
指定店会　会員特典一覧 有効期間：平成30年9月1日～令和元年8月31日

店名 会員特典 電話番号 住所 分類

(株)東日本宇佐美　16号君津店

・看板価格よりガソリン、灯油を2円引き
　（うさっぴぃ会員カード併用で計4円引き）
・オイル交換　通常価格から500円引き
・ボディコーティング　通常価格から15%引き
・タイヤ交換を通常価格から15%引き

0438-30-1236 木更津市畑沢南1-1-15 ガソリン/燃料

半沢ガス工業(有)　君津営業所
・ガス使用の方　器具30%引き、給湯器40%引き
・器具のみの方　30%引き

0439-52-2943 君津市外箕輪4-13-26 ガソリン/燃料

(株)ビッグワンオート ・作業工賃　10%引き 0438-41-0001 木更津市高柳3194-1 自動車販売/整備

(株)アシスト
・工賃　10%引き
・代車無料

0120-704-883
（0439-52-2017）

君津市外箕輪2-7-1 自動車販売/整備

(有)丸子自動車リペアセンター ・修理工賃　10%引き
0120-53-0199
（0439-52-4808）

君津市坂田39-24 自動車販売/整備

(有)高島モータース ・車検工賃　10%引き 0439-66-0532 富津市鶴岡1043-2 自動車販売/整備

ワオ！タウン木更津店 ・ボディガラスコーティング加工を無料サービス 0438-30-6660 木更津市築地1-4　イオンモール木更津 自動車販売/整備

海老根造園
・造園工事　10%引き
・庭園管理　5%引き

0439-32-2300 君津市練木377 造園

(株)穂高
・現金販売　15%引き
・月賦販売　10%引き（但し10回分割まで）

0438-98-6252 木更津市清見台南2-5-10 贈答品

(株)すず陶
・会員様価格　5%引き
・全国宅配無料（一部対象外有）
※上記の併用不可

0438-25-2391 木更津市大和2-21-18 贈答品

メガネのマルコー
・眼鏡、補聴器　5%引き
・コンタクトレンズ　3～5%引き

0439-55-4503 君津市東坂田2-7-5 貴金属/カメラ/眼鏡

(株)勉強堂
【富津店】【イオンモール木更津店】
・現金販売にて、メガネ/サングラス/補聴器　10%引き
　（メガネセット、特別ご奉仕品除く）

【富津店】　0439-80-1830
【イオンモール木更津店】　0438-42-1841

【富津店】
　富津市青木1丁目5番地1　イオンモール富津2階
【イオンモール木更津店】
　木更津市築地1-4　イオンモール木更津1階

貴金属/カメラ/眼鏡
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指定店会　会員特典一覧 有効期間：平成30年9月1日～令和元年8月31日

店名 会員特典 電話番号 住所 分類

御食事処あめ家 ・20名様以上　焼酎1本サービス、送迎サービス（飲み放題は別）
0120-82-9125
（0439-55-6587）

君津市杢師2-17-5 宿泊施設/飲食店

海彦
・20名様以上　お酒10本又は焼酎1升
・30名様以上　ウイスキー1本　その他相談に対応します

0439-55-6587 君津市中富882-1 宿泊施設/飲食店

ひろ寿司
・御食事代（税込）より　5%引き
※但し、ランチメニュー・御飲物は別とさせていただきます

0439-88-2281 富津市新井78-1 宿泊施設/飲食店

旅館かわな ・宿泊料金　5%引き（直接予約のみ） 0439-52-1318 君津市人見915 宿泊施設/飲食店

ロイヤルヒルズ　木更津ビューホテル
・レストラン（ザ・テラス）　料理、飲物　10%引き
※現金お支払いの場合とさせていただきます

0438-23-0211 木更津市太田2-2-1 宿泊施設/飲食店

かずさリゾート　鹿野山ビューホテル
・レストラン（天空）　料理、飲物　10%引き
※現金お支払いの場合とさせていただきます

0439-37-3411 君津市鹿野山319 宿泊施設/飲食店

ハミルトンホテルKAZUSA
・奉仕料（サービス料）　無料（但し企画料理を除く）
※但し宴会のみとさせていただきます

0120-51-8365
（0439-54-3030）

君津市中野4-6-28 宿泊施設/飲食店

エルシオンKISARAZU
・奉仕料（サービス料）　無料（但し企画料理を除く）
※但し宴会のみとさせていただきます

0120-23-2211
（0438-23-1887）

木更津市富士見3-1-1 宿泊施設/飲食店

ホテル千成 ・宿泊料　5%引き 0439-52-8511（代） 君津市東坂田4-1-1 宿泊施設/飲食店

ホテルロイヤルガーデン木更津 ・宿泊料　10%引き
0120-19-6186
（0438-22-7211）

木更津市大和1-8-14 宿泊施設/飲食店

青堀鉱泉　ホテル喜楽館 ・宿泊者に地酒（1合）サービス　※ビジネスプラン除く 0439-87-4126 富津市大堀1571 宿泊施設/飲食店

東京ベイプラザホテル
・宿泊割引
・宴会の際のワインボトルサービス

0438-25-8888 木更津市新田2-2-1 宿泊施設/飲食店

大江戸温泉物語　君津の森

・日帰り入浴及び日帰り入浴＋バイキング
　⇒バスタオル＋タオルの貸出無料
・宴会　総額税抜金額合計に対し5%引き
※いずれも利用時にカード提示願います

0439-70-1526 君津市法木384-119 宿泊施設/飲食店
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指定店会　会員特典一覧 有効期間：平成30年9月1日～令和元年8月31日

店名 会員特典 電話番号 住所 分類

グランパークホテル　エクセル木更津 ・シングル￥6800　セミダブル￥7300　ツインダブル￥7800 0438-22-4123 木更津市朝日1-1-40 宿泊施設/飲食店

グランパークホテル　パネックス君津
・ランチバイキング　100円引き（1枚で4名様まで適用可）
・シングル￥7120　セミダブル￥7120　ツインダブル￥8640

0439-57-0311 君津市東坂田2-3-3 宿泊施設/飲食店

ホテルかずさ ・シングル￥5400　グッドスリーブ￥5940　ツインダブル￥6480 0439-52-1020 君津市中野4-9-1 宿泊施設/飲食店

グランポート木更津 ・30名様以上の宴会で、2名様無料 0438-25-3050 木更津市大和3-4-3 宿泊施設/飲食店

スーパー回転寿司やまと
・お会計時にレジにて指定店会カード、または社員証のご提示で
　【木更津店】平日　10%引き、土日祝日　5%引き
　【君津店・館山店】平日　10%引き、土日祝日　10%引き

【木更津店】　0438-25-2269
【君津店】　0439-57-5969
【館山店】　0470-23-2070

【木更津店】　木更津市中央3-9-8
【君津店】　君津市南小安6-21-2
【館山店】　館山市北条1321-12

宿泊施設/飲食店

金田漁協直営
海鮮レストラン「舫い舟（もやいぶね）」

・飲食、お土産代金　5%引き 0438-41-2299
木更津市中島4416
（金田みたて海岸潮干狩り場内）

宿泊施設/飲食店

金田漁協直営
あま海苔直売センター/潮干狩場

【あま海苔直売センター】　全商品　8%引き
【金田みたて海岸潮干狩場】
　潮干狩入場料金　大人100円引き/小学生50円引き、貸し熊手無料

【あま海苔直売センター】
　0120-178-663
【金田みたて海岸潮干狩場】
　0438-41-5200

【あま海苔直売センター】
　袖ヶ浦市神納1-19-1
【金田みたて海岸潮干狩場】
　木更津市中島4416

食品

(有)クサカリ ・食品　10%引き 0438-36-2701 木更津市桜井654 食品

かずさ和牛工房　白石
・かずさ和牛工房商品代金　3%引き（但し、他割引との併用は不可）
・牛匠しらいし飲食代金　5%引き（但し、他割引との併用は不可）

0120-092-981
（0439-52-0122）

君津市外箕輪1-10-18 食品

和蔵酒造(株) ・店内販売されている自社製品のみ　小売価格の15%引き
0120-520-462
（0439-52-0461）

君津市下湯江240 食品

(有)吉浜商店 ・店頭価格で無料配達致します
0120-37-4480
（0439-52-2035）

君津市人見1339-8 食品

ホーナン建設工業(株)
・現金　協議の上ご相談に応じます。工事は工賃の5%引き
・月賦　新築住宅、銀行ローン斡旋

0120-548-136
（0439-52-8023）

君津市外箕輪4-32-34 住宅関連

(有)富士塗装 ・塗装工事　10%引き 0439-52-7883 君津市坂田1183 住宅関連
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指定店会　会員特典一覧 有効期間：平成30年9月1日～令和元年8月31日

店名 会員特典 電話番号 住所 分類

佐久間商事(株) ・工事費より10%引き 0439-52-0021 君津市久保4丁目8-14 住宅関連

金見産業(株) ・内装工事10%引き 0439-37-2068 君津市清和市場299 住宅関連

アート白アリセンター

・シロアリ工事は5,500円/坪（消費税込）、付帯工事（ハツリ等）
　ついては見積金額の10%引き
・害虫、害獣の駆除・捕獲処理については見積金額の10%引き
・上記工事について調査。見積は無料

0439-52-6474 君津市中野2-3-14 住宅関連

(株)三船地所
・不動産賃貸借契約において、以下4点なし
　（1）礼金　（2）仲介手数料　（3）更新事務手数料　（4）解約事務手数料

0439-55-7078 君津市南久保2-14-1 住宅関連

大工の稲垣 ・工事内容に応じて値引きさせていただきます 0439-87-9188 富津市二間塚1806-4 住宅関連

(株)アクアエステート木更津
・仲介手数料　20%引き
・ご来店時、景品プレゼント

0438-37-1200 木更津市桜井15-1 住宅関連

(株)ハウスグランデ ・売買時にかかる仲介手数料20%サービス 0438-38-4470 木更津市永井作2-1-22 住宅関連

(株)鹿島商店

・御葬儀　10%引き（祭壇セットのみ）
・供花　10%引き（仏用盛花）
・位牌　10%引き
・貸衣装　10%引き（喪服・礼服のみ）
・缶詰篭　5%引き
・盆提灯　10%引き
・造花　10%引き
・果物篭　5%引き
※上記特典は木更津、君津、富津、袖ヶ浦の4市およびその周辺に限る

0438-36-3759 木更津市請西1-11-12 葬儀/仏具/墓地/墓石

木更津石材(株) ・墓石　5%引き 0438-52-3131 木更津市矢那4385-1 葬儀/仏具/墓地/墓石

(株)ゆがわら ・墓石、石材製品　10%引き
0120-27-2809
（0439-27-2809）

君津市向郷字須田1629-72 葬儀/仏具/墓地/墓石

(株)天羽祭礼
セレモニーホール君津会館

・御葬儀セット価格より　10%引き
・仏壇仏具30～50％引き

0439-57-0001 君津市西坂田1-1-5 葬儀/仏具/墓地/墓石
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指定店会　会員特典一覧 有効期間：平成30年9月1日～令和元年8月31日

店名 会員特典 電話番号 住所 分類

(株)十全社

・祭壇使用時
　遺影写真（大・小）、ドライアイス（20kg）、搬送（10km）無料
・祭壇未使用時
　ドライアイス（20kg）無料
・共通
　棺/骨つぼ10%引き、生花20%引き、御供物10%引き、返礼品10%引き
※上記特典は富津、君津、木更津、袖ヶ浦の4市およびその周辺に限る

【君津】　0439-32-4211
【君津駅前】　0439-50-9888
【木更津】　0438-30-6444
【袖ヶ浦】　0438-62-4848

【君津】　君津市泉312-1
【君津駅前】　君津市中野4-1-14
【木更津】　木更津市潮浜2-1-51
【袖ヶ浦】　袖ヶ浦市福王台1-1-3

葬儀/仏具/墓地/墓石

(株)サンセルモ　玉泉院
・祭壇、御棺、骨壷 等　20%引き
・その他あり

【君津中央会館】　0439-55-4044
【木更津会館】　0438-37-0042
【富津会館】　0439-88-0948

【君津中央会館】　君津市久保2-9-12
【木更津会館】　木更津市桜町2-11-10
【富津会館】　富津市大堀1丁目22-6

葬儀/仏具/墓地/墓石

お仏壇のはせがわ

・仏壇　定価の10%引き　・新仏具　定価の5%引き
　（但し、一部商品・特価品・特注品を除く）
・墓石（工事代を含む）　割引率は「はせがわ」に一任
　（但し、永代使用料・年間管理費・供養料・一部霊園・一部石種・屋内墓苑を除
く）
※ご来店の際に、会員である旨をお申しつけくださいませ

0438-36-8228 木更津市請西2-1-3 葬儀/仏具/墓地/墓石

(株)陵石匠
お見積り価格より　10%引き
（1年間の天災補償（地震、津波、台風、噴火、災害））

0438-52-2288 木更津市矢那3745-2 葬儀/仏具/墓地/墓石

仏壇の松本
・仏壇　メーカー価格の50%引き
・仏具　当店平常価格より10%引き
※注意：他、クーポン券と併用はできません

0438-23-2676 木更津市大和2-2-2 葬儀/仏具/墓地/墓石

(株)御宿霊園
・御宿霊園内墓地永代使用料　30%引き
・墓石等　15%引き

0470-60-3567 夷隅郡御宿町久保1602番地 葬儀/仏具/墓地/墓石

(株)佐生
・当社販売価格の10～20%引き
※その他商品に対しても十分なサービスとご提案が出来ます

0439-65-0433 富津市岩瀬860-4 葬儀/仏具/墓地/墓石

(有)マルミスポーツ
・現金　メーカー希望小売価格の10%引き
　（学校契約品、工賃、一部特別商品は除く）

0439-52-3183 君津市久保3-10-1 スポーツ用品/その他

(株)コナカ　木更津店

・店内全品　10%引き
　（チラシ、DM、PC、モバイル割引券との併用可）
※ネーム入れ、お直し料金、送料、商品券、学生服のご購入代は割引対象外
※一部ブランド商品は割引対象外
※ご優待割引は、他の企業・団体のご優待割引との併用はできません

0438-25-5029 木更津市太田3-1-3 スポーツ用品/その他
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指定店会　会員特典一覧 有効期間：平成30年9月1日～令和元年8月31日

店名 会員特典 電話番号 住所 分類

(株)アスク
・「トレナビ」会員による特典
・「トレナビ」会員が提供するサービス（各店舗による）割引や無料相談

0120-554-597
（0439-55-4240）

君津市中野1-4-6 スポーツ用品/その他

コンドー楽器

・教室全コース入会金免除
・全楽譜　5%引き
・楽器付属品　10%引き
　（ピアノ、ギター、ドラム、フルート、サックス、オカリナ、ゴスペル）

0438-23-5511 木更津市大和3-2-19 スポーツ用品/その他

ミュージックサロン
イオンモール木更津

・教室全コース入会金免除
・全楽譜　5%引き
・楽器付属品　10%引き
　（ピアノ、ギター、ドラム、フルート、サックス、オカリナ、ゴスペル）

0438-40-4360 木更津市築地1-4　イオンモール木更津2階 スポーツ用品/その他

(有)親和商店 ・全商品　5%引き 0439-52-0714 君津市人見1204 スポーツ用品/その他

(有)福田水道

・水栓交換（配管工事などを含まない工事）　10％引き
・便器交換（配管工事などを含まない工事）　10％引き
・給湯器交換（埋没されている配管工事を含まない工事）　10%引き
・その他の工事、リフォームなどはその都度値引きさせていただきます
・ウオーターサーバー本体￥1000（税別）ボトル（12ℓ）￥1200（税別）

0439-52-0962 君津市外箕輪4-28-11 スポーツ用品/その他

君津ビジネスサービス(株) ・事務用品　20%引き 0439-54-0391 君津市大和田667 印刷/書籍/文具

ワタナベメディアプロダクツ(株) ・一般の方　現金10%引き 0438-36-5361 木更津市潮見4-14-4 印刷/書籍/文具

博文堂書店　君津店 ・当店のポイントカードポイント2倍 0439-55-6657 君津市中野5-17-1　イオンタウン君津内 印刷/書籍/文具

アクアトラベル(株)
・日本旅行、ビッグホリデー、パッケージ商品　3%引き
　（一部商品は除く）
・旅行相談見積り無料

0439-50-9090 君津市南久保2-2-20 旅行

日東交通(株)　日東観光
・貸切バス代　8%引き
・旅行見積り、相談無料

0438-23-0155 木更津市貝渕2-12-44 バス
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