
どうせなら地元で買って！使って！クーポン券 参加店一覧 

地区 店名 地区 店名 

鷲津 

フレッシュベーカリーこげつ  

新所原 

個別指導と家庭教師のヒカル塾  

まるすずケアルーム  レストハウス JINYA  

耳つぼダイエット・よもぎ蒸し AIL(ｴｲﾙ) くすり屋さん おぎそ  

お茶のやま長 鷲津店  足爪補正 aureole〜オレオール〜  

オノダ時計・宝飾・メガネ店  ナチュリカ湖西療術院  

鶏笑 湖西店  ケーキ&カフェ chiffon(シフォン)  

泊親会清水 浜名湖空手教室  ㈲南部ショッピングセンター  

hair studio CLIPPER  静岡やすま園  

からだ回復センター湖西  

新所 

犬の美容室Gaburin(がぶりん) 

あきん DON  ㈲コサイ自動車  

インドネパールカレーミテリ  ドッグスパリゾート ラ・ぺ  

和菓子処 ひので軒  山野愛子どろんこ美容 エステルーム chika  

白須賀 
（全身もみほぐし・足つぼ・整体) ほぐし処・癒  やなぎ鍼灸治療院  

トリミングサロン REO  新居 脱毛サロン オハナ  

知波田 そらうみ   



 

鷲津地区 

『美味しい』と笑顔になれるパンを目指して 

フレッシュベーカリーこげつ  PR動画 

 一番人気【カフェレーズン】ふわふわ食感【絹生食パン】  

菓子パン、惣菜パン毎日焼き立て。 

       053-576-0119 

        湖西市鷲津 5336 

鷲津駅から西へ 50m 

営業時間 10:00〜20:00 

定休日 毎週日曜日、第 3土曜日 

クーポン特典 

700円以上お買い上げで 100円引き（1会計で 1枚ご利用できます） 

一覧へ 

https://youtube.com/playlist?list=PL2LX7e2b-3Uohrk849wBieqVYXQohc54R


鷲津地区 

美容業界で注目されている「美容鍼」 

まるすずケアルーム  HP  

 長いマスク生活で衰えた顔の筋肉を引き上げましょう！ 

マスクを外しても自信がもてるお肌へ 

       053-576-0030 

        湖西市吉美 3256-6 丸鈴グリーンビル C棟 1階 

湖西市役所西隣り 

営業時間 9:00-12:00/15:00-19:00 

定休日 毎週土曜日午後・日曜日・祝日 

クーポン特典 

美容鍼初めての方限定 

美容鍼 53本+イオン導入 合計￥8800→¥6600 

一覧へ 

https://marusuzu.jp/biyobari.html/


 

  

鷲津地区 

温活でデトックス&リラックスしませんか!? 

耳つぼダイエット・よもぎ蒸し AIL(ｴｲﾙ)  HP  

 定期的なよもぎ蒸しで運動不足解消！お腹を温めて不調を減

らしましょう。薬草とハーブ の香りでリラックスな時間をご体

感ください☆ 

       090-4265-5931 

        湖西市鷲津 898-8 

ジャンボエンチョー南側宅地内 

営業時間 10：00〜20：00(完全予約制) 

定休日 日曜日 

クーポン特典 

クーポンご利用でよもぎ蒸し・ハーブ蒸し 300円OFF！ 

一覧へ 

http://ail-mimitsubo.com/


  

鷲津地区 

ほっとするね お茶のひととき 自然な香り 

お茶のやま長 鷲津店 

 遠州森の茶直送 

家庭用・業務用・贈答用、地方発送も承ります 

       053-576-0610 

        湖西市鷲津 5267 

鷲津駅前 

レストランまるき横 

営業時間 9：00～18：30 

定休日 日曜日 

クーポン特典 

クーポン利用で 5％引 

一覧へ 



鷲津地区 

当店は地域に密着したメガネ・宝飾・時計の主治医 

オノダ時計・宝飾・メガネ店 動画 

 メガネを作るなら、認定眼鏡士のいるオノダで！ 

       053-576-0325 

        湖西市鷲津 5286 

浜松磐田信用金庫鷲津支店前 

営業時間 AM9.30〜PM7.30 

定休日 水曜日 

クーポン特典 

レンズ・ケース付き○得メガネセット 

お買い上げで、更に 10%割引！ 

一覧へ 

https://youtu.be/1ZmjaJU5ktk


 

 

鷲津地区 

国内最大級 からあげ専門店 

鶏笑 湖西店  LINE 

 からあげの聖地、大分県中津のからあげです。是非一度召し上

がってみてください(お持ち帰り店です) 

       053-576-8681 

        湖西市吉美 3257コサイグリーンビル 

湖西市役所西となり 

営業時間 11:00〜14:00 

16:00〜19:00 

定休日 火曜日 

クーポン特典 

500円以上お買いあげで、一番人気ムネからあげを 1個サービスいたします 

一覧へ 

https://lin.ee/AaWJNGc


鷲津地区 

大募集！大人向けの空手教室始めます！ 

泊親会清水 浜名湖空手教室  インスタ 

 とにかく楽しく！！ 

空手で体を動かして健康寿命を延ばしましょう！ 

お気軽にお越しください！ 

無料体験会:10月 14日、21日、28日 15:00〜16:00 

（事前にお電話ください） 

       090-3255-6049 

        湖西市鷲津 5114 旭名店ビル 3階 旭ホール 

薬局MEDIXさんのビル 3階 

営業時間 大人向け:金曜日 15:00〜16:00 

子ども向け:月曜日 17:30〜18:30など 

定休日 日曜日 

クーポン特典 

無料体験会参加&11月から入会の方 

入会金（2000円）無料！ 

一覧へ 

https://www.instagram.com/hamakko_karate?utm_source=qr


 

鷲津地区 

プロの顔剃りでワンランクアップの肌へ!!自分へのご褒美にいかがですか？ 

hair studio CLIPPER 

 完全予約制。この機会にﾌﾟﾛ理容師によるお顔剃りを体感。極

(きわみ)ｺｰｽのご利用も OK！(税込 4,000 円→4,000 円)。

心地よい空間でぜいたくなひとときを。 

       053-555-9008 

        湖西市古見 947-1 

301号線沿い 

営業時間 平日 10：30～20：00最終受付/土日祝日8：00～

17：00最終受付 

定休日 毎週月曜日 第２火曜日 第３日曜日 

クーポン特典 

クーポン券持参でレディースシェービング¥3,300→¥3,000 

※内容は顔剃り+眉カット＋襟つけ+肩もみほぐし+頭のツボ押し₊フェイシャルマスク 

一覧へ 



 

 

鷲津地区 

検査をしても異常なし...でも痛いあなたへ 

からだ回復センター湖西  動画 

 ←この看板が目印です。どんな治療をしても良くならない方は 

○○が原因かもしれません。 

何カ月、何年と不調が長引いている方はその可能性が高いです。 

       053-523-8170 

        湖西市鷲津 466-2-2 

浜松いわた信用金庫裏の踏切を渡り 100ｍ 

営業時間 平日 9：00～19：00 土曜 9：00～12：00 

定休日 土曜日午後、日、祝日 

クーポン特典 

初回７７００円（初見料２２００円＋施術料５５００円） 
  →初見料２２００円割引きして５５００円で施術します。 

一覧へ 

https://www.youtube.com/watch?v=aoTiYAyYzWM


 

 

鷲津地区 

全粒粉の麺で作る健康ラーメンです。 

あきんDON  

 にんにく大好き人間集まれ 

       053-575-0888 

        湖西市古見 1135-1 

浜名湖電装近く 

営業時間 11：00～14：00 16：30～20：00ラストオーダー 

定休日 毎週火曜日・水曜日 

クーポン特典 

ガラガラ抽選 お１人様１回できます。 

一覧へ 



 

 

鷲津地区 

本格のインドネパールカレーと焼き立てナンを提供しております。 

インドネパールカレーミテリ  HP 

 バターチキンカレーとチーズナンがおすすめします。 

       053-575-1112 / 053-596-9969 

        湖西市鷲津 5272カネキビル 2F(A)/駅南 3-1-103 

カネキビル花屋の 2F/鈴屋ビズネスホテルの横 

営業時間 11：00から 22：００まで 

定休日 年中無休 

クーポン特典 

10％引き 

一覧へ 

https://miteri.net/


 

鷲津地区 

好評！湖西土産「手づくりくるまもなか 5 ｹ入り」 

和菓子処 ひので軒 

 「お米(白米・玄米)からつくった大人気のだんごの店」 

「豊田佐吉翁にちなんだ銘菓販売の店」 

       053-576-0377 

        湖西市鷲津 3387 

湖西市鷲津 谷上公園のとなり アルカミーノ内 

営業時間 AM9:30～PM6:30 

定休日 毎週水曜日、第 1・3火曜日(ただし祭日は営業) 

クーポン特典 

クーポン 1枚で手づくりくるまもなか(つぶあん・白あん)1個 250円⇒200円 

※ただしお 1人様 5個までです 

一覧へ 



 

 

白須賀地区 

カッピング、オンセラで腸活！ 

（全身もみほぐし・足つぼ・整体) ほぐし処・癒  LINE 

 オンセラ専用のセラミック容器にもぐさ又はもぐさチップを燃

やして身体を暖めていきます。熱によって身体の滞りが改善さ

れていきます。 

       090-5633-3188 

        湖西市白須賀 584-2 

 

営業時間 10:00〜23:00 

定休日 不定休 

クーポン特典 

クーポン利用で 45分 4500円→3500円 

一覧へ 

https://line.me/R/ti/p/%40455dvgzw


白須賀地区 

ワンちゃんのための炭酸泉 

トリミングサロン REO  LINE 

 ワンちゃんの、皮膚トラブルや、ヘルニアなどの緩和にも…美容

と健康を考え、炭酸泉を一度お試し下さい。 

ペットを癒し・ケアできるメディカルトリマーに、気軽にご相談下

さい。 

       090-7682-7758 

        湖西市白須賀 5462-8 

浜名湖カントリークラブ西側 

営業時間 月曜日～金曜日 8時 30分～20時 00分 

土曜日、日曜日 8時 00分～19時 00分 

定休日 予約優先 不定休 

クーポン特典 

クーポン利用で、炭酸泉サービス 

一覧へ 

https://lin.ee/Al42eLM


 

知波田地区 

浜名湖の風を感じながらひといきつきませんか？ 

そらうみ 

 パン･焼き菓子など、ひとつひとつ心を込めて作っています。ご

要望に合わせ、ご注文承ります。 

手作り雑貨も販売しています。 

       090-6465-0803 

        湖西市横山 157 

横山海岸前 

営業時間 10:00～パンが売り切れ次第終了 

定休日 日曜日･月曜日 

クーポン特典 

税込み 500円以上お買い上げで 10％引き 

クーポン１枚でお一人様のご利用 

一覧へ 



 

 

新所原地区 

1指導４名までの地域密着型の学習塾 

個別指導と家庭教師のヒカル塾  HP  

 小 4～中 3の５教科 

指導・勉強のきっかけづくり～テストや受験対策まで 

個々のレベルに合わせます 

       080-3066-7166 

        湖西市ときわ 3-6-44 レジデンスときわ 308 

パレマルシェより南東に徒歩４分 

営業時間 平日 16：00～21：30 休日 10：00～19：00 

定休日 指導が入っていない土・日曜日 

クーポン特典 

個別相談の時に学習グッズをプレゼント＆入塾月の指導料割引 

一覧へ 

https://hikarujuku.hamazo.tv/


 

 

新所原地区 

あんかけパスタの店 

レストハウス JINYA  

 牛ミンチ・トマト・玉ねぎ等をじっくり煮込んだイタリアントマトソ

ースの店。パスタ・オムライス等お楽しみ下さい。 

       053-577-0038 

        湖西市新所原東 7-30 

浜名病院の南側県道交差点を西に 100m道路南側です 

営業時間 AM7:30~PM5:00 

定休日 木曜日 

クーポン特典 

ソフトドリンク 1杯サービス 

一覧へ 



 

 

新所原地区 

ベストコスメ多数受賞 資生堂ベネフィーク 

くすり屋さん おぎそ  HP 

 パワーボタニカル化粧品 

ベネフィーク取扱店 

       053-577-5351 

        湖西市ときわ 3-11-35 

アメニティ通り、南上の原きずな館向い 

営業時間 9：00～19：00 

定休日 日曜日 

クーポン特典 

クーポン持参で資生堂ベネフィークのサンプルをプレゼント 

一覧へ 

https://sin9ogiso.jimdofree.com/


 

 

新所原地区 

爪切り・巻き爪・魚の目・外反母趾でお悩みの方 

足爪補正 aureole〜オレオール〜 LINE 

 ○痛くない巻き爪補正のフットケアで快適な生活へ 

○15分間無料カウンセリング受付中 

○完全予約制 

       053-577-2523 

        湖西市岡崎 1230-10 

新所原駅より東へ 800m フジ鍼灸接骨院内 

営業時間 8:00〜11:30 ・ 13:00〜18:30 

定休日 日曜日 

クーポン特典 

はじめての方 10%OFF 

一覧へ 

https://line.me/R/ti/p/@dqm6883s


 

新所原地区 

ステロイドを使い続けるのが不安。クスリをやめたい方へ 

ナチュリカ湖西療術院  HP  動画 

 リバウンドせずにステロイドをやめられる療術院。施術歴２６年

以上の国家資格者が夫婦で施術します。名古屋、岐阜、大阪、横

浜など遠方からも多数来院されています。詳しくはホームペー

ジをご覧ください。 

       053-577-0164 

        湖西市南台 2-3-25 

 

営業時間 午前９時から午後７時まで 

定休日 日曜.祝祭日 

クーポン特典 

クーポン利用で、お得意様、常連様はびわエキスプレゼント。初めて施術を受ける方は超遠赤ミネラル水をプレゼ

ント致します。 

一覧へ 

https://egao-mahalo.life/
https://www.youtube.com/watch?v=ypfJQZcw_x0&list=PLV3YVkTbhB18XtEGtCV9uVZw5GHh1gfO4&index=10


 

 

新所原地区 

しっとり、ふわふわのシフォンケーキはいかがですか 

ケーキ&カフェ chiffon(シフォン)  

 シフォンケーキの他、各種ケーキや焼き菓子、猫雑貨を置いてい

ます。カフェスペースは 20席。駐車場も 15台あります。 

       053-522-7567 

        湖西市白須賀 3985-2939 

光湖苑の角の信号を南へ、１つめの信号右手 

営業時間 10時～19時(売切れの時は早めに閉めます) 

定休日 日曜日 月曜日 

クーポン特典 

クーポン利用でシフォンケーキ 50円引き 

一覧へ 



 

 

新所原地区 

恒例たまご大放出～‼ 

㈲南部ショッピングセンター 

 地域密着スーパー毎日日替りでお徳商品満載‼当店でのポイン

トスタンプ大好評。 

       053-577-2163 

        湖西市南台 2丁目 5-28 

 

営業時間 9:00～19:00 

定休日 日曜日 

クーポン特典 

1300円以上お買上げの方にたまごMサイズ 1パック６８円で販売‼ 

一覧へ 



新所原地区 

緑茶を飲んで、コロナには負けない健康な毎日を！ 

静岡やすま園  HP  動画 

 免疫力を高めてウイルスに克つ!飲料の第１位は、緑茶です。 

       053-577-5357 

        湖西市駅南 1-3-1 

パレマルシェ新所原店内 1F 

営業時間 9:00-19:00 

定休日 無休 

クーポン特典 

お買い上げ時にクーポン提示で 10％割引！ 

※「ひまわりカード」ポイントも付与いたします。 

一覧へ 

https://yasuma-subsc.com/
https://www.youtube.com/channel/UCJnnx-yNblOb16VSMHQBezA


新所地区 

わんちゃんのお口のチェックをしてみませんか？ 

犬の美容室Gaburin(がぶりん)  LINE  動画 
 わんちゃんに負担がかからない優しいトリミングを心がけてい

ます。 

わんちゃんの健康もお口から、わんちゃんの歯磨きレッスンを始

めました！ 

       090-4191-3872 

        湖西市新所 3001-2 

 

営業時間 9：00～5：00 

定休日 水、日   

10/15、29は日曜日ですがお口のチェック会の受付可です。 

9時〜、10時半〜 ご希望の方は詳しくはお問合せ下さい。 

クーポン特典 

歯磨き始める前にまずは、わんちゃんのお口の汚れてをチェック！ 

わんちゃんに合わせてお手入れの仕方をアドバイス     クーポン利用で 2000円→1000円 

一覧へ 

https://lin.ee/VxnR3RC
https://youtu.be/aQCnXVT_NBY


新所地区 

DAMD製品取扱特約店 

㈲コサイ自動車  動画 

 「乗りたい！」と思えるあなただけの１台を！ 

 

 

 

       053-578-2639 

        湖西市新所 3691 

国道 301号沿い、湖西ホールさん向い 

営業時間 8:30～17:30 

定休日 日曜日、祝日 

クーポン特典 

コンプリートカーご成約で 5000円値引き 

一覧へ 

https://youtu.be/MHKx_zp6D24


新所地区 

ワンちゃん専門、トリミングサロン     

ドッグスパリゾート ラ・ぺ  LINE 

 業界初の、オゾン泉+炭酸泉+超音波を使ったトリプル温浴システム

導入！ 

子犬〜高齢犬まで、その子に合ったお手入れ方法で負担をかけないト

リミングを提供しております✨ 

一頭一頭の可愛いを引き出し、丁寧な施術を心掛けています           

お気軽にお問合せください♪ 

       0120-109-361 

        湖西市新所 5957-6 

東小学校から浜名湖沿いに車で１分！ 

営業時間 午前１０時〜午後７時 

定休日 水曜日(不定休あり) 

クーポン特典 

ご新規様、全てのメニュー10％オフ！ 

一覧へ 

https://lin.ee/A6kfqtS


新所地区 

『秋枯れ肌対策！』 夏の肌ダメージ、何とかしませんか？！ 

山野愛子どろんこ美容 エステルーム chika  HP 

 癒しのオールハンドマッサージでお肌と心をリセットし、より素

敵な毎日を♡ 

主に 40～60 代のお客様にお越し頂いております。 

※paypay 使えます 

       090-2773-2361 

        湖西市新所 6088-28自宅 1F 

羽立加工さんより東へ約 1km先右側の自宅サロン 

営業時間 9時～19時 

定休日 完全予約制 / 不定休 

クーポン特典 

●初めての方:60分 2,970円 ※通常 4,950円のコース  

●ビジター:10%off ●オプション追加各割引 

一覧へ 

https://esteroomchika.com/


  

新所地区 

スポーツ選手のコンディションから生活の悩みまでサポートします 

やなぎ鍼灸治療院 

 通常の鍼治療だけでなく電気治療器による筋力アップや除痛、

施術刺激の少ない超音波治療器による除痛や治癒促進など適

した施術を提案します。 

       080-9030-0596 

        湖西市新所 6097-6 

 

営業時間 am9~12,pm3~9 

定休日 火曜日、土日午後 

クーポン特典 

施術代 500円引き 

一覧へ 



 

新居地区 

脱毛して清潔感のある肌を手に入れましょう 

脱毛サロン オハナ LINE 

 今や男性も美容を意識する時代です！ 

無料カウンセリングも随時実施中！ 

男性女性問わずお問い合わせください。 

       053-525-8484 

        湖西市新居町新居 114-9 

新居文化公園交差点すぐ 

営業時間 9:00〜17:00 

定休日 不定休 

クーポン特典 

500円の体験あり（1部のメニュー除く） 

一覧へ 

https://lin.ee/DrIdw72

