
松崎町内の協力店　（町外の店舗はホームページ　http://mileage.shizuoka-kenzou.jp/　をご覧ください）

№ 区分 店舗・施設名 割引等特典 所在地 電話

1 温泉 民宿　吉右衛門 宿泊料金の１０％引き 賀茂郡松崎町雲見３５７ 0120-260358

2 飲食 （有）永楽堂
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町宮内３００－２ 0558-42-0270

3 買物 みしまや靴店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、日曜日は、タコスタンプ２倍
進呈

賀茂郡松崎町宮内３３６ 0558-42-0260

4 買物 （株）関野屋商店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町宮内３５２－２ 0558-42-0034

5 買物 森元商店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ３倍進呈

賀茂郡松崎町宮内４９－１ 0558-42-0410

6 買物 ふくもとふとん店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町江奈１１２ 0558-42-2693

7 飲食 ㈲ひさご
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、食事をされるカード提示者
にソフトドリンク1杯サービス

賀茂郡松崎町江奈２１０－６ 0558-42-0011

8 買物 （有）越前屋商店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、全商品１０％引き

賀茂郡松崎町江奈２１３－６ 0558-42-0058

9 買物 （有）サカンヤバイパス店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ３倍進呈

賀茂郡松崎町江奈２２５－４ 0558-42-0251

10 買物 （有）須田　仁和スポーツ
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ２倍進呈

賀茂郡松崎町江奈２３９－２ 0558-42-2600

11 買物 ブティック　ローラ
全商品５％引き（他の割引サービスとの併用はご容赦くださ
い）

賀茂郡松崎町江奈２５０－２ 0558-42-2429

12 買物 モードセレクション　セラヴィ
全商品５％引き（他の割引サービスとの併用はご容赦くださ
い）

賀茂郡松崎町江奈２５０－２ 0558-42-3207

13 飲食 エレーヌ釜之元
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町江奈２５０－９ 0558-42-0142

14 買物 メガネの光明堂
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町江奈２７２－１ 0558-42-2079

15 買物 （有）島田ふとん店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ２倍進呈。割引
商品は通常通りの進呈になります。

賀茂郡松崎町江奈２７６－４ 0120-150822

16 買物 （株）アズマヤ　ヤオハン店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町江奈３０３－１ 0558-43-0164

17 遊び 松崎ボウリングセンター㈱
毎週第３日曜日から始まる一週間　対象の家族全員１ゲーム
５０円引き

賀茂郡松崎町江奈６１１－１ 0558-42-1600

18 買物 （有）白井呉服店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎１９７ 0558-42-0205

19 買物 土徳
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎２０２－１ 0558-42-0061

20 その他 ㈱依田電機
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎２２５－２ 0558-42-0757

21 飲食 らーめんのらんぽん 食事をされるカード提示者に、ソフトドリンク１杯サービス 賀茂郡松崎町松崎２４－３ 0558-42-0111

22 買物 松田甘泉堂
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎２９３－１ 0558-42-0076

23 買物 （有）光岡電機工業
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３２３－１
４ 0558-42-0165

24 買物 （有）野村金物店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）さらに、タコスタンプ３倍進呈

賀茂郡松崎町松崎３２３－２ 0558-42-0057

25 買物 オリオン写真館
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、毎週日曜日は、タコスタン
プ３倍進呈

賀茂郡松崎町松崎３６３－１ 0558-42-0257

  ふじのくに健康いきいきカード 
静岡県内６００以上の協力店で特典が受けられるお得なカード。                 

まつざき健康マイレージに参加してゲットしよう！                          

問合せ先 

松崎町健康福祉課  

電話 0558-42-3966 



26 買物 萩原酒店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３６３－６ 0558-42-0169

27 買物 だんざか
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３７５－５ 0558-42-0069

28 買物 （有）サカンヤ
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３７６－２
６ 0558-42-2510

29 買物 （株）梅月園
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３７９－３ 0120-420300

30 買物 （株）宮内金物店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、全品１０％引き

賀茂郡松崎町松崎３８０－１ 0558-42-0101

31 買物 ないとう洋品店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ２倍進呈（一部
指定品は除きます）

賀茂郡松崎町松崎３８０－４ 0558-42-0012

32 買物 稲葉履物店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ２倍進呈

賀茂郡松崎町松崎３８１－３ 0558-42-0214

33 買物 まりや書店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３８４－１ 0558-42-0226

34 買物 まつもと食品
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３８５－１ 0558-42-0168

35 その他 ㈲山本印刷
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎３９３－１ 0558-42-0803

36 買物 山崎洋品店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ２倍進呈

賀茂郡松崎町松崎４１１－２ 0558-42-0066

37 買物 （株）高橋衛生堂
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎４２９－１ 0558-42-0105

38 買物 （有）山崎呉服店
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ２倍進呈

賀茂郡松崎町松崎４３０－２
－１ 0558-42-0005

39 買物 ダイマル
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎４３７－１ 0558-42-0188

40 買物 アサイミート
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎４５１－１ 0558-42-0298

41 買物 川崎水産
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎４５３ 0558-42-1238

42 買物 くすりのハヤマ
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※） さらに、タコスタンプ２倍進呈

賀茂郡松崎町松崎４８７－１ 0558-42-0136

43 買物 ㈲一瀬モータース
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町道部６０－２ 0558-42-3100

44 飲食 いむら
タコスタンププレミアム台紙を進呈、通常350枚貼りが「325枚
貼り」で利用できます(※）

賀茂郡松崎町松崎７－１ 0558-42-2996

45 飲食 珈琲の独楽 カード提示者の料金10％割引 賀茂郡松崎町宮内２９１－４ 0558-42-3141

46 飲食 であい村　蔵ら お食事された方に八ヶ岳のラベンダーの香り袋プレゼント 賀茂郡松崎町松崎３１９－１ 0558-42-0100

47 飲食 地魚　さくら 食事をされるカード提示者に、ソフトドリンク１杯サービス 賀茂郡松崎町松崎２２－３ 0558-43-1532

48 その他 重要文化財　岩科学校
入館料１割引一般：３００円→２７０円
※松崎町民はカード提示無でも入館料無料

賀茂郡松崎町岩科北側４４
２ 0558-42-2675

49 その他 伊豆の長八美術館
入館料１割引一般：５００円→４５０円
※松崎町民はカード提示無でも入館料無料

賀茂郡松崎町松崎２３ 0558-42-2540

50 飲食 道の駅花の三聖苑　天城山房 食事・喫茶利用料金の５％引き 賀茂郡松崎町大沢２０－１ 0558-42-3420

51 温泉 道の駅花の三聖苑　かじかの湯 入浴料１割引 賀茂郡松崎町大沢２０－１ 0558-42-3420

52 温泉 伊豆まつざき荘 入浴料１割引 賀茂郡松崎町江奈210-1 0558-42-0450

53 温泉 松崎B&G海洋センター（温泉プール） 毎月第３日曜日　入場料１０％引き
賀茂郡松崎町松崎４９５－１
３ 0558-42-2748

54 温泉 温泉民宿　長右ェ門 宿泊をされるカード提示者に、ソフトドリンク１杯サービス 賀茂郡松崎町雲見４６５ 0558-45-0846

（※）松崎町ロマンシール協同組合加盟店の共通特典です。


