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●○割引提携施設○●

ハピネスセンターは近隣の施設・店舗と割引提携契約を結んでおり、会員は特
典を受けることができます。
会員の皆さんは提携の施設・店舗を利用するときにハピネスセンターの「会員
証」を提示するだけ！
会員本人と同居のご家族がさまざまな特典を受けられます。

施設名

所在地

電話番号

特典

TOM’
s Cafe

塩尻市大門一番町7-1
ウィングロードビル1F

0263-88-2863

会計時に会計金額より 5 ％引き
※他のサービス券等との併用不可
※クレジット払いの対応不可
※家族以外の同伴者への適用：可
http://www.toms-cafe.jp/

中信会館

塩尻市大門一番町8-17
中信会館

0263-52-2340

会員証 1 枚につき、餃子一皿・ミニ杏仁豆腐・コーヒー・アイスクリーム
のうち 1 品サービス

うぃずの森

塩尻市大門一番町12-2市民交流セ
ンターえんぱーく内1階

0263-50-5455

飲み物50円引き（10：00 ～ 18：00）
ランチセット100円引き（11：00 ～ 14：00）
※家族以外の同伴者への適用：可（ 4 名まで）

平出整体療術院

塩尻市大門二番町9-1

0263-53-5877

1 回の治療に対して500円引き

龍胆

㈲今井石材工業

塩尻市大門二番町9-30

0263-53-2646

墓石、灯籠等全商品 5 ％割引
※家族以外への同伴者への適用：可（ 5 名まで）

全国ハリカ東京本部指定特約店
贈り物専門店 タカハシ

塩尻市大門三番町1-7

0263-52-0116

ご法事－四十九日忌～三十三回忌・初盆。お電話にて30％ OFF の「カタ
ログ」無料お届け。ハピネス会員には、さ・ら・に 5 ％の特引き！
※強引な営業・押し売りは一切ございません。お気軽にお電話でご相談下
さい。

東座

塩尻市大門四番町4-8

0263-52-0515

通常入場料金から200円引
※他の割引との併用は不可
※ 1 号館のみ
※会員本人のみ

はだ生花店

塩尻市大門五番町10-28

0263-53-2073

10％割引（持ち帰り生花のみ、3,240円以上）

0263-52-0005

ご結納・結婚ご披露宴のお料理 5 ％引き
宿泊料金 5 ％引き

塩尻市大門八番町3-25

0263-52-0588

会計時に会計金額より 5 ％引き
※他のサービス券等との併用不可
※クレジット払いの対応不可
※家族以外の同伴者への適用：可
http://www.toms-gf.jp/

塩尻市大門八番町3−29

0263-52-2626

特定商品以外、全品10％割引
※サービス商品（バーゲン時）は除く

光明堂時計店

塩尻市大門八番町5-6

0263-52-1908

時計、メガネ、宝飾品 商品により 5 ～ 20％割引
※特価品を除く
※家族以外への同伴者への適用：可

喫茶

塩尻市大門八番町555-2
塩尻市観光センター内

0263-52-0057

お食事の方に限りコーヒ－又は紅茶サービス
※家族以外の同伴者への適用：可

㈲ふるまや自動車修理工場

塩尻市大門1079-200

0263-52-0678

1 ．車検時、基本工賃の20％割引
2 ．受検車輌につき、エンジンオイル交換 1 回無料

シャディサラダ館 塩尻店

塩尻市大門幸町2-23

0263-54-2511

5 ％割引
※商品券、クレジット支払等は除外
※特別販売品等は除外

ボディ & フットサロン サイプレス

塩尻市大門幸町8-8

0263-52-3807

リフレクソロジー（足裏マッサージ）
、オイルマッサージ：10％割引
※3,000円以上のコースに適用
※他の割引との併用は不可
※家族以外の同伴者への適用：可（ 1 名まで）

美容室みるく

塩尻市大門泉町2-18

0263-54-0211

技術料の10％割引

サンクリーン塩尻

塩尻市大門泉町8-2

ハウスクリーニングご成約の方に、置くだけカンタンウィルス対策用ゲル
「クリーンパッカー」
（100g 入）をプレゼント
0263-53-0392
※クリーンパッカー…置き型除菌剤。消臭効果も高くバクテリアやカビの
繁殖を強力に抑えます。

マルナカ文具

塩尻市大門泉町13-2

0263-52-0361

全品10％割引
※サービス品は除く
※タバコ、切手、印紙類は除く

ぷち

塩尻市大門桔梗町7-11

0263-54-1177

お買い物10％割引
※セール品を除く

ファミリー割烹 ゆたか

塩尻市大門並木町1-10

0263-52-5040

食事、飲み物代： 5 ％割引
※宴会は除く
※他のサービスとの併用は不可

いろり網元

塩尻市大門並木町11-15

0263-53-6300

飲食された方にソフトドリンクを会員カード 1 枚につき 1 杯サービス
※ドリンクサービスとの併用は不可

あさひ館

塩尻市大門八番町 2 番 1 号

塩尻呑食堂 Tetsu

ファッションハウス

ミッシェル

あかい靴

施設名

所在地

電話番号

特典

㈲畳と総合インテリアのカサハラ

塩尻市塩尻町435-33

0263-52-2061

畳工事一式、室内装飾工事一式、ハウスクリーニング・リホーム工事一式
当社見積より 8 ％割引
尚、会員様の紹介の場合は 5 ％割引とし、紹介者の会員の方に 3 ％の謝礼
をいたします。
※家族以外への同伴者への適用：可

アスティかたおか

塩尻市片丘東山9215-1401

0263-52-7600

宿泊代を通常料金（一般料金）から1,000円引き
※他の割引との併用は不可
※家族以外への同伴者への適用：可（同伴グループ全員）

そば処

塩尻市片丘9975-7

0263-53-1731

お一人様100円引き
※家族以外の同伴者への適用：可

一休堂

塩尻市広丘原新田214-10

0263-52-1544

お買い物 5 ％割引
※他のサービスとの併用は不可

大信精肉本店

塩尻市広丘原新田214

0263-52-1529

1,000円以上お買い上げのお客様 5 ％割引いたします。

山麓亭

癒しの森

塩尻市広丘堅石2146-131

0263-87-8835

6,000円以上のコースを選んで頂いたお客様には、ハンド オイル リンパト
リートメント20分無料サービスいたします。
※ご予約時に「ハピネス会員です」と言って下さい。

クランポン本店

塩尻市広丘堅石2146-203

0263-52-0432

全商品 5 ％引き
※家族以外の同伴者への適用：可

塩尻市広丘郷原1571-1

0263-54-3100

入場料50円割引

塩尻市広丘高出86

0263-52-5531

車購入、車検、板金、修理代金に対してピコカポイント進呈
※還元ポイントは弊社規定にて換算
※家族以外への同伴者への適用：可

優志療法院

塩尻市広丘高出1486-517

0263-53-8272

施術費10％ OFF
※他の割引と併用不可

朝日観光自動車㈱

塩尻市広丘野村1610-4

0263-54-1099

当社主催の募集旅行 1 泊 2 日の旅行並びに日帰り旅行に参加される場合、
一律500円引き【対象は会員本人のみ】
※申し込み時には会員であることを申し出て下さい。
※旅行当日（または申し込み時）に会員証を提示して下さい。

㈱オートクラフト

塩尻市広丘野村1788-261

0263-52-5051

板金、塗装の工賃 8 ％割引
※車両保険適用除外
※家族以外の同伴者への適用：可

㈲大信オートボデー

塩尻市広丘野村1788-426

0263-54-3290

板金、塗装の工賃 5 ％割引
※車両保険適用は除外

㈱緑新

塩尻市広丘吉田316-7

0263-88-2770

整備、修理、工賃15％オフ。車検、農機、草刈機、除雪機等

塩尻市広丘吉田333-1

0263-85-7212

車両価格より 3 万円 OFF
※家族以外の同伴者への適用：可

信州健康ランド

塩尻市広丘吉田366-1

0263-57-8111

入館料割引：大人（通常）2,050円→1,510円

和食処

塩尻市広丘吉田366-1
信州健康

0263-86-9027

入店、ご利用のお客様に限り、ジュースをサービス

丸屋家具

塩尻市広丘吉田664-1

0263-58-2411

赤札表示より10％ OFF ※特価品は除く
新規購入のお客様、不用家具無償でお引き取り
※家具の状態に応じて買い取りもあり
※家族以外の同伴者への適用：可

㈱ BEST PARTNER

塩尻市広丘吉田3322
リファインド中村102

0263-88-3058

入会登録費
男性50,000円を40,000円（10,000円割引）
女性30,000円を20,000円（10,000円割引）
URL http://www.best-nagano.com/

レディスアパレル ･ 子供服・雑貨
Sweet Charm

塩尻市広丘吉田3322
リファインド中村102

0263-88-3067

10％ OFF
※セール品・委託品は除外

向山ダンス・アート・アカデミー

塩尻市広丘吉田3326

0263-86-8814

・入会金 5,400円（税込）無料
・キッズ初級クラス 月額2,160円（税込） 1 ヶ月無料
・大人入門、初級クラス 月額5,400円（税込） 1 ヶ月無料

信州伊藤石材㈱

塩尻市北小野2111-1

0266-46-3846

墓石 5 ％、庭灯籠 8 ％、縁起物・置物10％割引
※展示会期間中は除く
※家族以外の同伴者への適用：可（ 1 名まで）

塩嶺カントリークラブ

塩尻市北小野4956

0263-56-2211

基本料金から全日1,000円引き（ただし、メンバーは除く）
※家族以外の同伴者への適用：可（ 3 名まで）

㈱亀喜漆器店

塩尻市木曽平沢1713

0264-34-2018

商品10％割引
※サービス品は除く
※家族以外の同伴者への適用：可

㈱本山漆器店

塩尻市木曽平沢1764

0264-34-2511

お買い上げ金額の10％割引
※特価品、企画品は除く

木曽くらしの工芸館、ならかわ市場

塩尻市木曽平沢2272-7

0264-34-3888

お買い上げ金額の 5 ％割引
食事処与志田：お食事の方にコーヒーサービス
カフェユーライフ：お食事の方 50円引き

アロマハウス HanaHana・
アロマテラピーサロン jasmine

山形村5510-5

0263-97-3105

アロマテラピースクール授業料 5 ％ off
アロマテラピーサロン施術料 5 ％ off
http://www.aroma-hanahana.com

スカイランドきよみず

山形村7598-97

0263-98-2300

宿泊料金：10％割引
日帰り宴会： 5 ％割引
※15名以上送迎有り
※家族以外の同伴者への適用：可（ 4 名まで）

アルプスショット
㈱ワールド

ゴルフ練習場

ワールドカーパーク店

吉田工場

㈱マサモータース19号店

あずさ

施設名

所在地

電話番号

特典

アイシティシネマ

山形村7977

0263-97-3892

通常入場料金から200円引き
※サービスデー（ファーストデ―、レディスデー、メンズデ―）、各種特
別料金、 3 Ｄ上映は対象外
※他の割引との併用は不可

愛品物流㈱

朝日村西洗馬1535

0263-99-2668

引越便、貸切便、荷物の一時保管、大型家財の移動等、見積金額の 5 ％割引

珈琲哲學松本店

松本市村井町西2-1-35

0263-85-3456

会計の 5 ％割引
※他の割引との併用は不可
※家族以外の同伴者への適用：可

林檎の湯屋

松本市石芝3-9-44

0263-24-2602

期間内（H29.4 ～ H30.3）
、岩盤温浴「松蒸洞」利用料一回無料（会員のみ）
※別途入浴料必要

ラーラ松本

松本市島内7412

0263-48-1110

プール使用料：大人610円（通常820円）
、子供300円（通常410円）
※ナイターは対象外
※繁忙期（ 7 月・ 8 月）は割引なし

湯の華銭湯

松本市渚1-7-1
なぎさライフサイト内

0263-29-2686

入浴料大人100円、小人50円引き（幼児はなし）
※入浴券を購入後、現金にて返金
※会員証提示の際、氏名・事業所名・人数を記入
※朝風呂は対象外
※他のサービスとの併用は不可

松本市並柳2-11-21

0263-28-6500

3,500円以上の料理利用の方、300円引き
※他のサービスとの併用は不可

㈱マサムラ
本店・上土店

本店：松本市深志2-5-24
上土店：松本市大手4-3-9

本店：
0263-33-2544 定価の 5 ％割引
上土店：
【対象は会員本人のみ】
0263-35-9571

レストラン

松本市深志3-10-5
ル・ブランビル

0263-34-5534

飲食代10％割引
※家族以外の同伴者への適用：可（ 3 名まで）

松本市美術館

松本市中央4-2-22

0263-39-7400

コレクション展団体割引適用

ヴァンルージュ

松本市元町1-9-22

0263-35-0521

ディナーコース10％割引
※他のサービスとの併用は不可
※注文時に会員証を提示

民芸旅館

和食処

おぶ～

瑞祥

松本

深志荘

ル・ブラン

松本市県1-1-1

0263-39-3677

やきにく てっちゃん

王滝あがた店

松本市浅間温泉1-16-40

0263-46-0429

三世代旅館

松本市浅間温泉2-4-9

0263-46-2070

王滝ケータリングサービス

松本市大字笹賀7600-51

0263-85-0141

寿司処

松本市白坂2-3-35

0263-39-4649

伊勢町夜噺

松本市中央1-10-7
リッチモンドホテル 1 F

0263-39-4874

築地市場食堂 松本駅前店

松本市中央1-4-6

0263-33-8887

築地市場食堂 松本駅前店別館

松本市中央1-3-9
第 2 セントラルビル 1 F

0263-35-2115

バルヨバナシ

松本市中央1-5-18
シャイニービルタナカ １ F

0263-33-4874

松本市中央1-10-30
カワショウスクエア 1 F

0263-38-2166

そばきりみよ田 松本店

松本市中央2-1-24
五幸本町ビル 1 F

0263-37-1434

レストラン

別亭一花

おおたき総本店

パエリア＆タパス

バルタ松本 PARCO

松本市本庄2-5-1（相澤病院内）

0263-39-8740

村井七夜月

ル・シール

松本市村井町南1-6-17

0263-85-7742

炉端浜焼

松本市村井町南1-7-2

0263-86-5005

グルメ回転寿司
三代目あっちゃん村井本店

松本市村井町南1-7-4

0263-86-0360

東京つきぢや村井店

そば処

小木曽製粉所

松本駅前店

松本市深志1-1-1

0263-33-5551

そば処

小木曽製粉店

筑摩店

松本市筑摩2-19-9

0263-26-5789

そば処

小木曽製粉所

村井店

松本市村井1-28-8

0263-50-6616

松本市双葉5-20
イオン南松本店内1F

0263-87-0281

ナポリス ピッツァ＆カフェ
イオン南松本店

松本市双葉5-20
イオン南松本店内 1 F

0263-88-9177

そば処

小木曽製粉所

安曇野市豊科南穂高133-1

0263-71-2288

和食処

王滝安曇野店

安曇野市豊科南穂高1115

0263-31-3140

廻る寿司処
二代目あっちゃん安曇野インター店

安曇野市豊科南穂高131-1

0263-71-3220

廻る寿司処
二代目あっちゃん諏訪インター店

諏訪市大字四賀1829-1

0266-78-4701

海鮮問屋

諏訪市大字四賀赤沼3575-1

0266-56-1515

そば・天ぷら処
イオン南松本店

小木曽製粉所

安曇野店

東京つきぢや諏訪インター店

店舗でご利用いただいた金額の『10％ OFF』
※家族以外の同伴者への適用：可（ただし、会員本人が同行している場合
に限る）
※クレジットカード払いの場合は 5 ％ OFF
※他の割引券・割引サービスとの併用不可
※王滝御食事券など金券の購入には適用不可
※特典対象外の商品・企画等があります。予めご了承下さい。

店舗でご利用いただいた金額の『 5 ％ OFF』
※家族以外の同伴者への適用：可（ただし、会員本人が同行している場合
に限る）
※クレジットカードは利用不可
※他の割引券・割引サービスとの併用不可
※王滝御食事券など金券の購入には適用不可
※特典対象外の商品・企画等があります。予めご了承下さい。

店舗でご利用いただいた金額の『10％ OFF』
※家族以外の同伴者への適用：可（ただし、会員本人が同行している場合
に限る）
※クレジットカード払いの場合は 5 ％ OFF
※他の割引券・割引サービスとの併用不可
※王滝食御事券など金券の購入には適用不可
※特典対象外の商品・企画等があります。予めご了承下さい。

施設名

所在地

諏訪市原田泰治美術館

電話番号

諏訪市渋崎1792-375

特典

0266-54-1881

通常料金より100円割引
通常料金から200円引き
◎ハピネスセンターの「施設利用補助200円券」との併用は可（※ その他
の割引券との併用は不可）
※サ ービスデー（映画サービスデー、レディースデー、メンズデー）
、
3 Ｄ上映等の特別興業、レイトショー、割引料金との併用は不可

岡谷スカラ座

岡谷市中央町2-4-14

0266-22-2773

伊那みはらしいちご園

伊那市西箕輪3447

0265-74-7430

入場料100円割引

かやぶきの舘

辰野町横川2766

0266-44-8888

宿泊料金：10％割引、日帰り宴会： 5 ％割引
※15名以上送迎有り
※要予約

ハーモ美術館

下諏訪町10616-540

0266-28-3636

入館料100円割引

下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館

下諏訪町西高木10616-111

0266-27-1627

団体料金で取り扱い
高校生以上350円→240円、小・中学生170円→120円
家族以外の同伴者への適用：可

築地市場食堂

長野市南長野末広町1358
セントラルホテル 1 F

026-229-8818

長野駅前店

千歳夜噺

長野市鶴賀南千歳876-1

グリルザブッチャー NAGANO

長野市南千歳1-22-6
MIDORI 長野 3 F

026-219-6086

そば処 小木曽製粉所
長野駅前店

長野市南長野末広町1358
セントラルホテル 1 F

026-229-8818

そば処 小木曽製粉所
川中島店

長野市川中島御厨42- 1

026-247-8628

そば処
上田店

上田市常入1-11-59

0268-71-7713

大町市常盤6367-29

0261-23-0296

信濃町大字野尻黒姫山
3884-298

026-255-3181

松本市奈川1173-13

【2016-2017シーズン】
通常価格（休日） 1 日券：大人￥4,000→2,600円、小人￥2,000→500円
親子セット（大人 1 名 + 小人 1 名）
：￥6,000→3,000円
0263-79-2246 ◎松本駅周辺発！無料シャトルバス運行中。運行日は土日祝（お正月と ２
月は毎日運行）
※松本市内へのマイカー駐車無料
※停留所等詳しくはスキー場までお問い合わせ下さい

小木曽製粉所

小木曽製粉所

おふくろそば

大町店

ホテルアスティくろひめ

野麦峠スキー場

白樺湖ロイヤルヒル

B1F

026-225-4874

店舗でご利用いただいた金額の『10％ OFF』
※家族以外の同伴者への適用：可（ただし、会員本人が同行している場合
に限る）
※クレジットカード払いの場合は 5 ％ OFF
※他の割引券・割引サービスとの併用不可
※王滝御食事券など金券の購入には適用不可
※特典対象外の商品・企画等があります。予めご了承下さい。
店舗でご利用いただいた金額の『 5 ％ OFF』
※家族以外の同伴者への適用：可（ただし、会員本人が同行している場合
に限る）
※クレジットカードは利用不可
※他の割引券・割引サービスとの併用不可
※王滝御食事券など金券の購入には適用不可
※特典対象外の商品・企画等があります。予めご了承下さい。
宿泊代を通常料金（一般料金）から1,000円引き
※他の割引との併用は不可
※家族以外への同伴者への適用：可（同伴グループ全員）

【2016-2017シーズン】
《2016.12.10 ～ 2017.3.26》
< 大人 > リフト 1 日券：平日￥3,600→2,600円、土日祝￥4,300→3,300円／
ナイター券：A ￥2,800・B ￥2,200→1,800円／ランチパック券（リフト 1
日券 + ランチ券＋ソフトドリンク券＋レンタルセット500円 OFF）
：平日
￥4,000→3,600円、土日祝￥5,000→4,600円
☆キッズプレミアム☆大人リフト券を 1 枚購入すると 1 枚につき子ども 2
名までリフト券が無料になります。
※リフト券購入の際「キッズプレミアム」で！とスタッフに申し出て下さ
い。
（要年齢証明）
※年末年始（12/29 ～ 1/3）は土日祝日料金になります。
※家族以外の同伴者への適用：可（会員証提示により 5 名まで）

茅野市北山3419

0266-68-2120

HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場

大町市平鹿島槍黒沢高原

【2016-2017シーズン】 1 日券
《2016.12.17 ～ 2017.3.12》
大人：￥3,800→2,900円、小人：￥2,000→1,500円
0261-23-1231
《2016.12.10 ～ 12.11、2017.3.13 ～ 4.2》大人：￥3,000→2,500円、小人：
￥1,500→1,500円
※家族以外の同伴者への適用：可（会員本人を含め 5 名まで）

白馬五竜スキー場
Hakuba47ウィンタースポーツパーク

白馬村神城22184-10
白馬村神城24196-47

0261-75-2101
0261-75-3533

小海リエックス・スキーバレー

小海町松原湖高原

0267-93-2537

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳

川上村御所平1841

竜王スキーパーク

下高井郡山ノ内町夜間瀬
11700

0269-33-7131

【2016-2017シーズン】割引適用期間：2016.12.17 ～ 2017.3.20
１ 日券：大人￥4,500→3,500円
※家族以外の同伴者への適用：可（会員本人を含め 4 名まで）

赤倉温泉スキー場

新潟県妙高市赤倉

0255-87-2125

【2016-2017シーズン】
1 日券 大人：￥4,300→3,800円 ､ 小人 ･ シニア：￥3,000→2,500円
くまどーナイター券 大人：￥2,500→2,000円 ､ 小人 ･ シニア：
￥1,500→1,000円
※家族以外の同伴者への適用：可（会員本人を含め 5 名まで）

※

大人、小人

1 日券

500円割引

【2016-2017シーズン】割引有効期間：2016.12.23 ～ 2017.3.26
1 日券《平日》大人：￥3,500→2,500円、子供・マスター：￥2,500→1,500円
／
《土日祝》大人：￥4,000→3,000円、
子供・マスター：￥3,000→2,000円
スキー・ボードレンタル１日セット 大人：￥3,500→3,000円、子供：
0267-91-1001 ￥2,500→2,000円
※家族以外の同伴者への適用：可（会員証 1 枚につき 5 名まで）

各スキー場の特典は、シーズン毎に確認し、ハピネスセンターだよりでお知らせします。

この他に「全福センター」の「割引協定契約施設」も利用できます。

