
☆mamma ごはんとおさけ 046-895-1764
小鉢一品サービス
☆モーモーズ 046-871-8185
お会計約10％ＯＦＦ（ポイントカードとの同時使用不可）
☆森永ミルクセンター湘南 046-871-0114
宅配ご成約時に絹ごし豆腐5個プレゼント
☆洋食ふたみ 046-887-0447
お会計10％ＯＦＦ
☆レッドロブスター逗子店 046-870-6880
フリーリフィールドリンク1名様分サービス（お食事の方のみ）

☆焼きしゃぶ くろだるま 046-887-0301
ワンドリンクサービス(来店時に提示)
☆哉吉 046-873-9910
お会計10％ＯＦＦ

グルメ＜逗子＞

☆海人市場 046-876-0066
ソフトドリンク1杯無料
☆友琉館 046-875-8535
ソフトドリンク1杯無料（平日ディナータイムのみ有効）
☆菊水亭 046-875-0046
ドリンク1杯無料
☆オレンジ食堂 046-876-1886
季節のシャーベット（ランチのみ）
☆鳥喰え神々 046-877-0510
ドリンク1杯無料(同行者4名様まで）
☆中国料理 海狼 046-875-0015
グラスワインまたはソフトドリンク1杯無料
☆夕凪亭 046-876-2106
コーヒーまたは紅茶サービス（ディナータイムのみ）
☆吉乃寿司 046-875-5566
ドリンク１杯サービス

グルメ＜葉山＞

☆げんこつや 046-857-1529
税込5,000円につき100円券プレゼント
（ディナータイムのみ）
☆湘南OVA 046-857-3001
ドリンク1杯無料（同伴者4名まで）

☆レストラン桂 046-855-1811
セットに含まれる食後のデザートをグレードアップ
（ランチセットのみ）

グルメ＜地域外＞

グルメ＜逗子＞
☆アジアンダイニング サンティ 046-870-3210
ディナーのみお会計10％ＯＦＦ、ソフトドリンク1杯無料
☆あじたろう 046-870-6488
お会計10％ＯＦＦ

☆あっかんべー 046-871-3747
好きなおでん3品プレゼント
☆アデイ＜a day 逗子店＞ワインショップ046-871-8171
当店スタンプカードのﾎﾟｲﾝﾄ2倍
☆一湘 (お好み焼きもんじゃ焼き)046-874-5907
お会計より5％割引(平日限定）注文時に提示
☆AID KITCHEN (エイドキッチン)046-815-0340
コーヒーorノンカフェインティー1杯サービス
(平日店内利用限定ランチセットかカレー対象）注文時に提示

☆カフェテラスナギサ 046-872-1158
プチデザート付（平日のみ）
☆カフェプラート 046-872-3186
ランチセットご注文の方にコーヒーサービス（ランチタイムのみ）
☆かんてら 046-872-6399
お会計10％ＯＦＦ（税込1,000円以上の場合）
☆玄磨 046-871-5300
お会計5％ＯＦＦ（金曜を除く平日のみ有効）
☆支那そば哉 046-872-0886
お会計10％ＯＦＦ
☆逗子魚勝 046-871-2302
グラス生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス
☆逗子マリーナシーサイドカフェ0467-23-2111
お会計10％ＯＦＦ
☆ドミノピザ 逗子店 046-870-3115
ドリンク1本サービス
☆喰呑処 山や 046-870-3155
お会計10％ＯＦＦ
☆ビストロ コパン 046−874−4199
ランチバニラアイス、ディナー１ドリンクサービス
☆プフランツェン(コーヒー豆)
お会計5％ＯＦＦ 他の特典と併用可
☆ bla on the beach 046−872−4119
「オーガニックレモン」「レモンポリフェノールパウダー」
全品10％ＯＦＦ
☆フレッシュネスバーガー逗子店 046-870-6970
お会計10％ＯＦＦ
☆marubun 046-854-8688
お会計10％ＯＦＦ
☆三河屋 046-871-7211
毎月10日、20日、30日しおかぜ会員様ポイント3倍
☆ＭＩＳＡＫＩＤＯＮＵＴＳ逗子店 046-876-9981
ドーナツ全品20円引き
ドリンクセット50円引き

☆アサ川電気 046-871-7673
しおかぜカードポイント2倍
しおかぜカードポイントセール期間中は除く

☆大久保印刷 046-871-3686

はがき印刷10％ＯＦＦ

☆大竹カメラ 046-871-5320

はがきサイズ1枚プレゼント

☆尾島写真館 0120-424-753

照明写真注文時4×5までの写真1枚無料、L版光沢1枚無料

☆コスモスインターナショナルスクール046-870-5468

入会時に購入していただいているＣＤを無料プレゼント

☆逗子アートベース128 046-876-8277

使用料10％ＯＦＦ

☆逗子法律事務所 046-876-9761

初回相談料50％ＯＦＦ

☆店舗・商業施設の清掃本舗オリーブ 046-872-7579
ハウスクリーニング、店舗清掃ほか清掃 全般、交通誘導等
全て10％ＯＦＦ

☆日本生命保険相互会社 046-871-5812

ご相談いただいた方に粗品プレゼント

☆服部瓦店 046-871-2239

建物点検無料

☆三上金物店 046-871-2243
しおかぜカードポイント2倍
※特典制限は店舗のポイントカード発行

☆ LaLaLand.YBS逗子 046-823-6326

入会金無料 会員のみ有効 契約時に提示してください。

☆臨海セミナー 新逗子校 046-870-3719

無料体験授業申込の際、オリジナルグッズプレゼント

その他＜地域外＞

その他＜逗子＞

その他＜葉山＞
☆スナックＹＯ－ＫＡ 046-876-0773
お会計10％ＯＦＦ（同伴者全員有効）

☆辰巳館 0278-72-3055

宿泊料10％ＯＦＦその他条件あり。電話にてお問い合わせください。

☆湘南国際村センター 046-855-1800
宿泊代金10％割引 電話にて要予約。
ご利用できない期間、内容があるのでお問い合わせください。



雑貨 ファッション＜逗子＞

美容 健康 スポーツ＜逗子＞
☆Ark sanctuary Shu-shu hair design 046-876-7607
カット、パーマ、カラーの方特典あり
季節のキャンペーン（初回に限り、キャンペーンは随時）

☆ R hair salon 046-874-4775
ご新規のみ5,000円以上の方、メニューより20％OFF（要予約)
☆エバーリゾート (マリンスポーツ)046-876-5710
平日 10％OFF
☆エステ＆ネイルサロン Espacio 046-871-3383
ネイルポイントカード2倍 エステ施術延長10分プレゼント。
詳しくはお問い合わせください。

☆ＯＣＥＡＮＳ 046-872-8911
スタンドアップサーフィンの講習料金1,000円割引

☆エステサロン Ｃｉｅｌｏ 080-5548-1617
初回20％ＯＦＦ 毎回10％ＯＦＦ

☆ＥＶＥＬＩＮＡ 046-854-5700
水素サプリメント、水素発生スティック、水素ガス吸引
1時間割引あり。 セラゼムマスター体験2回無料

☆CaNaE HAIR DRESS 046-815-6088
ご新規様のみプレミアムトリートメント(3,240円相当)サービス

☆逗子整骨院 石森洋道 046-873-3977
O2カプセル割引、姿勢チェック割引（会員の方のみ）
☆逗子ウィンドサーフスクール 0120-711-173
ウインドサーフィンの講習料金1,000円割引

☆整体ヒーリング工房Re:O(レオ)
初回割引30％ 2回目以降10％割引

☆Deiz couches ディズカウチス 046-876-7600
似合わせカット+カラー10％OFF 眉カット付

☆NOLASAPS（美容院） 046-873-5656
会計より10％割引(学生との併用不可）

☆ヒラコ サイクル 046-873-5000
点検サービスと油注サービス

☆ブリス(ネイルサロン) 046-874-4955
お会計から500円引(ジェルネイルのみ)

☆ブルーフリート 046-872-1447
お会計5％割引、しおかぜカードポイント2倍
（セール品除く、税込1,000円以上、会員のみ有効）
☆ヘアサロン ロランジュ 046-871-2768
クレンジング付シャンプー通常¥1,680→¥1,080
(シャンプーを含まない施術時には不可）
☆ヘアーデザインプレシャス 046-872-4787
①初回の方のみ10％ＯＦＦ
②お友達紹介したら5％ＯＦＦ（※カット等8,000円以上の方）
☆母心堂 逗子院 046-897-5566
姿勢ゆがみ判定機器（ゆがみーる）月に1回測定無料

☆ポーラビューティー逗子葉山店 046-873-6775
無料スキンチェック(スキンケアサンプルプレゼント）
ハンドトリートメント
☆まつい整骨院 046-873-2327 (会員のみ有効）
エクセレントメドマー無料 ソフトカイロ初検料無料

☆マリーンブルー 046-873-8999
平日 10％OFF 休日5％ＯＦＦ

☆ Lokelani（エステ） 090-7265-5872
初回 20％OFF 毎回10％ＯＦＦ

☆インディバサロンＹＯ－ＫＡ 046-876-0773
初回50％ＯＦＦ通常10％ＯＦＦ
☆スパライクサロン 090-1655-3276
光脱毛初回20ショット無料(3,000円以上ご利用の方)
会員ご家族友人応相談 (予約時にお知らせください）
☆葉山カイロプラクティックSUN 046-890-4122
初回20％割引(会員のご家族まで有効）
☆ヘアサロンヘッズ 046-875-9108
初回10％OFF プチヘッドスパ

雑貨 ファッション＜葉山＞
☆眼鏡市場 046-874-9696
眼鏡一式購入に対して500円引き（キャンペーン等の併用不可）
☆ EVANCHO 046-874-7553
会計よりTポイント５倍付与
☆ピーノ葉山 046-875-2427
会計より10％割引（税込2,000円以上お買い上げの場合）

美容 健康 スポーツ＜葉山＞

☆アデック(文具事務用品） 0467-61-2970
会計より20％割引（税込¥1,000以上）

☆うつくしきもの松屋 0120-073-529
①和装小物5％ＯＦＦ②着物、帯（正絹）丸洗い5％ＯＦＦ
※セール品特別割引期間は対象外

☆クリアコンタクト 046-871-5111
コンタクトレンズ全品1箱50円引（他クーポン等、併用不可）
☆ジョニー湘南 046-845-8947
お会計10％ＯＦＦ
☆はんこ屋さん21 逗子店 046-870-6682
1,000円以上のご印鑑お買い上げ時10％OFF
☆ブティックシック日南乃屋 046-871-8108
お会計10％ＯＦＦ※毎月1～10日の10日間のみ
セール品以外の税別1万円以上～10万円利用時のみ
☆めがねの荒木逗子店 046-870-5560
めがね一式お買い上げの方5％ＯＦＦ（一部対象外商品有）
☆メガネ・コンタクトアイ 046-873-8490
メガネ一式お買い上げで20％ＯＦＦ
（お子様には安心のレンズ1年保証）

逗子スポーツクラブグループ
地域協力店

会員カードの協力店
シールをご提示ください。

地域協力店とは・・・

地域密着型スポーツクラブとして地元にお住い

の会員の皆様に、少しでもお役に立てるよう、

逗子・葉山近隣地域のお店のご協力のもと、サー

ビスを受けることができる制度です。

是非ご活用ください！

皆様のご近所や知り合いのお店で、ご協力頂け

る候補店がありましたら、是非ご紹介ください。

逗子スポーツクラブグループ
★ 逗子スポーツクラブ

★ フィットアネックスZSC

★ ビーライン葉山元町店
★ ハピウェル・スタジオカーム
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046-873-1499

046-887-0307

046-877-5220

046-873-7750


