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浜松市中区高林4-2-12☎053-478-2251
　　飲食代金より5％割引(上限額
3,000円)

甲羅高林店

浜松市西区湖東町
6652 
☎053-486-1311 　　
　　お食事のご家族１ドリンクサービス 

ウイング

浜松市北区三方原町758-7
☎090-6467-6827
　　焼き菓子プレゼント 

菓子工房　ぶどうの小枝 

浜松市西区
志都呂2-20-8
☎053-440-7580
　　5%割引(カード提示者のみ)

パティスリー・
コムギコ
キッチン

静岡市葵区御幸町5-2  
☎054-251-4100
　　飲食代金より10％割引(上限額
3,000円)

もぅ一丁新静岡店 

コポー洋菓子店

静岡市葵区鷹匠1-10-6新鷹ビル1F
☎054-260-6622
　　ランチドリンク(220円)をサービス

Locomani(ロコマニ)

静岡市葵区鷹匠3-20-11
☎054-293-5000
　　入浴剤1つプレゼント

Fosset

焼津市小土1244-1 
☎054-628-7775
　　飲食代金より10％割引(上限額
3,000円)

富士宮市根原480-1☎0544-52-0880
　　入園料割引有(5名様まで)、65歳
以上・障害者割引併用あり(要・証明書)

解放感たっぷりのパラグライダ
ー。気軽に楽しめる体験コースか
ら、本格的にフライトしたい方も
満足できる様々なコースがずらり。

巨大温室でフクシア・ベゴニア
を始めとした花々が一年中満開で
出迎えており、フクロウやインコか
らエミュー・ペンギンなどの大き
な鳥たちまで、身近で触れ合うこ
とができる。

園内はア
ニ マルゾ
ーンとプレ
イゾーン、
スポーツゾ

ーンの3つに分かれ、それぞれ違
った楽しみ方ができるのが魅力。
その他にも、猛獣を見ながら食事
ができるレストランや、小型犬も
入れるドッグランなどお楽しみ盛
りだくさんです。

落ち着く日
本情緒を漂わ
せた上品な空
間で「かに料
理」をゆったり
楽しんで 

異国情緒漂うシックなエントラ
ンスを抜けると、洗練されたアジ
アンリゾートの世界が広がる。
和・洋・中・エスニックの枠を打ち
破った「フュージョン」料理を。

静岡市駿河区南町10-14　オラシオン
南町Ⅱ1F☎054-266-3886
　　グラスワイン又はソフトドリンク
1名様1杯サービス(ディナーのみ)

東京・銀座
で腕を磨いた
オーナーシェ
フが、本格フ
ランス料理を
気軽に楽しま

せてくれる。静岡駅から徒歩3分。

賀茂郡河津町
梨本363-4 
☎0558-36-8070 
　　苺三昧を注文で名水「河津七滝」
500mlペットボトル1本プレゼント 

七滝茶屋 

熱海市初島
☎0557-67-2151
　　アジアンガーデン入園セット券大
人100円引、小人50円引

賀茂郡河津町見高2358の先2キロ
☎0558-34-0708
　　1日体験コース1000円引(1日10名まで)

初島アイランドリゾート

富士花鳥園

バリハイ焼津店

ル・コンテ

阿於㐂食堂 

四川料理　合歓 

伊豆アニマルキングダム

約30種50匹ものキュートなねこ
たちと触れ合える「世界のねこちゃ
ん」コーナーのほか、ねこの生態を
より理解できる標本や化石などの
展示が並ぶコーナーあり。

一年を通じて温暖な初島。島の古
来種である椿や水仙や、珍しい亜
熱帯の植物や花々を見ながらハン
モックで寝転んだり、島カフェでア
ジアンなメニューを楽しむのも良い。
本格的空中アスレチックも隣接。

女性が横たわっているように見え
ることから名づけられた「寝姿山」。
山頂からは下田港や伊豆七島が一
望できる絶景スポットが。また、山頂
花公園にある愛染堂は、恋愛パワー
スポットとしても人気。

伊東市大室高原7-600
☎0557-51-5133
　　入館料100円引

下田市東本郷1-3-2☎0558-22-1211
　　乗車料金大人100円割引／小人
50円割引(併用不可、5名様まで)

伊東市湯川1-9-9 
☎0557-37-2220 
　　500円以上で100円引(サービスセ
ットは除く)

賀茂郡西伊豆町大沢里681-1 
☎0558-58-7333 
　　お食事の方、コーヒーサービス

ケニーズハウスカフェ
伊東市八幡野1064-6 
☎0557-55-1188 
　　テイクアウトソフトクリーム30円割引

とんがり帽子 
伊東市大室高原4-507 
☎0557-51-7238 
　　コーヒー一杯サービス

びいとる 

伊豆市土肥440-1 
☎0558-98-1790 
　　軽食で50円引

今井浜フライングスクール

下田ロープウェイ

ねこの博物館

藤枝市前島1-7-1 FJビル2F
☎054-636-6006
　　通常レンズ1枚に付き500円引、
使い捨てレンズ1箱に付き100円引
(一部除外品あり)

コンタクトアカデミー

静岡市葵区鷹匠3-1-13☎054-255-1168
　　5%割引

オーダースーツサロン アーク

焼津市宗高801-2 
☎054-631-7699 
　　1500円以上でお店のおすすめの
品ひとつプレゼント

パティスリー モリヤ 

静岡市駿河区聖一色61-3 
☎054-262-0450 
　　1,000円以上のご飲食でお茶の
ペットボトル1本サービス 

お食事処と持ち帰り弁当 ひじり亭 

島田市金谷富士見町3053-2
☎0547-46-5588
　　大人100円引、小中学生50円引

お茶の郷博物館

焼津市焼津4-9-19 
☎054-627-0234 
　　オムライスを100円引(ディナー
限定)

グリル SASAYA 

浜松市西区舘山寺町2229 
☎053-487-0628 
　　ソフトドリンクサービス 

うなぎ 湖畔食房　舘山寺園 

御前崎市池新田3027 
☎0537-86-4710 
　　「鯛焼き」10匹お買い上げで1匹
おまけ

たいやき ことら 

御前崎市池新田5532-7 
☎0537-85-5522 
　　お食事で先割れスプーン1本プ
レゼント

がっこーにいこう！ 

掛川市子隣327-1☎0537-24-5556
　　ドリンク1杯サービス 

レストラン ベル エポック 

焼津市東小川4-4-15
☎054-628-7117
　　ウェルカムボード10％割引 その
他の商品5％割引

ガラスアート＆
雑貨のアルカイック

インド・スリランカレストラン 
シーツー 浜松半田山店 

牧之原市松本426-2
☎0548-54-0351
　　ドリンク1杯サービス(ディナーのみ)

創作西洋料理  Etsuna(エツナ)　 

掛川市上西郷1587-1
☎0537-24-1281
　　2000円以上のお食事でお土産
でシフォンケーキプレゼント 

バール・ぷち・リッチ  

浜松市東区半田山4-23-3 
☎053-435-1016 
　　お食事で「子宝スパイス(スパイ
スの女王)」を1つプレゼント

静岡市清水区船原2-209-4
☎054-351-5430
　　1,000円以上で、キャラメルケー
キ(175円相当)をプレゼント

浜松市東区薬師町309-18  
☎053-421-2811
　　味玉一個サービス（枚数分）

麺屋破天荒 風雅

浜松市中区鴨江2-20-8
☎053-456-0051
　　飲食代金より5％割引(上限額
3,000円)

浜松甲羅本店

磐田市国府台45-6☎0538-32-3886
　　ケーキセット50円引き

cafe kitagawa (カフェ キタガワ)

浜松市西区舘山寺町1891
☎053-487-2121
　　入園料、1dayフリーパス100円引
(5名まで)

浜名湖パルパル

賀茂郡松崎町宮内300-2 
☎0558-42-0270 
　　500円以上でお菓子1つサービス

菓子処　永楽堂 

賀茂郡西伊豆町安良里30-3 
☎0558-56-0221 
　　お食事で10％割引 

ちゃちゃら亭 

伊東市湯川1-9-11 
☎0557-36-3803 
　　お食事でプチパフェ1つサービス

cafe misono(カフェ ミソノ) 

下田市吉佐美918-2 
☎0558-25-5015 
　　お食事でデザート1品サービス

South Cafe(サウスカフェ) 

賀茂郡松崎町松崎506-1 
☎0558-42-0111 
　　ソフトドリンク1杯サービス

Pub＆Café らんぽん

三島市塚原新田498-2☎055-973-3341 
　　お食事でカモミールのティーバッ
グを1袋プレゼント

カフェ コルソ マルケ38 

富士市伝法2308-35
☎0545-57-0070
　　1,000円以上お買い上げの方に
5%割引

プチ・ラパン

三島市中央町7-7 
☎055-975-3895 
　　1,000円以上のお食事で10％割引

Cafe&Gallery RAKU
(カフェアンドギャラリー ラク) 

賀茂郡南伊豆町石廊崎55
☎0558-65-0036
　　石廊崎岬めぐり遊覧船 乗船料
1割引(乗船券購入時にカード提示)

伊豆クルーズ
(石廊崎岬めぐり遊覧船)

駿東郡小山町小山71-87 
☎0550-76-0254 
　　お食事でコーヒー又は紅茶を
サービス 

カブト食堂 
静岡市駿河区中田1-5-10 
☎054-288-7771
　　飲食代金より5％割引(上限額
3,000円)

静岡甲羅本店

静岡市清水区谷田12-16
御予約は☎090-1624-5148
ショートメールで
　　まつ毛カール3,000円→2,500円、
フェイシャルメニューより2割引

シエル(ciel)

大自然の中でキャンプやバーベ
キューなどを思う存分満喫しよう！
施設内には「草原の国」「水の国」
「街」があり、さまざまなアクティビ
ティが体験できる。
富士市桑崎1015☎0545-22-5555
　　入園料大人300円引(大人5名まで)

富士山こどもの国

常時200点あまりのガラス工芸
品をはじめ、版画やブロンズ、陶磁
器など美しい展示品がズラリ。

ダイナミックにそびえる断崖、紺
碧の海に映える白亜の灯台…海
底が望めるヒリゾ海岸は必見の価
値あり。カラフルなマリンバード号
もしくは、江戸時代の船をモチー
フとした五百石船が運航。

伊東市大室高原11-300
☎0557-51-7222
　　入館料100円引(1グループまで。
制作体験を予約で体験料200円引)

うさぎのマークがかわいいお店
には、常時30種類以上ものケーキ
が並べられている。秋なら和栗を
使ったものや、冬なら雪だるまを
模したものと、季節によって変わる
ケーキと、ディスプレイも楽しい。

まつげカールとフェイシャルのお
店。トリートメントまつげカールで
目元ぱっちり、気分はルンルン♪

自家製ケーキと挽き立てドリップ
コーヒーの自宅カフェ。

すべて手作りにこだわり、保存料などを
使っていないので小さなお子様にも安心。

四季折々の
旬の素材をち
りばめたおす
すめ重、かに
太巻き寿司や
かにセイロなど
うれしいランチメニューが揃う。

ファミリーにちょうどいいスケー
ルとアトラクションが充実の浜名
湖畔の遊園地。2015年7月には新
アトラクション、立体迷路「デテミ
ーヤ」が登場！

日本の茶の歴史や、世界30ヵ国
90種類のお茶が常設展示されてい
る。普段と違った時間を過ごせそう。

賀茂郡東伊豆町稲取3344
☎0557-95-3535
　　大人(中学生以上)200円引、小人
(4歳以上小学生まで)100円引

伊豆ガラスと工芸美術館

特典や内容は一部のみ表記されている場合があります。
HPやリスト掲載内容が施設・店などの都合により変更に
なっている場合もございます。詳しくは直接ご確認ください。
事前にカード持参のお申し出が無く特典がご利用いただ
けない場合もございますのでご注意ください。

★特典の詳細は直接お問い合わせください★

LWで得
しよう地元

サポートショップ1,700店！
ワーク・ライフ・バランスに取り組むLWの活動に
地元の施設・店舗の皆さんも
ご協力いただいています。

楽しい！うれしい！がいっぱい。
LW Magazine


