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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 賢島宝生苑「燦陽」 志摩市
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：16,200円～   3名1室：15,200円～ 4～5名1室：13,200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 ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 志摩市
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：8,400円～   2名1室（朝食付）：6,400円～
  3名1室（朝食付）：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 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 タラサ志摩ホテル＆リゾート 鳥羽市
【最安料金】
　1名1室（朝食付）：15,660円～   2名1室（食事なし）：6,900円～
  3名1室（食事なし）：5,900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 厳選の宿厳選の宿厳選の宿厳選の宿 志摩観光ホテル　ザ　クラシック 志摩市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：13,000円～   2名1室：8,500円～   3名1室：7,000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 露天風呂付客室露天風呂付客室露天風呂付客室露天風呂付客室 鳥羽ビューホテル　花真珠 鳥羽市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：8,640円～   2～3名1室：7,560円～   4名1室：7,020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 ワンランク上のステイワンランク上のステイワンランク上のステイワンランク上のステイ 志摩観光ホテル　ベイスイート 志摩市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：56,000円～   2名1室：28,000円～   3名1室：27,500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
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

四日市都ホテル 四日市市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：7,200円～   2名1室：4,700円～   3名1室：3,700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 伊勢かぐらばリゾート　千の杜 伊勢市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：15,660円～   2名1室（朝食付）：8,640円～
  3～4名1室（夕朝食付）：7,900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 天空の宿　ホテルマリテーム海幸園 鳥羽市
【最安料金（食事なし）】
　2名1室：7,880円～   3～5名1室：6,800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 いちおしいちおしいちおしいちおし 伊勢志摩国立公園　賢島の宿　みち潮 志摩市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,800円～   2～5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
ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩
  （コテージ）

志摩市
【最安料金（食事なし）】
　2名1室：7,000円～   3名1室：5,000円～   4名1室：3,500円～
  5名1室：2,800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 いちおしいちおしいちおしいちおし プレミアリゾート　夕雅　伊勢志摩 志摩市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：12,960円～   2～3名1室（朝食付）：4,000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 いちおしいちおしいちおしいちおし 伊勢志摩ロイヤルホテル 志摩市
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：8,000円～   2名1室（夕朝食付）：8,600円～
  3名1室（朝食付）：7,560円～   4名1室（朝食付）：6,480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 火の谷温泉　美杉リゾート　ホテルＡＮＮＥＸ 津市
【最安料金（朝食付）】
　2～6名1室：6,800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 鈴鹿サーキットホテル 鈴鹿市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：9,050円～   2名1室：7,000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 CANDEO　HOTELS　亀山 亀山市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,724円～   2名1室：4,752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 メナード青山リゾート 伊賀市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：18,600円～   2名1室：15,400円～   3名1室：13,300円～
  4名1室：11,200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 Web得Web得Web得Web得 メナード青山リゾート　コテージスイス村 伊賀市
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：15,600円～   3名1室：13,600円～   4名1室：11,600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 メナード青山リゾート　ホテルシャンベール 伊賀市
【最安料金（夕朝食付）】
　2～3名1室：13,200円～   4名1室：13,000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
青山ガーデンリゾートホテル
　ローザブランカ

伊賀市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：12,636円～   2名1室：9,396円～   3名1室：8,316円～
  4～5名1室：7,236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
リゾートヒルズ豊浜
　蒼空の風　～ＳＯＲＡ　ｎｏ　　ＫＡＺＥ～

鳥羽市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：14,040円～   2～5名1室：11,880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 扇野の宿　扇芳閣 鳥羽市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,870円～   2名1室：4,710円～   3～5名1室：4,170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 リゾートパーク　ともやま 志摩市
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：11,680円～   3～5名1室：9,736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 はいふう 志摩市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：34,500円～   2～3名1室（朝食付）：17,160円～
  4～5名1室（朝食付）：14,160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 風待ちの湯　福寿荘 志摩市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：14,040円～   2～5名1室：7,560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 グルメペンション　青い海 志摩市
【最安料金（食事なし）】
　2名1室：3,425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 志摩地中海村 志摩市
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：14,900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 ホテルウェルネス鈴鹿路 菰野町
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,800円～   2～4名1室：4,200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 －－－－ ホテルグリーンパーク津 津市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,800円～   2名1室：3,700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 －－－－ ルートイングランティア伊賀上野　和蔵の宿 伊賀市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,950円～   2名1室：5,450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 －－－－ jazzが流れる海辺のお宿　浜千代館 伊勢市
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：12,200円～   3～6名1室：11,200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 －－－－ 彩りめぐりの宿　彩花亭 鳥羽市
【最安料金（食事なし）】
　2名1室：5,400円～   3名1室：4,900円～   4～5名1室：4,320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 －－－－ 五感の宿　慶泉 鳥羽市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：21,600円～   2名1室（朝食付）：9,720円～
  3～5名1室（夕朝食付）：9,200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 －－－－ ホテル志摩スペイン村 志摩市
【最安料金（朝食付）】
　2～4名1室：6,536円～

クラブオフ
ホームページ
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国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ シーサイドホテル鯨望荘 志摩市
【最安料金（朝食付）】
　2～5名1室：6,480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 －－－－ 檜扇荘 志摩市
【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：13,400円～
  2～4名1室（食事なし）：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 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196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276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53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63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2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3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 鈴鹿サーキット 鈴鹿市

【モートピアパスポート（入園＋のりもの乗り放題）】
 《2017/4/1～2017/11/30、2018/3/1～2018/3/31》
     中学生以上4,300円 → 4,000円   小学生 3,300円 → 3,100円
     幼児（３歳～未就学児） 2,100円 → 2,000円
     シニア（６０歳以上） 2,500円 → 2,200円
  《２017/12/1～2018/2/28》
     中学生以上 4,300円 → 3,700円   小学生 3,300円 → 2,800円
     幼児（３歳～未就学児） 2,100円 → 1,800円
     シニア（６０歳以上） 2,500円 → 2,000円
【サマーパスポート（入園＋のりもの乗り放題＋屋外プール）】
   中学生以上 5,400円 → 5,000円   小学生 4,100円 → 3,800円
   幼児（３歳～未就学児） 2,700円 → 2,500円
   シニア（６０歳以上） 3,600円 → 3,300円
【プール（入園＋屋外プール）】
   中学生以上 2,900円 → 2,700円   小学生 2,000円 → 1,900円
   幼児（３歳～未就学児） 1,400円 → 1,300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 伊賀の里　モクモク手づくりファーム 伊賀市 【入場料】 ３才以上 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 忍者修行の里　赤目四十八滝 名張市
【忍者修行体験料】
   大人 2,000円 → 1,600円   小・中学生 1,700円 → 1,360円
   幼児 1,550円 → 1,240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
青蓮寺湖観光村
　（ぶどう狩り、いちご狩り）

名張市 【入園料】 50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 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

名張市
四日市市
伊勢市
いなべ市
多気町

【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 伊勢夫婦岩ふれあい水族館シーパラダイス 伊勢市
【入館料】
   高校生以上 1,600円 → 1,440円   小・中学生 800円 → 720円
   ３才～小学生未満 400円 → 360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 おかげ座　神話の館 伊勢市 【入館料】 大人 300円 → 200円   小学生 100円 → 50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 伊勢・安土桃山文化村 伊勢市

【入村手形】
   18才以上 2,500円 → 2,000円   中・高校生 1,200円 → 1,000円
   小学生 900円 → 800円
【通行手形】
   18才以上 3,900円 → 3,300円   中・高校生 2,500円 → 2,130円
   小学生 2,000円 → 1,800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 マコンデ美術館 伊勢市
【入館料】
   大人（18才以上） 1,000円 → 800円   高校生 800円 → 640円
   小・中学生 600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 ミキモト真珠島 鳥羽市
【入場料】
   大人（高校生以上） 100円OFF   小人（小・中学生） 50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 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 志摩スペイン村　パルケエスパーニャ 志摩市

【パスポート】
   大人（18才～59才） 5,300円 → 4,550円
   中人（12才～17才） 4,300円 → 3,700円
   小人（3才～11才） 3,500円 → 3,000円
   シニア（60才以上） 3,500円 → 3,000円
【ムーンライトパスポート（ナイター営業日16時以降利用可能）】
   大人（18才～59才） 3,200円 → 2,750円
   中人（12才～17才） 2,600円 → 2,250円
   小人（3才～11才） 2,100円 → 1,800円
   シニア（60才以上） 2,100円 → 1,800円

優待券
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 志摩マリンランド 志摩市
【入場料】
   大人 1,400円 → 1,260円   中高生 900円 → 810円
   小学生 600円 → 540円   3才～小学生未満 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 大内山動物園 大紀町
【売りエサ（100円）】 サービス
【オリジナルポストカード（100円）】 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
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 津市 【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)

クアハウス長島 桑名市
【入浴料】
   中学生以上 900円 → 700円   小学生 500円 → 400円
   幼児（3才以上、小学生未満） 300円 → 200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)

天然温泉ユーユー・カイカン 四日市市 【入館料】 大人 300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)

天然温泉ジャブ 四日市市 【入浴料】 大人 620円 → 570円 
印刷クーポン
画面提示クーポン
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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)

ホテル鳥羽小涌園 鳥羽市 【入浴料（フェイスタオル・バスタオル付）】 1,000円 → 900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)

鳥羽ビューホテル　花真珠 鳥羽市 【入浴料】 1,200円 → 800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)

浜の雅亭　一井 鳥羽市 【入浴料】 大人 1,500円 → 1,200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)

戸田家 鳥羽市
【入浴料】
   おとな（中学生以上） 1,500円 → 1,000円
   こども（6歳～12歳）　 750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
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)

ホテル近鉄　アクアヴィラ
　伊勢志摩「ともやまの湯」

志摩市
【日帰り入浴利用料金】
   大人（中学生以上） 1,050円 → 750円
   小人（3歳～小学生） 550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
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)

ホテル近鉄　アクアヴィラ
　伊勢志摩　アクアパレス

志摩市

【利用料金／大人（中学生以上）】
   平日 1,700円 → 1,400円   土・日・祝日 2,100円 → 1,800円
   春休み・ＧＷ・夏休み・年末年始 2,500円 → 2,200円
【利用料金／小人（３才～小学生）】
   平日 500円 → 400円   土・日・祝日 900円 → 800円
   春休み・ＧＷ・夏休み・年末年始 1,000円 → 900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)

プレミアリゾート　夕雅　伊勢志摩 志摩市
【日帰り入浴+大内山酪農アイスクリーム】 1,350円 → 1,000円
【日帰り入浴+湯上りビール（大）】 1,450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)

磯部わたかの温泉　風待ちの湯　福寿荘 志摩市 【入浴料】 中学生以上 1,500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)

メナード青山リゾート　霧生温泉「香楽の湯」 伊賀市
【利用料】
   大人（中学生以上） 1,230円 → 798円
   子供（小学生） 540円 → 432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)

アクア×イグニス　片岡温泉 菰野町
【入浴料】
   大人 600円 → 500円   子供 300円 → 250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)

奥伊勢フォレストピア　奥伊勢宮川温泉 大台町 【入浴料】 中学生以上 618円 → 20％OFF 
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)

ホテル季の座 紀北町 【入浴料】 大人 1,080円 → 970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 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 四日市市 【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
四日市市
他４市２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 伊勢志摩　みやげセンター王将 志摩市 【土産購入の方】 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　奥伊勢木つつ木館 大紀町 【食事800円以上】 大内山ソフトクリーム（カップ入）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　パーク七里御浜 御浜町 【土産品】 8％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 ザめしや・街かど屋・讃岐製麺・めしや食堂
津市
鈴鹿市

【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 港屋珈琲
津市
四日市市
鈴鹿市

【お得なコーヒーチケット】 3,100円 → 2,900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 ドミノ・ピザ

津市
四日市市
桑名市
鈴鹿市
松阪市

【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 ＰＩＺＺＡ―ＬＡ
津市
他５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 ガスト（スマートフォン）限定クーポン
津市
他９市１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 イタリアン・トマト　カフェジュニア
桑名市
伊勢市

【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 玉城町 【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６５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 イオンシネマ　ＡＣカード

津市
桑名市
鈴鹿市
東員町

【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
四日市市
明和町

【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　まねきねこ
津市
名張市
松阪市

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 カラオケ　コート・ダジュール 桑名市
【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 カラオケ　ＪＯＹＳＯＵＮＤ直営店 四日市市

【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
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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

四日市市
【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 レストランカラオケ・シダックス
四日市市
鈴鹿市

【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

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
鈴鹿市
伊勢市
伊賀市

【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 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

津市
四日市市
桑名市
鈴鹿市
松阪市

【入会金】 360円 → 無料 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
四日市市
伊勢市

【入会金】 無料
【利用料】 200円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 ニッポンレンタカー　ワンデイスキップ
津市
他７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
津市
他７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 日産レンタカー
津市
四日市市

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

津市
四日市市
伊勢市
鈴鹿市
いなべ市

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

津市
四日市市
桑名市
伊勢市
松阪市

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 オリックスレンタカー
津市
他７市

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
津市
四日市市
桑名市

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 Ｊネットレンタカー／スカイレンタカー

四日市市
鈴鹿市
松阪市
伊賀市

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 ＲＩＺＡＰ（ライザップ） 四日市市
【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 クライミングジム　ＧＲＡＶＩＴＹ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ 四日市市
【基本施設利用料 一日利用券】
   一般・シニア（55歳以上） 500円引
   大学生・専門学生／中高生／小学生・キッズ 300円引

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 シティスポーツ四日市 四日市市
【大人向けスポーツクラブ入会金】  無料
【キッズスクール入会金】  無料

印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ 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

津市
四日市市
鈴鹿市
伊勢市
松阪市

【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 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） 伊勢市 【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 乗馬乗馬乗馬乗馬 乗馬クラブ　クレインネットワーク
桑名市
伊賀市

【乗馬スクール（45分）】  5,400円 → 3,780円 印刷クーポン

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 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 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」

津市
他５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） 四日市市 【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）

津市
松阪市
伊勢市

【販売商品】 10％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 はるやま

津市
四日市市
鈴鹿市
桑名市
伊賀市

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 スーツセレクト 四日市市 【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

四日市市
鈴鹿市
松阪市
伊勢市

【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
津市
他５市１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 Ｌ－Ｂｒｅａｔｈ（エルブレス） 津市 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）
津市
四日市市
鈴鹿市

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 ヴィクトリア 四日市市 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 好日山荘 四日市市
【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 ＳＰＯＲＴＳ　ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ

四日市市
桑名市
鈴鹿市
東員町

【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
松阪市
伊勢市

【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

桑名市
鈴鹿市
松阪市
伊勢市

【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
津市
他６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 Ａｓ－ｍｅエステール
津市
他７市１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 アイプリモ 四日市市
【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 メガネスーパー 桑名市
【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 名張市
【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 三井アウトレットパーク 桑名市 お得なスペシャルクーポンプレゼント 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 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 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 押入れ産業
津市
鈴鹿市
伊賀市

【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 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 津市
【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 ツヴァイ 四日市市 【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 テイクアンドギヴ・ニーズ 四日市市 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 ペットペットペットペット シグニペット健診チケット
津市
他６市１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 健康健康健康健康 ＫＣＳセンター
津市
他４市１町

【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 ヒーリングサロン　虹 志摩市

【ストーンリーディングセッション30分】 初回の方  プレゼント
【リフレッシュヒーリング60分】 15分延長無料
【ラーニング＆ヒーリング90分】 15分延長無料
【トリートメントヒーリング30分】 5分延長無料

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 定額制コンタクトレンズ「メルスプラン」
津市
他５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 健康健康健康健康 眼鏡市場
津市
他７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 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
四日市市
鈴鹿市

【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 ＴＢＣエステチケット
津市
四日市市
松阪市

【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
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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 ヒーリングサロン　虹 志摩市

【ストーンリーディングセッション　30分】 初回の方  プレゼント
【リフレッシュヒーリング　60分】 15分延長無料
【ラーニング＆ヒーリング　90分】 15分延長無料
【トリートメントヒーリング　30分】 5分延長無料

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 リラクゼーションスペースＲａｆｆｉｎｅギフトカード

四日市市
名張市
伊勢市
松阪市

【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 たかの友梨ビューティクリニック 四日市市
【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 発毛・育毛専門サロン　バイオテック
津市
四日市市

【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 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 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 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

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 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 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 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 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 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 遺品整理えんでんと ー
【料金】見積り金額より  10％OFF
【エアコン・冷蔵庫・洗濯機・TVの撤去、搬出処分費】 無料
【出張見積り】  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 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 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 ダスキンレントオール
四日市市
鈴鹿市

【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 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

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
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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 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 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

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） 津市 【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 総合資格学院
津市
四日市市

【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 ニチイ優良講座
津市
他６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
四日市市
伊勢市

【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 資格スクール大栄
四日市市
鈴鹿市

【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 Ｗｉｎスクール～パソコン・ＷＥＢ・ＣＡＤ・ＩＴ～ 四日市市
【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
四日市市
鈴鹿市

【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 ＮＯＶＡ　駅前留学・お茶の間留学
津市
四日市市

【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

津市
四日市市
桑名市
明和町

【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

津市
四日市市
桑名市
鈴鹿市
松阪市

【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 ＣＯＣＯ塾 四日市市 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ
四日市市
松阪市

【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 ローランド・ミュージック・スクール
津市
他８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
津市
他１０市５町

【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

津市
四日市市

【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

津市
他１２市５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 ホームメイドクッキング
津市
四日市市

【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 ＩＴＴＯ個別指導学院がんばる学園　ＴＯＰＳ
津市
他５市２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 ＣＯＣＯ塾ジュニア 四日市市 【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 京進

四日市市
桑名市
伊勢市
川越町

【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 小学館アカデミー

四日市市
鈴鹿市
桑名市
伊勢市

【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 小学館の幼児教室　ドラキッズ

鈴鹿市
桑名市
伊勢市
三雲町

【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 東進こども英語塾 津市 【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 ＮＯＶＡ　こども英会話　ＮＯＶＡジュニア
津市
四日市市

【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

津市
鈴鹿市
桑名市
松阪市

【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
津市
他１２市１２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 こども英会話のミネルヴァ 桑名市 【入会金】 10,800円 → 無料
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

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

四日市市
鈴鹿市
伊賀市
菰野町

【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 カワイ音楽教室（キッズ）
津市
他９市５町

【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 鈴鹿市 【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
津市
他５市

【会議室料】 2％～30％ＯＦＦ 直接申込

8


