】
   2,430円 → 1,728円＋ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ又はﾃﾞｻﾞｰﾄサービス
【ディナー（プレミオコース）】  4,536円 → 3,990円

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ カフェ　デュフィ 名古屋市中区 ｸﾞﾗｽﾜｲﾝ、ｸﾞﾗｽﾋﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸの中から 1杯無料サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 麺屋　昇神 名古屋市中区 【ラーメン１杯につき】 ギョウザ１皿無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 上島珈琲店 名古屋市中区 【会計金額】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ フリッツカフェ 名古屋市東区
【予約限定　ディナーセット】 3,218円 → 2,138円
【生パスタディナーコース】 500円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ＳＫＹ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＮＡＧＯＹＡ　東山 名古屋市千種区
【ランチ】 5％OFF
【ディナー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ カルチェ・ラタン 名古屋市千種区
【会計】 一律８％ＯＦＦ
【誕生日・記念日のディナーの利用】
   乾杯用ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ又はﾉﾝｱﾙｺｰﾙｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ 1杯サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 隠れ家ダイニング　夢や京恋しずく 名古屋市中村区 【合計金額から】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ アイリッシュ　パブ　ＣＥＬＴＳ 名古屋市中村区 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 東天紅 名古屋市中村区 【飲食代】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ＣＯＶＡ　ＭＩＤＬＡＮＤ　ＳＱＵＡＲＥ 名古屋市中村区 【カフェ注文の方】 オリジナルチョコレートサービス 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 膳　平針店 名古屋市天白区 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 和洋創菜　びすとろ家 名古屋市 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 花咲酒蔵　ウメ子の家 名古屋市 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

4



分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 本格炙り　海と大地　楽蔵／楽蔵うたげ 名古屋市 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 湊一や 名古屋市 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 磯丸水産 名古屋市 【会計】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ナポリの窯 名古屋市 【3,000円以上注文の方】 15％OFF パートナーサイト

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ イタリアン・トマト　カフェジュニア
名古屋市
春日井市
一宮市

【食事またはケーキ注文の方】 コーヒーまたは紅茶一杯無料 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 麺屋　あっ晴れ

名古屋市
大府市
弥富市
東浦町

【100円以下のトッピング】　1つ無料サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ＰＩＺＺＡ―ＬＡ
名古屋市
他１１市

【Lサイズ】 500円OFF
【Mサイズ】 300円OFF

印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ザめしや・街かど屋・讃岐製麺・めしや食堂
名古屋市
他１３市１町

【食事代】 100円引 優待券

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ドミノ・ピザ
名古屋市
他１６市１街

【注文商品金額】 15％OFF
優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ガスト（スマートフォン）限定クーポン
名古屋市
他３０市５町

【セットドリンクバー】 99円（税抜）
【スクランブルエッグ＆ベーコンソーセージセット】 399円（税抜）
【セットアサヒスーパードライ（ジョッキ）】 299円（税抜）
【キッズプレート0929】 299円（税抜）

スマートフォンクーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ビバ　パエリア 豊田市
【3人前（L）】 500円（税込）OFF
【2人前（M）】 300円（税込）OFF

印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 和中ダイニング　ぶきっと 知多市 【ディナータイムのみ】 お好みのドリンク1杯サービス×人数分 画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ やまな 知多市
【3,500円以上のコース予約の方】
   ウエルカムドリンクサービス

画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 和食・鮮魚　うしお 蒲郡市 抹茶アイスサービス 画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 手打ちうどん　やをよし 蒲郡市 100％オレンジジュースorウーロン茶1杯サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメガイドグルメガイドグルメガイドグルメガイド
ジョルダンパスポート
　（旧：ＣＬＵＢグルメぴあ）

県内３８１店 会員特別料金 パートナーサイト

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 伏見ミリオン座／センチュリーシネマ 名古屋市中区 【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 １０９シネマズ＆ムービル共通チケット 名古屋市中村区 【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 ミッドランドスクエア・名古屋空港
名古屋市
豊山町

【共通映画鑑賞券】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 イオンシネマ　ＡＣカード

名古屋市
豊川市
岡崎市
常滑市
長久手市

【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 コロナワールド

名古屋市
豊川市
安城市
半田市
小牧市

【法人シネマチケット】
   一般 1,300円   小人（3歳～高校生） 800円

金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 ＭＯＶＩＸ＆松竹系映画館 みよし市 【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引
ユナイテッド・シネマ／シネプレックス
共通劇場鑑賞券

豊橋市
岡崎市
稲沢市
阿久比町

【映画鑑賞チケット】
   一般（高校生以上） 1,500円～1,800円 → 1,300円
   小人（中学生以下） 900円～1,000円 → 800円

金券

映画映画映画映画 ＴＯＨＯシネマズＴＯＨＯシネマズＴＯＨＯシネマズＴＯＨＯシネマズ ＴＯＨＯシネマズ

名古屋市
一宮市
津島市
東浦町

【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ館 名古屋市中区 【室料】 30％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ
ジャンボカラオケ広場・
スーパージャンボカラオケ広場

名古屋市
【ルーム料金】
   4名以上 20％OFF   3名以下 10％OFF

画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　ＪＯＹＳＯＵＮＤ直営店 名古屋市

【カラオケ室料】 会員料金より 30％OFF
【カラオケ室料（17：00～20：00入店）】 会員料金より 50％OFF
【カラオケ室料（フリータイム）】 会員料金より 10％OFF
【パーティーコース】  総額より 10％ＯＦＦ

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　コート・ダジュール

名古屋市
岡崎市
半田市
長久手市

【室料】
   通常利用 20％OFF   フリータイム利用 5％OFF
【コース料金総額（ﾊﾟｰﾃｨｰﾌﾟﾗﾝ・ﾗﾝﾁｾｯﾄ・ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ）】  5％OFF

優待券
印刷クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ ビッグエコー
名古屋市
他７市３町

【室料】
   平日 30％OFF   金・土・祝前日 20％OFF
   フリータイム 5％OFF
【ドリンクバー付き・飲み放題コース】 総額 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ レストランカラオケ・シダックス
名古屋市
他８市

【ルーム代】 20％OFF
【宴会コース（コース料金）】 5％OFF

優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

5



分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　まねきねこ
名古屋市
他８市１町

室料30％OFF　または　ポテトフライ1皿サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ おんちっち
稲沢市
一宮市

【室料】  20％OFF
【＜フリータイム・パック＞室料】 10％OFF
【飲み放題コース】 会計より 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　時遊館 一宮市
【ルーム代】 50％OFF
【フリータイム利用料金】 30％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント インターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェ コミック＆インターネットカフェ　ゆう遊空間
名古屋市
安城市

【ネットカフェ施設利用料】 30％OFF
【パック料金】 10％OFF

印刷クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント インターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェ 自遊空間
名古屋市
大府市
刈谷市

【入会金】 無料
【利用料】 200円OFF

印刷クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント インターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェ コミック＆インターネットカフェ快活ＣＬＵＢ
名古屋市
他７市

【入会金】 360円 → 無料 印刷クーポン

ツァー・航空券ツァー・航空券ツァー・航空券ツァー・航空券 パッケージツアーパッケージツアーパッケージツアーパッケージツアー エス・ティー・ワールド 名古屋市中区
【ツアー代金5万円以上商品利用の場合】 一人 2,000円OFF
【ツアー代金5万円未満商品利用の場合】 一人 1,000円OFF

直接申込

ツァー・航空券ツァー・航空券ツァー・航空券ツァー・航空券 トラベルサポートトラベルサポートトラベルサポートトラベルサポート 空港宅配ＪＡＬエービーシー 常滑市

【空港宅配サービス】
   出国宅配 2,160円 → 100円OFF   入国宅配 1,740円 → 100円OFF
   往復宅配 3,800円 → 200円OFF
【レンタルモバイルサービス】
   レンタル料金   250円 → 50％OFF   通話料金／通信料金 10％
OFF
【コート預かりサービス／冬季のみ（11月～3月末）】  10％OFF

印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー カレコ・カーシェアリングクラブ 名古屋市中区
月会費（980円／月） 2ヵ月無料
ご利用クーポン 2,000円分プレゼント

パートナーサイト

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー 日産レンタカー
名古屋市
豊橋市
常滑市

基本料金 18％ＯＦＦ～48％ＯＦＦ
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー タイムズカーレンタル

名古屋市
豊橋市
刈谷市
春日井市
常滑市

レンタカー 30％OFF 印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー タイムズカープラス
名古屋市
他２３市１町

会員カード発行手数料（１人／１枚） 1,550円 → 1,000円 パートナーサイト

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー ニッポンレンタカー　ワンデイスキップ
名古屋市
他９市

レンタカー基本料金より 20％～55％OFF
ワンデイスキップ
サイト

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー ニッポンレンタカー　ワンデイクーポン
名古屋市
他９市

ワンデイクーポン 20％OFF～55％OFF ワンデイクーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー オリックスレンタカー
名古屋市
他１６市１町

基本料金より 最大55％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー オリックスカーシェア
名古屋市
他７市

ＩＣカード発行手数料 1,000円 → 無料
月額基本料（２，４００円／月） ２ヵ月間無料

印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー トヨタレンタリース愛知
名古屋市
他１１市１町

レンタカー時間料金 15％OFF 印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー トヨタレンタリース名古屋
名古屋市
他２１市２町

レンタカー時間料金 15％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー Ｊネットレンタカー／スカイレンタカー
名古屋市
他７市１町

通常料金より 16～55％OFF 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ パーソナルトレーニングジム　アフロディーテ 名古屋市中区 【トライアルコース】 21,600円 → 12,960円 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ メガロス 名古屋市千種区
【対象会員種別の月会費】  毎月1080円引
【対象会員種別の事務登録料】 通常6480円 → 無料

印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ メガロス 名古屋市千種区
【法人会員券】
   1枚 2,160円   10枚セット 20,520円

金券

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ボディメイクスタジオ　ＣｈａｒｍＢｏｄｙ 名古屋市千種区 【入会金】 50,000円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ 整体院あおし（リフレッシュ） 名古屋市中村区

【集中ケアコース】  5,000円 → 2,000円OFF
【全身ケアコース初検料】  8,000円 → 2,000円OFF
【姿勢矯正コース初回体験】  12,000円 → 7,000円
【姿勢矯正モニター3か月コース】  290,000円 → 232,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ
パーソナルトレーニングスタジオ
　ＧＯＯＤ　ＳＵＮ＋

名古屋市中村区
【60分コース6回まとめ払い】
   初回限定 56,700円 → 45,360円

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ スタジオ　ウィン 名古屋市昭和区 【入会金】無料体験後、当日入会された方 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ゴールドジム
名古屋市
安城市

【法人年間会員権利証】
   １６歳以上（中学卒業） 181,440円 → 138,880円
【入会者の方】
   入会プレゼント進呈
   フィットネスパスポートプレゼント
   トライアルクーポンプレゼント

金券

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ゴールドジム　キッズ 安城市
【入会金】 20％OFF
【新規入会の方】 オリジナルナイロンザックをプレゼント

印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ アスティスポーツクラブ
名古屋市
大府市

キャンペーンよりさらに 2,000円OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ＲＩＺＡＰ（ライザップ）
名古屋市
豊橋市
豊田市

【２週間トライアルコース入会の方】 商品券 5,000円分進呈
【2か月以上のコース契約時に入会の方】 商品券 30,000円分進呈

直接申込

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ スポーツクラブＮＡＳ
名古屋市
春日井市
稲沢市

【利用券】 1,620円 金券
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スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ スポーツクラブＮＡＳ　キッズスクール
春日井市
稲沢市

【入会金】 2,160円～7,560円 → 無料 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ コパンスポーツクラブ

名古屋市
高浜市
日進市
小牧市

【成人スポーツクラブ・こども教室】 入会金無料 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ＰＡＬスポーツクラブ６・３ 西尾市 【登録料】 50％OFF 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ ティップネスティップネスティップネスティップネス ティップネス
名古屋市
江南市

【施設利用料】 1回 1,500円 専用申込書

スポーツスポーツスポーツスポーツ ティップネスティップネスティップネスティップネス ティップネス・キッズ
名古屋市
江南市

新規入会の方 図書カード1,000円分プレゼント 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ セントラルスポーツセントラルスポーツセントラルスポーツセントラルスポーツ セントラル スポーツ
名古屋市
他６市

【法人会員券】 1,080円
クラブオフ
ホームページ

スポーツスポーツスポーツスポーツ ゴルフゴルフゴルフゴルフ ミズノゴルフスクール
名古屋市
他４市１町

【入校金】 3,240円 → 無料 直接申込

スポーツスポーツスポーツスポーツ テニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュ 竜美丘テニスクラブ 岡崎市

【入会金】 4,320円 → 無料
【使用料／１面１時間】
   平日昼間 2,000円 → 1,000円
   土日祝・ナイター 4,000円 → 2,000円
   インドア昼間 6,000円 → 4,000円

直接申込

スポーツスポーツスポーツスポーツ テニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュ アズールテニスアカデミー 春日井市
【入会金】 無料
【ヨネックス粗品】 プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ テニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュ 若鳩インドアテニスクラブ 津島市

【体験レッスン/ジュニア】 1,080円 → 540円
【体験レッスン/一般（大人）】 2,160円 → 1,080円
【ビジター参加可能のイベント】　参加料 500円引
【入校金】 5,400円 → 2,700円

印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ ウォータースポーツウォータースポーツウォータースポーツウォータースポーツ ＪＡＰＡＮ　ＣＭＡＳ （ＪＣＳ） 名古屋市 【料金】 5％OFF～15％OFF 画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ フットサルフットサルフットサルフットサル フットボールコミュニティー 名古屋市中村区 【全施設チーム登録料・更新料】 5,400円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ 乗馬乗馬乗馬乗馬 Ａ．Ｒ．Ｃ空港乗馬倶楽部 豊山町
【体験乗馬コース】 6,480円 → 3,240円
【乗馬体験もの作りコース】 8,640円 → 7,560円

直接申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター タカミサプライ ー 【入会金】 10,800円 → 無料 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター ベビーシッターサービス　ラヴィ ー
【マスターコース入会金】 無料
【月極シッターコース】 会員割引有り（要相談）

クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター トットメイト ー 【年会費】 5,400円 → 無料 直接申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター キッズ＆ベビーシッター ー

【デラックスプラン】  5％OFF
【スポットサービス（１回利用）】 5％OFF
【ハッピープラン（定期利用）】
   3,000円分のサービスチケットプレゼント
【ＫＩＤＳ　Ｓｍｉｌｅ Ｐａｓｓ (各種回数券）】  5％OFF

直接申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター マーマ名古屋　ベビーシッターサービス ー 【年会費】 21,600円 → 無料 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター ポピンズナニーサービス ー 【入会金】 30％OFF クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビー用品ベビー用品ベビー用品ベビー用品
カメラのキタムラの記念日スタジオ
「スタジオマリオ」

名古屋市
他１３市

【撮影料半額券】 3,240円 → 1,620円 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビー用品ベビー用品ベビー用品ベビー用品 出張撮影のフォトワ ー 通常料金より 3,000円OFF パートナーサイト

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス 福祉用具レンタル販売（エコール）
名古屋市
小牧市
豊田市

【販売商品】 15％OFF クラブオフへ申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス
ダスキンヘルスレント
（福祉用具貸与および販売）

名古屋市
岡崎市
安城市
半田市
豊橋市

【販売商品】 10％OFF クラブオフへ申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス ニコニコキッチン
名古屋市
一宮市
春日井市

初回注文時ごはん無料 直接申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス セントラル警備保障の見守りサービス ー 【機器工事費用】 見積もり価格より 10,000円OFF クラブオフへ申込

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 オーダースーツＳＡＤＡ 名古屋市 オプション 3,000円分サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 はるやま
名古屋市
刈谷市

クーポン特別優待＋１０％ＯＦＦ 印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 オリヒカ
名古屋市
稲沢市

【買物】 10％OFF
優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 パーフェクトスーツファクトリー（Ｐ．Ｓ．ＦＡ）
名古屋市
岡崎市
一宮市

【商品】 10％OFF 画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 スーツセレクト

名古屋市
豊橋市
春日井市
大府市

【店内すべての商品】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 AOKI
名古屋市
他１３市２町

【全商品】 10％OFF
優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 洋服のお直しマジックミシン
名古屋市
他１２市２町

【洋服直し】 標準価格より 10％OFF
優待券
印刷クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 好日山荘
名古屋市
春日井市

【5,400円以上の買い上げ】 500円引
【10,800円以上の買い上げ】 1,000円引

印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ヴィクトリア

名古屋市
豊橋市
岡崎市
安城市
豊田市

店頭表示価格より 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｇｏｌｆ（ヴィクトリアゴルフ）

名古屋市
豊橋市
岡崎市
安城市
豊田市

店頭表示価格より 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ＳＰＯＲＴＳ　ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ
名古屋市
他６市１町

【現金の支払】 表示価格より 10％OFF
【クレジットの支払】 表示価格より 8％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ヒマラヤスポーツ
名古屋市
他１０市

【5,000円以上買い上げの方】 1,000円引
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 パレットプラザ／５５ステーション
名古屋市
他１２市２町

【デジカメプリント店内仕上げ】 全サイズ 10％OFF 優待券

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 カメラのキタムラ
名古屋市
他１４市

【スマホプリント・デジカメプリント（ましかく・DSC・L・ﾊｶﾞｷｻｲｽﾞ）】
   店頭価格より 5％OFF

優待券

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 エクセルコ　ダイヤモンド 名古屋市中区
【エンゲージリング（センターダイヤモンド対象）】 10％OFF
【マリッジリング】 5％OFF
【ダイヤモンドジュエリー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ラザールダイヤモンドブティック 名古屋市中区
【エンゲージリング】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 フェスタリア　ビジュソフィア 名古屋市中区
【エンゲージリング】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 トレセンテ 名古屋市中村区
【エンゲージリング購入の方】 10％OFF
【マリッジリング購入の方】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 銀座ダイヤモンド シライシ 名古屋市
【エンゲージリング（センターダイヤモンド対象）】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】　10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 アイプリモ
名古屋市
豊橋市

【エンゲージリング】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ケイウノ　ブライダル
名古屋市
豊川市

【エンゲージリング】 希望小売価格より１０％OFF
【マリッジリング】 希望小売価格より１０％OFF
【ファッションジュエリー】 希望小売価格より１０％OFF
【エンゲージ・マリッジリング 成約特典】
   「フレーム付デザイン画」無料プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 Ａｓ－ｍｅエステール
名古屋市
他２０市６町

【As-meエステールブランドジュエリー】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ａｌｏｏｋ 名古屋市西区 【メガネ・サングラス全商品】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 メガネスーパー

名古屋市
一宮市
津島市
常滑市

【メガネ・サングラス・コンタクトレンズ】 通常価格より15%OFF
【補聴器】 通常価格より15%OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ビジョンメガネ

安城市
刈谷市
豊田市
稲沢市

【メガネフレーム・メガネレンズ】 セール価格より 10％OFF
【コンタクトレンズ】 セール価格より 5％OFF
【補聴器】 セール価格より 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ビックカメラ　コジマ 名古屋市中村区 【特別優待】 3％値引
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング インテリアインテリアインテリアインテリア 川島織物セルコン　オーダーカーテン 名古屋市中村区 メーカーカタログ上代から 20％OFF～50％OFF クラブオフへ申込

ショッピングショッピングショッピングショッピング インテリアインテリアインテリアインテリア カリモク家具
小牧市
東浦町

【来場予約特典】 「コンビニdeクーポン1,000円分」をプレゼント
【成約特典】設置・配送サービス等

印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング インテリアインテリアインテリアインテリア ＩＤＣ大塚家具 名古屋市
【商品購入の方】
   購入額の 3%相当のギフト券プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム アート引越センター ー

【引越基本料金（車輌費＋人件費）】 20％OFF
【ダンボール最大50枚、ガムテープ最大3巻】 サービス
【エコ楽ボックス１セット】 無料レンタル
【会員特典】 家具移動サービス（引越後1年間）

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム クロネコヤマトの引越センター ー

【タイムリーサービス】 基本料金より 25％OFF
【単身引越サービス】  2,000円OFF
【単身ジャストサイズサービス】 基本料金より 10％OFF
【高齢者ホーム入居サービス】 基本料金より 10％OFF
【らくらくおかたづけパック】  基本料金より 10％OFF
【メモリアル整理サービス】  基本料金より 10％OFF
【リフォームの達人／建替引越サービス】  基本料金より 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム サカイ引越センター ー 【基本料金（税抜）】 25％OFF（3／15～4／10は 10％ＯＦＦ）  クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム ハート引越センター ー
【引越基本料金】 30％OFF （3/15～4月第1週は除く）
【利用の方】 引越し資材プレゼント

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム イヌイの引越 ー
【全国お部屋パック（税抜）】  10％OFF～30％OFF
【エアコン取付・取り外し（税抜）（セット）】　10％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム 引越しは日通 ー 【基本料金（税抜）】 25％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム カンガルー引越便 ー 【引越料金（運賃＋人件費）（税抜）】 10％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム ＳＧムービング ー 【車両費及び人件費／基本料金（税抜）】 15％OFF クラブオフへ申込
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム アリさんマークの引越社 ー
【基本料金（トラック代金は除く）（税抜）】
   毎月1～20日 28％OFF   左記以外の日 10％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム キュラーズトランクルーム 名古屋市 【使用料】 5か月間 30％OFF 画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム 押入れ産業
名古屋市
一宮市
小牧市

【トランクルーム　月額保管料】 5％OFF
【契約時立会作業料】 無料

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム マリンボックスのトランクルーム 豊橋市
【契約時事務手数料（月額賃料の１ヶ月分）】
   無料（初期費用より値引き）

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 結婚相談所　ブランシェ 名古屋市中区
【ブランシェコース入会金】 32,400円 → 21,600円
【ブランシェコース月会費】 16,200円 → 12,960円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ノッツェ 名古屋市中村区
【会員情報提供料】 25％OFF
【月活動費】 25％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 サンマリエ 名古屋市中村区
【Ｇｒａｎ Ｍａｂｅｌｌｅ　１２ヶ月プラン】 194,400円 → 97,200円
【Ｃｏｍｐａｓｓ　１２ヶ月プラン】 162,000円 → 97,200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ＢＲＩＤＥＳ　ＢＥＲＲＹ　ピュアウェディング 名古屋市中村区 【２カ月体験】 入会無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 婚活応援酒場　相席屋 名古屋市
【男性】 滞在30分後　10分間延長無料
【女性】 相席屋 500ポイントプレゼント

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ツヴァイ
名古屋市
岡崎市

【入会初期費用】 最大 40,000円引き 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 Ｏ－ｎｅｔ
名古屋市
岡崎市

【入会金（税抜）】 10,000円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 パートナーエージェント
名古屋市
岡崎市

【登録料】 32,400円 → 30％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 マリッジ心縁
名古屋市
岡崎市

【会員専用プラン】
   婚チャレ6＜メンズコース＞ 初期費用合計 199,800円
   婚チャレ6＜レディースコース＞  初期費用合計 129,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ブライダル
名古屋市
豊橋市

【ブライダルコース】 登録料 50％OFF
【エクセレントコース】 登録料 50％OFF

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 結婚相談所　良縁メルシー 安城市
【入会費用（入会金＋登録料＋活動サポート費）】
   女性　10,000円+税   男性　25,000円+税
   20代男性　20,000円+税

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 マイナビウエディングサロン 名古屋市中村区 【来館した場合】 商品券 3,000円分プレゼント 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 イオンウエディング 名古屋市中村区

【婚約・結婚指輪】 5％OFF～15％OFF
【式場見学】 ギフトカード2,000円分プレゼント
【新生活応援特典】 ギフトカード10,000円分プレゼント
【定額マリッジ契約】 ギフトカード20,000円分プレゼント

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ワタベウェディング 名古屋市

【スタジオフォトプラン（基本料金 8,800円プラン）】 3,000円OFF
【サイズオーダードレス「ＡＶＩＣＡ」】 5％OFF
【国内レンタル衣装】 20％OFF
【海外挙式】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 テイクアンドギヴ・ニーズ
名古屋市
岡崎市

見積り金額より 100,000円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ジョイフル恵利 名古屋市中区

【婚礼衣裳店】 20％OFF～50％OFF
【パーティー・パーティ店】 30％OFF
【振袖（成人式用）レンタル】 5％OFF
【振袖（成人式用）オーダーレンタル・販売】 5％OFF
【振袖（成人式用以外）レンタル】 50％OFF
【卒業袴レンタル（店舗利用のみ）】 30％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 Ｄｒｅｓｓ２Ｓｔｙｌｅ 名古屋市中区
【ウエディングドレスとタキシードの2着】
   3泊4日レンタル 30,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚
きものレンタル・着付ヘアメイク
長沼静きものひととき

名古屋市中村区 【ひとときレンタル料金】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 振袖オンディーヌ
名古屋市
岡崎市

【振袖ﾚﾝﾀﾙ 成人式用（30点ﾌﾙｾｯﾄ）】 通常価格より 5％ＯＦＦ
【振袖販売 成人式用（40点ﾌﾙｾｯﾄ）】 通常価格より 3％ＯＦＦ
【袴ﾚﾝﾀﾙ 卒業式（7点ｾｯﾄ）】 通常価格より 5％OFF
【留袖・訪問着ﾚﾝﾀﾙ（7点ｾｯﾄ）】 通常価格より 5％ＯＦＦ
【振袖ﾚﾝﾀﾙ 成人式以外（10点ｾｯﾄ）】 通常価格より ５％ＯＦＦ

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ２次会ＳＴＹＬＥ 名古屋市中区
【当社からの店舗紹介で店を決めた会員】
   衣裳１着無料レンタル

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ペットペットペットペット シグニペット健診チケット
名古屋市
他２６市３町

【シグニペット健診チケット】 7,980円 → 6,700円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ペットペットペットペット 日本ペットシッターサービス ー 【シッター料金】 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ペットペットペットペット ペットシッター（ラヴィ） ー 【入会金】 10,800円 → 無料 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 愛知三の丸病院 名古屋市中区 【人間ドック】 標準コース 30,240円 → 27,216円 クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 大雄会ルーセントクリニック 名古屋市西区 【人間ドック】 43,200円 → 41,040円 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 セントラルクリニックグループ
名古屋市
東郷町

【日帰り人間ドック】 37,800円 → 34,560円 クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 医療法人　葵鐘会
名古屋市
他６市

【出産費用】 10,000円OFF
【各種婦人科検診】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 カウンセリングサービス 名古屋市中区
【面談カウンセリング】
   ２時間 21,600円 → 19,440円   １時間 10,800円 → 9,720円
【電話カウンセリング（45分×４回）】 12,960円 → 11,664円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 身近な人の”心”がわかる「心理学スクール」 名古屋市中村区 心理学スクール基礎コース 24,000円 → 22,000円 直接申込
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ＫＣＳセンター 名古屋市中区 【初診料】 7,560円 → 無料 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 魚住健康院 名古屋市中区 【10回　回数券】 新規の方限定 40,000円 → 35,000円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ボディトラスト治療院 名古屋市中区 【全メニュー】 初回限定 500円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 コリとり治療院 名古屋市中区
【回数券（11枚）】 17,820円 → 16,200円
【全メニュー】 消費税分サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康
トータルメンテナンスサロン
　バリメディカスパ

名古屋市中区
【バリスパ各コース（初回の方）】
   1,000円オフ ｏｒ メディカルアロマプレゼント
【養成各コース】 1,000円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ベビーリーフ 名古屋市熱田区
【筋膜リリース】
   70分 11,340円 → 8,640円   100分 14,580円 → 11,880円
【マシン&筋膜リリース70分】 12,960円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ＴＭＢＣマッサージ院 名古屋市熱田区
【はじめての方コース60分】 初回限定 18,000円 → 4,980円
【オフィス専用出張マッサージ】 3名以上のご利用で出張費無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 リンパドレナージュサロン　セレンディピティ 名古屋市昭和区

【肩こりコース】 8,000円 → 7,800円
【全身総合コース】 12,000円 → 11,000円
【酷いむくみ・疲労回復コース】 16,000円 → 14,000円
【ダイエットコース】 72,000円 → 58,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 はりねずみ治療院 名古屋市昭和区 【全コース（新規限定）】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ボディーケアサロン＆接骨院　Ａｎｔｉｃｏ 名古屋市千種区
【リラクゼーションメニュー】 初回限定 20％OFF
【複数リラクゼーションメニュー】 組み合わせで25％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 【女性専用】鍼灸院　萌 名古屋市千種区 粗品贈呈
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 あけぼの気功整体 名古屋市東区
【慢性腰痛・解消コース整体（約50分）】
   初回限定6,000円 → 4,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 整体の一心堂 名古屋市中村区
【整体コース50分】
   初回 2,500円 → 2,000円   2回目以降 4,000円 → 3,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 整体院あおし（フィットネス） 名古屋市中村区

【集中ケアコース】 初検料 5,000円 → 2,000円OFF
【全身ケアコース】 8,000円 → 2,000円OFF
【姿勢矯正コース初回体験】 12,000円 → 7,000円
【姿勢矯正モニター3か月コース】 290,000円 → 232,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 花車ビル鍼灸院 名古屋市中村区
【円形脱毛症対応コース】 9,000円 → 8,100円
【体質診断＋一般鍼灸治療】 初回限定 6,000円 → 5,400円
【一般鍼灸治療】 2回目以降 4,000円 → 3,600円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 名古屋セラピストオフィス 名古屋市中村区

【一般鍼灸治療＋アロマテラピーオイルトリートメント】
   初回（トリートメント180分、体質診断付） 18,000円 → 16,200円
   2回目以降（トリートメント150分） 12,000円 → 10,800円
【一般鍼灸治療】
   初回（90分、体質診断付） 6,000円 → 5,400円
   2回目以降（60分） 4,000円 → 3,600円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 整体＆足つぼ　和恩 名古屋市天白区

【初回カウンセリング料】  2,000円 → 無料
【2回目以降　整体】 5,500円 → 5,000円
【回復整体回数券】
   1回 6,000円   3回 18,000円   6回 36,000円   12回 72,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 リラクゼーションルーム　ファシア 名古屋市名東区
【ボディ60分】 初回限定 6,480円 → 4,320円
【アロマボディ ベーシック】 初回限定 12,960円 → 10,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ベアハグ
名古屋市
常滑市

【全コース】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ベアハグ　商品券
名古屋市
常滑市

【1,000円商品券】 860円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ダイエットサービス
名古屋市
岡崎市

【新規】 42,120円 → 33,480円
【リピート】
   １ヶ月 24,300円 → 15,660円   ２ヶ月 48,060円 → 30,780円
   ３ヶ月 69,120円 → 43,200円

届出書
オーダーシート

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 整体×骨盤　カ・ラ・ダ　ファクトリー

名古屋市
一宮市
春日井市
豊田市

【1,000円チケット】 1,000円 → 850円
【A.P.バランス整体コースチケット（60分）】 8,424円 → 3,980円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 レディース鍼灸さいとう／剛鍼灸治療院
名古屋市
他５市

【治療費】 初診限定 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 クリーングリーン 岡崎市

【おためしコース】 3,000円 → 2,700円
【お手軽コース】 6,000円 → 5,400円
【スタンダードコース】 11,000円 → 9,900円
【白髪・薄毛改善コース】
   120分 21,000円 → 18,900円
   120分×10回券 210,000円 → 180,000円
【ひざ痛改善コース】
   60分 11,000円 → 9,900円
   60分×10回券 110,000円 → 90,000円
【にっこり顔コース】
   120分 21,000円 → 18,900円
   120分×10回券 210,000円 → 180,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ゆう・整体 小牧市
【整体・骨盤矯正】 初回限定 1,000円OFF
【耳つぼダイエット】  20％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ボディメイクサロン 江南市

【眠れるヘッドトリートメント 60分】 6,000円 → 5,100円
【アロマ深層筋トリートメント】
   70分 8,000円 → 6,800円   90分 10,000円 → 8,500円
【整体ボディケア 60分】  6,000円 → 5,100円
【フットリフレクソロジー　40分】 4,000円 → 3,400

印刷クーポン
画面提示クーポン
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ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 つるみマッサージ 一宮市
【全身マッサージ・部分マッサージ】 初めての方 10％OFF
【全身マッサージのみ】 再来院の方（２回目以降） 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン
巻末クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 カガエ・ニホンドウ漢方ブティック・薬日本堂 名古屋市中村区 【初回購入代金】 5％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 眼鏡市場
名古屋市
他１７市

【メガネ・コンタクトレンズ・サングラス】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 定額制コンタクトレンズ「メルスプラン」
名古屋市
他２３市

入会された方に 3,000円分のギフトカードをプレゼント 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 美容室　ｔｅｎｄｒｅ 名古屋市中区 【全メニューの技術料金】 新規初回のみ 20％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＭＩＳＳ　ＥＳＳＥＮＣＥ 名古屋市東区 【技術メニュー】 初回限定 20％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー
ＴＡＹＡ／ＴＡＹＡ＆ＣＯ／クレージュ
／カペリプント

名古屋市 【施術料金】 10％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＥＡＲＴＨ
名古屋市
岡崎市

【カット（シャンプー・ブロー付）】 3,000円 → 2,500円 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー セリオ／アコーズヘアー

名古屋市
岡崎市
蒲郡市
安城市

【全メニュー】 20％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー Ｂｒｉｌｏ美容鍼灸ビューティサロン 名古屋市中区 【スタンダードコース】 初回限定 7,560円 → 5,400円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ピュア　エステ　ブリアント 名古屋市中区 【贅沢プレミアムコース】 27,000円 → 4,860円 画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ベビーリーフ 名古屋市熱田区
【筋膜リリース】
   70分 11,340円 → 8,640円   100分 14,580円 → 11,880円
【マシン&筋膜リリース70分】 12,960円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー リンパドレナージュサロン　セレンディピティ 名古屋市昭和区

【肩こりコース】 8,000円 → 7,800円
【全身総合コース】 12,000円 → 11,000円
【酷いむくみ・疲労回復コース】 16,000円 → 14,000円
【ダイエットコース】 72,000円 → 58,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＴＩＮＡ　エステティックサロン 名古屋市昭和区

【美肌改善ﾌｪｲｼｬﾙｺｰｽ】 初回限定 10,500円 → 7,350円
【むくみ改善ﾎﾞﾃﾞｨﾘﾝﾊﾟｺｰｽ】 初回限定 11,500円 → 9,900円
【ﾌｪｲｼｬﾙ&ﾎﾞﾃﾞｨ極上ｺｰｽ】 初回限定 20,000円 → 16,500円
【お試しﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌｪｲｼｬﾙｺｰｽ】 初回限定 12,500円 → 10,000円
【5回券】 45,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー Ｊｏｕｉｒ　アロマサロン 名古屋市千種区
【トリートメント　全メニュー】  20％OFF
【スクール入会時】 オレンジスイートの精油（5ml） プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 鍼灸院　寿慧（じゅけい） 名古屋市千種区
【美容鍼・美頭皮鍼灸】 初回限定 5,000円 → 4,500円
【一般鍼灸治療】 初回限定 4,500円 → 4,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー モアグロー 名古屋市千種区
【プレミアムエイジングケア】 初回限定 12,960円 → 6,480円
【全身ビューティーデトックス】 初回限定 14,040円 → 7,020円
【来店から1ヶ月以内に予約の方】 2,000円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｂｅａｕｔｅ　Ｃｈａｍｂｒｅ 名古屋市東区

【全身脱毛 体験】 新規限定 28,000円 → 9,800円
【キャビテーション 体験】 新規限定 20,000円 → 6,300円
【フォトフェイシャル】 新規限定 20,000円 → 13,000円
【その他通常メニュー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー エステティックサロン　シェルシェル 名古屋市東区
【ギノーイドラデルミー・イドラリフト】 各12,000円 → 各8,000円
【ギノースペシャル】  15,000円 → 10,000円
【ポリネシアントリートメント】 12,000円 → 9,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ラ・パルレ 名古屋市中村区

【入会金】  無料
【エステティックコース】
   体験当日申込時 20％OFF   初回入会時 10％OFF
【メソセルライト撃退コース】 初回限定価格 500円
【ニキビ内外コース】 初回限定価格 1,000円
【脂肪撃退コース】 初回限定価格 2,000円
【顔筋トレーニングプログラム】 初回限定価格 3,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ラ・パルレ　プレミアムチケット 名古屋市中村区 【ラ・パルレ プレミアムチケット】 19,440円 → 18,800円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー イルミナ 名古屋市中村区

【幹細胞ﾌｪｲｼｬﾙ&ﾃﾞｺﾙﾃ】 初回限定 15,000円 → 9,000円
【幹細胞ﾌｪｲｼｬﾙ&ﾃﾞｺﾙﾃ&ｱﾛﾏﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ】
   初回限定 22,000円 → 16,000円
【ｱﾛﾏﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ（初回限定）】
   60分 7,000円 → 5,500円   90分 11,000円 → 9,500円
   120分 15,000円 → 12,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ビューティサロン　ミュウ 名古屋市中村区

【全身脱毛　1回】 初回限定 17,980円 → 1,980円
【ＲＦ（ラジオ波）フェイシャルコース　1回】
   初回限定 8,500円 → 1,980円
【全メニュー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー たかの友梨ビューティクリニック 名古屋市
【ビジター料金】 5％OFF
【入会金】 免除

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー オンディーヌ　プラチナム 名古屋市

【1ヶ月集中サイズダウンコース】 64,800円 → 10,260円
【ボディエナジーテラピー】 16,200円 → 6,480円
【アルゴトリートメント】 30,240円 → 16,200円
【オンディーヌ3D小顔フェイシャル】 16,200円 → 10,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー スリムビューティハウス
名古屋市
豊田市

【骨盤ダイエットＢｅａｕｔｙコース 70分（１回）】 無料
【全コース（キャンペーン含む）】 5％OFF
【入会金（要別途事務手数料）】 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ソシエワールドグループ
名古屋市
豊田市

【初回体験プラン／目的別コース】 6,000円 → 5,400円
【初回体験プラン／プレミアムコース】 8,000円 → 7,200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー
エステ＆ボディケア
（スポーツクラブＮＡＳ運営）

名古屋市
春日井市
稲沢市

【各コース】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン
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ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＴＢＣエステチケット

名古屋市
豊橋市
豊田市
岡崎市

【プレシャスコース＆ジェフグルメカード】 10,800円
【グラシアスコース＆ジェフグルメカード】 16,200円
【ルミナスコース＆ジェフグルメカード】 21,600円
【エスペシャルコース＆ジェフグルメカード】 32,400円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー エステサロン　Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｍａｉ 春日井市
【ﾌｪｲｼｬﾙ＋ｱｲｹｱ+SPﾊﾟｯｸ】 6,500円 → 5,980円
【まつげｶｰﾙ＋ｱｲｹｱ＋ｱｲｿﾞｰﾝﾊﾟｯｸ】 10％OFF
【ﾌｪｲｼｬﾙﾃﾞｺﾙﾃ＋美白保湿ﾊﾟｯｸ＋ﾎｰﾑｹｱﾊﾟｯｸ】 20％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー
トータルメンテナンスサロン
　バリメディカスパ

名古屋市中区
【バリスパ各コース】
   初回の方 1,000円オフ ｏｒ メディカルアロマプレゼント
【養成各コース】 1,000円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー リブラン・バリナチュラ 名古屋市中区
【バリエステ１２０分】 17,000円 → 14,900円
【バリエステ１８０分】 24,000円 → 19,800円

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー スパヴィータ
名古屋市
一宮市
春日井市

【スパヴィータチケット】
   ブルー 5,400円 → 4,700円   レッド 10,800円 → 9,200円
   シルバー 32,400円 → 27,500円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー タルゴ　ラグーナ 蒲郡市 【オリジナルプログラム（１日コース）】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ネイルクイック・スパネイル・ネイルパフェ 名古屋市中区 【ネイル施術メニュー】 5％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＤＡＳＨＩＮＧ　ＤＩＶＡ 名古屋市中村区 【全メニュー】 10％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 歯のホワイトニング専門店　ＷｈｉｔｅｎｉｎｇＢＡＲ 名古屋市中区 【初回限定2回連続ケア】 9,960円 → 4,980円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー アロマサロン　Ｓｃｉｎｔｉｌｌｅｒ 名古屋市中区
【トリートメント施術】 10％OFF
【アロマスクール】 授業料　20％OFF   各講座 10％OFF
【精油・ハーヴウォーター等】 定価より 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー プラベートサロン　ラモネード 名古屋市中区
【全メニュー】 20％OFF
【】（組み合わせ自由80分以上） 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ボディーケアサロン　マザーズループ 名古屋市西区 【技術料金（60分コース）】 1,500円OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 隆鼻矯正専門店Ｒａｐｌｉｔラプリ 名古屋市中村区
【初診料】 3,000円 → 無料
【隆鼻+輪郭矯正】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー てもみんグループ　チケット 名古屋市 【てもみんグループチケット】 1,080円 →  950円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ナチュラルボディ
名古屋市
東浦町

【ラフィネギフトカード】 2,160円 → 1,940円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー リラクゼーションスペースＲａｆｆｉｎｅギフトカード
名古屋市
他９市１町

【ラフィネギフトカード】 2,160円 → 1,940円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 体質改善＆美容整体チャラニオ 名古屋市昭和区

【初回限定お試し】 8,000円 → 3,000円
【本気の美容整体・体質改善3ヵ月コース】 130,000円 → 96,000円
【回数券（3回券）】
   初回 24,000円 → 19,000円   2回目以降 24,000円 → 22,500円
【回数券（6回券）】
   初回 48,000円 → 39,000円   2回目以降 48,000円 → 42,000円
【回数券（10回券）】
   初回 80,000円 → 65,000円   2回目以降 80,000円 → 68,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー Ｑｕｅｅｎｓｗａｙ／Ｓｐａ　Ｑｕｅｅｎｓｗａｙ 名古屋市中村区 【全コース】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー スタジオ・ヨギー 名古屋市中村区 【ドロップイン(1回利用)】 3,240円 → 2,700円 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー スタジオ・ヨギー 名古屋市中村区 【1回チケット】 3,240円 → 2,700円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 毛髪クリニック　リーブ２１
名古屋市
豊橋市

【育毛健毛プラン】 初回限定 3,000円 → 500円
【会員コース（発毛トータルコース・発毛促進コース）】 15％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 発毛・育毛専門サロン　バイオテック

名古屋市
岡崎市
豊橋市
豊田市

【発毛・育毛無料体験来店の方】 発毛促進剤プレゼント
【入会金】 50％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 社内マッサージイベントサービス ー 【イベント実施費用】 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ベアーズの家事代行サービス ー

【定期サービス】
   デラックスプラン 5％OFF   ロイヤルプラン 10％OFF
   ベアーズパックライトＢ  3,000円分のサービスチケット進呈
【単発サービス】 スポットサービス 5％OFF
【出産応援『ＷｅｌｃｏｍｅＢａｂｙ』】  5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事代行のベアーズ　楽ラクうちごはん ー
【定期プラン】 3,000円分のサービスチケット進呈
【スポットプラン】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンメリーメイド ー
【1回限りの利用料金】 見積り料金より 10％OFF
【定期利用料金】 見積り料金より 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス
ニチイライフ
 ～家事・育児・自費介護サービス～

ー
【お試しプラン】 5,400円
【スポットプラン】 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おまかせさん ー 【初回登録料】 無料 クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事サポートサービス　（ラヴィ） ー 【マスターコース入会金】 無料 クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス アートエプロンサービス整理・整頓 ー
【作業代金（税込）5万円未満の場合】 3％OFF
【作業代金（税込）5万円以上の場合】 5％OFF

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス マイ暮らす ー
【定期プラン】 見積もりから 10％OFF
【ときどきプラン】 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 便利屋！お助け本舗 ー 【初回限定】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 不用品片付け　エコアース ー

【回収料金】 10％OFF
【冷蔵庫・洗濯機・電子レンジの回収】 無料
【カゴ車おまかせパック】 12,000円 → 10,200円
【1トン平トラックおまかせパック】 50,000円 → 42,500円
【2トン平トラックおまかせパック】 95,000円 → 80,750円
【3トントラックおまかせパック】 170,000円 → 144,500円
【4トントラックおまかせパック】 250,000円 → 212,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ベアーズのハウスクリーニング ー
【全メニュー】見積もり金額より 5％OFF
【ヴェルサイユプラン】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス レンタル＆クリーニングのハウスクリーニング ー

【レンジフードクリーニングDX】 11,880円 → 8,618円
【エアコンクリーニング】 10,584円 → 8,618円
【浴室バスタブ下清掃】 11,880円 → 7,538円
【浴室清掃（壁・天井・扉・浴槽・蛇口）】 11,880円 → 8,618円

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗 ー 【ハウスクリーニング】 見積もり金額から 5％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス
おそうじ本舗
ハウスクリーニングギフトカード／贈答用

ー 【ハウスクリーニングギフトカード】 19,000円 → 16,500円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗のマイスターコーティング ー 見積金額より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事の達人 ー
【「家事の達人」カード 選べるお掃除パック】
   1個選択 12,960円 → 11,500円   2個選択 24,840円 → 22,000円
   3個選択 35,640円 → 31,000円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンサービスマスター ー 【ハウスクリーニング】 見積り料金より 10％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス フロアコーティング ー

【コーティング施工価格】 35％OFF
【フロアコーティング申込み】
   30㎡以上 防カビコーティング（トイレ）無料サービス
   50㎡以上 防カビコーティング（トイレ）+レンジフィルター無料
【居住中で施工を申込み】 荷物の移動費を無料サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ＥＰＣＯＡＴ（フロアコーティング） ー
【フロアコーティング代金（税抜）】 20％OFF
【ＥＰＣＯＡＴ利用の方】
   オプションコーティング代金10万円割引ｸｰﾎﾟﾝ進呈

パートナーサイト

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 主婦の為のお掃除サポート　グッドハウス ー
【エアコンクリーニング】 14,904円 → 10,584円
【レンジフードクリーニング】 28,944円 → 17,064円
【浴室クリーニング】 42,444円 → 32,400円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス フォーエルのハウスクリーニング ー

【エアコンクリーニング】 12,000円 → 10,000円
【エアコンクリーニング（ﾌｨﾙﾀ自動掃除機能付きﾀｲﾌﾟ）】
   18,000円 → 16,000円
【よりどり3点パック】 35,000円 → 30,000円
【よりどり4点パック】 44,000円 → 38,000円
【よりどり5点パック】 50,000円 → 43,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事玄人ハウスクリーニング ー

【エアコンカビ取りパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック／2台目以降】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック(掃除機能付タイプ用)】
   ｸｵｶｰﾄﾞ 1,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック(掃除機能付タイプ用)／2台目以降】
   ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【浴室パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【キッチンパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【レンジフード洗浄パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【掃除セレクトパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【掃除選べるパック‐プラス‐】 ｸｵｶｰﾄﾞ 1,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【2個パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 1,500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【大掃除パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 2,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 遺品整理のキーパーズ ー 見積り基本金額より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗　お墓のおそうじ代行サービス ー 通常価格より 5％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 白洋舍　クリーニング集配サービス ー 【ドライクリーニング料金】 5％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ガラスレスキュー２４ ー 通常料金より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキン　ターミニックス ー 【シロアリ防除】 見積り料金より 5％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 三共消毒 ー 10％OFF～20％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス コメリ　庭木の手入れサービス ー 【30,000円以上成約の方】 コメリギフトカード3,000円分プレゼント 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキン　トゥルグリーン ー 【庭木の手入れ】 見積り料金より 5％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 総合リサイクルショップ　トレジャーファクトリー 名古屋市緑区 【買取金額】 店舗買取限定 １０％ＵＰ 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 靴専科 名古屋市 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 靴修理のミスターミニット 名古屋市
【ヒール修理、かかとのゴム交換】 10％OFF
【バリューセット（ﾋｰﾙ＋ｿｰﾙのｾｯﾄ修理）】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス フォトスタジオセルフィット 名古屋市中区 【メモリアルフォト撮影料】 50％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンレントオール

名古屋市
岡崎市
豊橋市
豊田市

【レンタル料金】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 宅配バーベ急便 ー
【バーべ急便プラン】 アウトドアテントサービス
【器材レンタルプラン】 氷入り保冷ＢＯＸサービス

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス セコム・ホームセキュリティ ー 【新規成約】 20,000円分商品券プレゼント クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ALSOKホームセキュリティ ー
【ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨBasic／HOME　ALSOK　Premium成約の方】
   10,000円キャッシュバック
【HOME ALSOK るすたくｻｰﾋﾞｽ成約の方】 5,000円キャッシュバック

クラブオフへ申込
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ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 全日警のホームセキュリティ  ハッピーガード ー

【保証金】 20,000円免除
【「かんたんプラン」と「おでかけプラン」契約】
   5,000円分の商品券プレゼント
【「いつでもプラン」と「みまもりプラン」契約】
   1,0000円分の商品券プレゼント

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス セントラル警備保障のホームセキュリティ ー 【機器費】 定価より 10,000円OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ＴＲＳの盗聴器発見サービス ー 【調査料金】 20％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 葬祭葬祭葬祭葬祭 現代仏壇 ギャラリーメモリア 名古屋市中区

【現代仏壇】 特別優待
【電話にて問い合わせた方】
   綜合カタログ「FREELY」小冊子プレゼント
【来店された方】 火消付きライター「つくつく帽子」プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 葬祭葬祭葬祭葬祭 はせがわ
名古屋市
春日井市

【墓石・工事代】 5％OFF
【仏壇】 10％OFF
【神・仏具】 5％OFF
【お盆用品・提灯】 5％OFF
【屋内墓苑成約の方】 10,000円分の商品券をプレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 葬祭葬祭葬祭葬祭 小さなお葬式 ー

【小さな火葬式】 193,000円 → 188,000円
【小さな一日葬】 343,000円 → 338,000円
【小さな家族葬】 493,000円 → 488,000円
【100名までのお葬式】 643,000円 → 638,000円

直接申込

ふくりの住まいふくりの住まいふくりの住まいふくりの住まい －－－－ ナサホーム ー 【住宅リフォーム工事】 見積価格（税抜）より 3％OFF
検索用サイト
「ふくりの住まい」

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ
資格の学校ＴＡＣ
　（教室講座、個別ＤＶＤ講座）

名古屋市中村区
【入会金】 10,000円 → 無料
【受講料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 資格の大原 （教室通学、映像通学） 名古屋市中村区 【受講料】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 東京アカデミー 名古屋市中村区 【受講料】 15％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ
ＬＥＣ東京リーガルマインド
（生講義ｸﾗｽ、ﾋﾞﾃﾞｵｸﾗｽ、Web通学ｸﾗｽ）

名古屋市中村区
【ＬＥＣ東京リーガルマインドの資格講座】
   各種割引適用後より 5％OFF

印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ リカレントメンタルヘルススクール 名古屋市中村区
【入会金】 32,400円 → 10,800円
【全コース受講料】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ リカレントキャリアデザインスクール 名古屋市中村区
【入会金】 32,400円 → 10,800円
【全コース受講料】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ ヒューマンアカデミー 名古屋市中村区 【受講料】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ フードアナリスト４級講座 名古屋市中村区 【フードアナリスト４級養成講座】 受講料 30％ＯＦＦ パートナーサイト

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ
厚労大臣認定
キャリアコンサルタント養成講習

名古屋市中区
【GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム】
   トレーニング受講の方に商品券２万円を贈呈

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 総合資格学院

名古屋市
豊橋市
岡崎市
小牧市

【２級建築士総合講座】 799,200円 → 766,800円
【２級建築士学科講座】 507,600円 → 475,200円
【宅建パーフェクト総合セット】 302,400円 → 270,000円
【宅健総合講座】 280,800円 → 248,400円

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 日本医療事務協会

名古屋市
一宮市
春日井市
豊橋市

【医療事務講座】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 資格スクール大栄
名古屋市
他３市２町

【入学金】 10,800円 → 無料
【受講料】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ ニチイ優良講座
名古屋市
他１１市

【通学講座】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 三幸福祉カレッジ
名古屋市
他１３市２町

【介護ヘルパー初任者研修】 5％OFF
【実務者研修（初任者研修修了者）】 5％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ Ｗｉｎスクール～パソコン・ＷＥＢ・ＣＡＤ・ＩＴ～
名古屋市
豊田市
刈谷市

【講座受講料】
   税抜20万円以上 9,720円OFF   税込20万円未満 5,400円OFF

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ パソコンスクールアビバ
名古屋市
他３市２町

【入学金】 21,600円 → 無料
【受講料】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 Ｉ．Ｃ．ＮＡＧＯＹＡ 名古屋市中村区 【入会金】 50％OFF 直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 Ｇａｂａマンツーマン英会話 名古屋市 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＣＯＣＯ塾 名古屋市 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 シェーン英会話
名古屋市
春日井市

【入学金】 全コース 21,600円 → 3,240円
【授業料】 対象コースのみ 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ベルリッツ
名古屋市
刈谷市
豊田市

【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＮＯＶＡ　駅前留学・お茶の間留学
名古屋市
他１２市

【入学金】 無料
【授業料】 20％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＥＣＣ外語学院
名古屋市
他１３市

【入学金】 21,600円 → 無料
【授業料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 英会話イーオン
名古屋市
他１５市１町

【入学金】 32,400円 → 無料
【授業料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ハオ中国語アカデミー 名古屋市
【入学金】 21,600円 → 無料
【受講料】 5％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 アート倶楽部カルチェ・ラタン（絵画教室） 名古屋市千種区
【入会金】 10,000円 → 無料
【レギュラー会員】 19,440円 → 17,496円
【隔週会員】 12,960円 → 11,664円

印刷クーポン
画面提示クーポン
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学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 カラースクール　サンライト 名古屋市中村区
【パーソナルカラー診断＋メイクレッスン】 35,000円 → 30,000円
【ナチュラルメイクレッスン】 20,000円 → 15,000円
【ＬＣＣＳカラーアナリスト養成講座入会金】 50％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 長沼静きもの学院 名古屋市中村区

【きもの着付科一般コース（３ヶ月、７ヶ月）】 10％OFF
【きもの着付科らくらくコース（３ヶ月、７ヶ月）】 10％OFF
【くみひも科（６ヶ月）】 10％OFF
【きものプロ技術科一般コース（１２ヶ月）】 10％OFF
【きものプロ技術科らくらくコース（１２ヶ月）】 10％OFF

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ
名古屋市
他５市１町

【入会金】 6,480円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ＥＹＳ－ＭｕｓｉｃＳｃｈｏｏｌ 名古屋市 【入会金】 50％OFF 直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ローランド・ミュージック・スクール
名古屋市
他２０市１町

【入会金】 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 カワイ音楽教室
名古屋市
他２２市５町１村

【入会金】 40％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味
江口美貴　フラワーサロン・ミキ
　アートスクール

名古屋市
【体験レッスン】 3,000円 → 1,500円
【入学金】 16,200円 → 無料

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味
ヨーロピアンフラワーデザイン連盟
 フラワー教室

名古屋市
他３２市１０町

【体験レッスン】  2,400円～3,900円 → 1,000円
【フラワーアレンジメント（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ）】 10,900円 → 1,800円
【フラワーアレンジメント（ﾃﾞﾗｯｸｽｺｰｽ）】 11,700円 → 2,000円
【プリザーブドフラワー（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｺｰｽ）】 11,900円 → 2,000円
【モダンいけばな（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺｰｽ）】 10,400円 → 1,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 アスリートフードマイスター養成講座 名古屋市中区 【ジュニアアスリートフードマイスター３級コース】 3,000円OFF パートナーサイト

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ベターホームのお料理教室 名古屋市中区 【新規受講申込】 ﾍﾞﾀｰﾎｰﾑ買物券ﾎﾟｲﾝﾄ 2,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味
「野菜ソムリエ養成講座」
野菜ソムリエコース

名古屋市中区 【受講料】 8,000円OFF 直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ホームメイドクッキング
名古屋市
他５市

【入会金】 5,400円 → 無料
【入会された方】 1,500ポイントプレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＣＯＣＯ塾ジュニア 名古屋市 【入会金】 16,200円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 小学館の幼児教室　ドラキッズ
名古屋市
他８市２町

【入会金】 50％OFF 印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 小学館アカデミー
名古屋市
他１１市１町

【全コース入会金】 5,400円 → 無料 印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 京進
名古屋市
他１６市２町

【入学金】 50％OFF
【休み講習や各種特訓】 会員特別価格

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＩＴＴＯ個別指導学院がんばる学園　ＴＯＰＳ
名古屋市
他３６市９町

【入会金】 12,960円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 Ｇａｂａこどもマンツーマン英会話 名古屋市 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 シェーン英会話　子ども英語
名古屋市
春日井市

【入学金】 16,200円 → 3,240円
【授業料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 東進こども英語塾
名古屋市
半田市

【入学金】  50％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ベルリッツ・キッズ／ベルリッツ・ティーンズ
名古屋市
豊田市
刈谷市

【入学金】 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 こども英会話のミネルヴァ
名古屋市
他７市１町

【入会金】 10,800円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 こども英会話のジオス
名古屋市
他１３市４町

【入会金】 15,750円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＮＯＶＡ　こども英会話　ＮＯＶＡジュニア
名古屋市
他１２市

【授業料】 20％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 イーオンこども英会話
名古屋市
他１２市１町

【入学金】 5,400円 → 2,700円 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＥＣＣジュニア
名古屋市
他３７市１３町１村

【入学金】 5,400円 → 2,700円 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 カワイ音楽教室（キッズ）
名古屋市
他２７市７町１村

【入会金】 40％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ ABCクッキングABCクッキングABCクッキングABCクッキング ＡＢＣクッキングスタジオ
名古屋市
豊橋市
一宮市

【入会金】 12,960円 → 6,480円 印刷クーポン

ビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポート 会議・研修所会議・研修所会議・研修所会議・研修所 ＪＭＡ会議室予約デスク
名古屋市
豊橋市
蒲郡市

【会議室料】 2％～30％ＯＦＦ 直接申込
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