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入会金・年会費　一切無料!!　加盟店で即時発行!!

お得なポイントを貯めよう♪
三重県の共通ポイントカード！

※各加盟店のMAPは枠内のQRコードでご確認ください
※表記されているポイントは100円あたりのポイント付与数になります

ポイントが貯まるお店リスト
　 見 せ て お 得 な 優 待・ 割 引 施 設 も あ り ま す　

津 

エ
リ
ア

鈴
鹿 

エ
リ
ア鈴鹿市江島町160-1

営／11:00〜22:30（22:00LO）
休／水曜
P／30台
http://taka.365dmo.com/

「中華懐石コースA」
2 ,100円、「 春巻 」
735円、「あわびの
オイスターソース」
1,890円

1pt
鷹
た か

飲食店 ℡059-386-1411

津市港町15-29東棟
（マックスバリュ港町店近く 
キャッスルイン隣）
営／17:00〜翌2:00（翌1:00LO）
　　日曜、祝日
　　17:00〜深夜0:00（23:00LO）
休／月曜（祝日・祝前日の場合変更）

【各種プラン】（６名様〜）
「とりあえずコース」
…お1人様1,000円（税別）

「大鍋・大皿コース」
…お1人様2,000円（税別）

「おまかせ得 コ々ース」
…お1人様3,000円（税別）

【飲み放題・料理付きコース】
（8名様〜）
90分／3,500円ポッキリ
120分／4,500円ポッキリ
ポイント付与上限20,000円

　各種宴会プラン（要予約）も用意さ
れており、20名以上で貸し切りも可能

（要相談）。また火・水・木曜は、七輪
焼きメニューが１０％OFFなのでおす
すめ !

5pt
飲み喰い処 かかし
飲食店 ℡059-222-8818

津市久居射場町51
営／10:00〜19:00
休／木曜、第2・3水曜
Ｐ／7台

OAKLEY 
RACING JACKET 
度付OK!!

※オークリー商品に限ります。
※クレジットカードとの併用は
できません

　スポーツサングラスの代名詞、オー
クリーの正規取扱い販売店。ニュー
モデルから幅広く充実した内容でオー
クリーを取り揃えている。

5ptO
オ プ ト

pt H
ホ リ

ori
メガネ ℡059-256-8623

津市羽所町329-4
営／11:30〜13:30LO
　　17:00〜23:30LO
休／不定休
P／無（最寄りパーキング
チケットの一部負担有）

「ご宴会コース飲み放題
プラン（120分）」…5,000円

「ご宴会コース飲み放題
プラン（120分）」…6,000円

「ご宴会コース飲み放題
プラン（120分）」…7,000円

「ご宴会お料理」…3,150円〜
「ちゃんこ鍋」……1,600円〜

　美容と健康に良いコラーゲンたっ
ぷりのちゃんこ鍋をはじめ、刺身やご
飯ものなど一品料理が楽しめる。2階
には40名までの宴会ができるスペー
スも完備されている。

5pt
津駅前食堂 岸
飲食店 ℡059-222-2181

津市安濃町曽根573-2
営／11:30〜13:30LO
　　17:00〜20:00LO
休／水曜、第2火曜
Ｐ／40台

仕出し料理・ご宴会で
はポイントカードのご
利用はできません

「ひつまぶし」
「うな玉丼」

1pt
うなぎ・ひつまぶし 　
飲食店 ℡059-268-2433

う　を　よ　し

津市南丸之内943
営／11:30〜14:00（13:30LO）
　　17:00〜22:00（21:30LO）
休／不定休　
Ｐ／17台
http://www.ztv.ne.jp/maruchi/

「関脇コース」……3,150円
「大関コース」……4,200円
「横綱コース」……5,250円
「ちゃんこ鍋」…1,570円〜
「飲み放題（120分）」
…コース料理にプラス1,650円
※クレジットカードとの併用は
できません

　本格ちゃんこ鍋が味わえるこちらで
は、ちゃんこ鍋の他コース料理や一品
料理も豊富に取り揃えている。2階に
は60人まで利用可能な座敷席もある
ので宴会にもってこい。

5pt
力士料理 金鍋 津本店

飲食店 ℡059-224-0075

津市江戸橋1-113
坂倉マンション1F
営／11:30〜14:30（14:00LO）
 　   17:30〜23:00（22:00LO）
休／日・月曜
Ｐ／5台

「マルゲリータ」……980円
「サーモンときのこのクリーム
手打ちパスタ」……980円

「自家製鴨スモークのサラダ
仕立て」……………850円

「手長エビのクリーム」
……………………1,480円

「ＣＡＳＡＭＩＡセット」
……………………2,500円

　イタリア人シェフが手掛ける本格イ
タリアンレストラン。家庭的な雰囲気
で気軽に本格イタリアンが楽しめ、お
得なランチセットなどもありお手頃価
格で楽しめるお店。

5ptC
カ ー ザ

ASA M
ミ ー ア

IA
飲食店 ℡059-231-7717

津市藤方1014-1
営／11:00〜21:00
休／月曜
　　※12月31日15:00〜
　　　1月3日
Ｐ／20台

「かけそば・かけうどん」　　
……………………各350円

「桜えびそば・うどん」
………………………700円

「お得な小丼セット」
……………各麺類＋350円
※かきあげ丼は450円

「桜えびかきあげ」
…………………1枚350円

「静岡おでん」………100円

※スタッフ募集中

　蕎麦やうどん、丼物が楽しめるこち
ら。つゆは京都丹波の名水を用い、麺
は無添加でネギは有機農法で栽培さ
れたものを使用している。桜えびは注文
を受けてから揚げているのでパリパリ。

5pt
そば処 鐘

し ょ う あ ん

庵
飲食店 ℡059-221-2711

鈴鹿市白子3-8-1　
営／10:00〜19:00
　　土・日曜、祝日
　　10:00〜20:00
休／無休　
P／15台
※キッズコーナー完備

　ソフトバンク白子店が新し
く生まれ変わります！！
　この度、7月21日より新た
な場所へ移転してのスター
トとなることをご報告いた
します。人気のAndroidや
iPhoneを各種取り揃えてお
りますのであなたのお気に入
りの１台が見つかります♪イ
ベントも多数開催中！この機
会にご家族、ご友人をお誘
い合わせのうえ、ぜひご来店
ください。

　＜リニューアルOPEN＞
元気いっぱいのスタッフがあなたの大
切な携帯電話のサポートをさせていた
だきます。各種お手続きキャンペーン
詳細はお店まで ！ 

5ptソフトバンク白子
携帯販売 ℡059-380-5670
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津市渋見町290-1
営／11:30〜14:00
　　 17:00〜22:00
休／月曜
P／10台

「鰻三昧コース」
…………………3,675円〜

「コース料理」……3,150円〜
※コース料理は要予約

「飲み放題」………1,575円
　（2時間、4名様以上）
座敷席では18名までの宴会
が可能
※スタンプカードとの併用は
できません※ポイント付与に
ついては20,000円を上限と
させて頂きます　
※スタッフ募集中

　炭火でじっくり時間を掛けて焼き上
げ、代々継ぎ足されたあっさりめの秘
伝のタレで食べる鰻。鰻料理の他に
もお造り盛りや季節のおばんざいなど
もありお酒のお供にはピッタリ！

5pt大観亭 渋見店

飲食店 ℡059-246-5801

津市柳山津興382-7
営／11:00〜14:00
　　16:00〜22:00（21:00LO）
　　日曜、祝日
　　11:00〜21:30（20:30LO）
休／水曜　Ｐ／20台
http://www.alles.or.jp/~ryoma

「翌檜（あすなろ）懐
石 」3,800円、「 羽
衣（はごろも）懐石」
5,000円、「竜馬御
膳」2,100円

3pt
竜馬
飲食店 70120-282-939

℡059-228-2939

津市高茶屋3-29-51
営／月〜木曜
　　9:00〜17:00（16:00LO）
　　金・土曜
　　9:00〜15:00（14:00LO）
　　18:00〜22:00（21:00LO）
休／日曜、祝日　Ｐ／有

「ランチ」…………700円
「パスタランチ」
 …………………800円

「ワッフル各種」
 …………………250円〜

（パスタ、パン、サラダ付き）
※ポイントカードは二次会な
どのパーティーにはご利用で
きません

　開放感のある店内はパーティーや
二次会にも最適で、席数50名、立食
では多数のパーティーができる。二次
会・パーティーについては、予算や料
理内容など相談に応じてくれる。

5pt
Cafe & Bar M

マ ン ダ リ ン

andarin
飲食店 ℡059-234-1256

津市藤方1704-2
営／10:00〜17:00
休／火・水曜
Ｐ／有
http://apoa.jp

四日市店、花里 with 
APOAではご使用にな
れません。他のクーポ
ン券、カードとの併用は
できません。外構工事
、新築工事にはご利用
いただけません

2pt
A

ア ポ ア

POA
花・雑貨 70120-790-834

℡059-222-7776

松
阪
・
明
和

エ
リ
ア

松阪市久米町1172-1
営／ ランチ　11:30〜14:00
　　 ディナー 18:00〜22:00
　　 土・日曜のランチは11:00〜
　　 ※水曜は昼のみ
休／水曜の夜　Ｐ／24台
http://www.abbeyroad-d.com

ディナーバイキングも
始めました「ディナー
バイキング」1,480円、

「ランチバイキング」
1,080円、小学生、幼
児は割引サービスあり

1pt
アビィロード
飲食店 ℡0598-56-4884

お店によって、カードの使用条件やキャッシュバックの上限等が異なります。詳しくは各加盟店に
お問い合わせください。カードのご利用が一年間無い場合はポイントが失効されますのでご注意ください。

松阪市京町1区27-4
営／17:00〜翌1:00
休／日曜（祝日の場合翌月曜）
Ｐ／無（ビジネスホテルマルヤ
マP利用。チケットにて返金有）

「若どり」 ………… 430円
「親どり」 ………… 390円
「肝」 …………… 390円
「セセリ」 ………… 490円
「とりわさ」 ……… 490円
「鶏の唐揚げ」 …… 390円
「手羽先の唐揚げ」
…………………… 490円

「とりサラダ」 …… 290円
「宴会コース（要予約）」
……………… 1,480円〜
※料金は全て税別

　新鮮な三重県産の若どりをあみ焼
きや刺身、揚げ物などで味わえる人気
のお店。駅から徒歩2分の立地も利
用しやすくリピーターも多い。秘伝の
味噌ダレと、とり焼きは相性バツグン！

5pt
大衆酒場 松阪あみ焼きどり 一

い っ ぱ ち

八食
しょくどう

堂
飲食店 ℡0598-30-6188

松阪市日野町788
カリヨンプラザ2F
営／17:00〜23:00（22:30LO）
　　金・土曜
　　17:00〜深夜0:00（23:00LO）
休／無休　
P／有（駐車場３時間無料）

時代は変われど『あ
じっこ』は、熟 成４０
年。こだわりのお料理
と心からのおもてなし
でいつまでも変わらず
にお客様をお迎えいた
します

3pt
旨いもの屋 あじっこ DINING

飲食店 ℡0598-22-3188

松阪市久保町836-4
営／17:00〜深夜0:00
　　日曜 11:30〜深夜0:00
　　フード 23:30LO
休／月曜（祝前日を除く）
Ｐ／60台

新鮮なお酒と朝引き
の鳥を使ったあみ焼を
メインにしている居酒
屋です。大中小の個
室や宴会場があるの
で少人数から多人数
まで宴会が可能です

1pt
鶏のあみ焼きとお酒のお店 赤かぶ
飲食店 ℡0598-29-1519

松阪市駅部田町140-1
営／17:00〜翌2:00（翌1:15LO）
休／無休　
Ｐ／14台
http://fp110.xsrv.jp/konamondo.html

「油かすモダン」982
円、「 焼きラーメン」
769円、「仔牛の牛タ
ン」815円、２名様に
お得な「ペアまんぷく
セット」2,602円もござ
います

2pt
お好み焼・鉄板ダイニング 粉もん堂
飲食店 ℡0598-22-3617

松阪市垣鼻町503
営／11:00〜23:00（22:30LO）
休／火曜　
Ｐ／70台
http://www.kazokutei.net/

心のこもったおもてな
しで、上質の黒毛和
牛の炭火焼肉や本場
韓国料理が味わえる。
日替りの「本日の裏メ
ニュー」もお楽しみに！！

2pt
新羅会館 家族亭
飲食店 ℡0598-21-8929

メールアドレス登録で
お得なポイントGET !

ポイントカード

入会はこちら

津市雲出本郷町556-1
営／11:30〜14:00、18:00〜22:00
　　土・日曜、祝日
　　11:00〜14:00、17:30〜22:00
休／月曜（祝日の場合営業）
Ｐ／20台

身体に優しい有機栽
培野菜をふんだんに
使った各種「らーめん」
をはじめ、厳選素材使
用の料理の数々をお
好み次第でどうぞ。

2pt
おいしい野菜を使ったみそらぁめんのお店 すみれ 津本店

飲食店 ℡059-234-7886

津市久居明神町風早2660
イオン久居店2F
営／10:00〜20:40
休／無休
Ｐ／有

三重県下30店舗をは
じめ、全国で大好評の
『こりとりふぁ〜む』。
忙しい毎日の中で疲
れた体を癒されてはい
かがでしょうか？

1pt
イオン久居店 こりとりふぁ〜む
リラクゼーション ℡059-256-5585

津市栗真町屋町479-2
営／9:30〜18:45
　　日曜、祝日9:30〜18:00
休／月曜、第1・3火曜
Ｐ／6台

他のポイントカード・ク
レジットカードとの併用
はできません

1pt
m

メ ー ゼ

ese
美容室 70120-77-5595

℡059-231-5595

松阪市愛宕町1-76
営／16:00〜23:00（22:30LO）
　　「はなれ」
　　 16:00〜22:00（21:30LO）
休／月2回日曜
Ｐ／有料P有

「飲み放題コース
（90分、6名以上）」
…… 3,000円〜5,000円

「造り盛り（日替わり）」
……… 1人前1,280円〜

「くら串揚げ（3本）」…350円
「天巻き」 ……… 500円〜
「野菜たっぷりホルモン鍋（2
人前より 要予約）」
…………… 1人前1,380円
※日〜木曜はレディースデー

（女性限定）でアイスクリー
ムサービス！

　新鮮な旬の魚介や安くて豊富な
料理が揃う『くら』に「飲み放題コー
ス」（90分、6名以上）が登場！付き
出し2品、旬の刺身盛り、名物愛宕
サラダ（ハーフ）などが付く。

5pt
居酒屋 くら
飲食店 ℡0598-23-8688

松阪市豊原町1-2
営／17:00〜21:45LO
休／水曜
Ｐ／有

魚屋さんが営むとあっ
て、いつも新鮮な魚介
類が楽しめる人気の
居酒屋。みんなでワイ
ワイ美味しい魚を食べ
に行こう！！

1pt
居酒屋 くまさん
飲食店 ℡0598-28-2233

津市高茶屋小森町384-1
営／8:00〜22:00
　　※月・火・水・木曜は17:00まで
休／不定休
Ｐ／36台

人気のデザートバイキ
ング9月23日（土・祝）
開催！１４：３０〜16:30、
18:00〜21:00大人
1,620円予約制です。
夜の部は、軽食の種類
が増えました。

1pt
サントノーレ
飲食店 ℡059-234-7160

松阪市久米町1149-2
営／11:00〜20:30（20:00LO）
休／無休
Ｐ／有
http://log-burger.shop

「 木 の い え 」が 手
掛ける、プレミアム
バーガー専 門 店が
O P E N 。国 産 牛
100%のやわらかく
焼き上げられたパティ
は、旨味たっぷり。

2pt
L

ロ グ

OG B
バ ー ガ ー

URGER
飲食店 ℡0598-56-9522
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あなたはお持ちですか？
いろんなお店で共通のポイントが貯まる ！

入会金・年会費　一切無料!!　加盟店で即時発行!!
キャッシュバックキャッシュバック

松阪市魚町1709
営／11:00〜21:30
　　（21:00LO）
　　平日ランチ
　　11:00〜14:00
休／水曜　Ｐ／7台
http://www.shigeton.jp/

「選べる3種の夜膳」
…………1,280円（写真左）  

「とんかつ三昧定食
 （ヒレ、ロース、バラのミックス）」
…………………1,280円

「とんかつ定食」…830円〜
「豚ステーキ定食（150g）」
…………………1,180円

　今宵はちょっと贅沢に。選べる夜ごはん
スタート。「選べる3種の夜膳」は、ロースと
んかつ、バラとんかつなど、メイン料理9種
の中から選べる3品と、サラダ＋小鉢＋ご
はん＋赤だし＋お漬物が付くメニュー。

5pt
とんかつ 茂とん 

飲食店 ℡0598-21-1112

松阪市下村町872-1
営／11:30〜14:00
　　17:30〜20:30
　　※日曜は昼のみ営業
休／不定休、日曜の夜
Ｐ／12台

少人数の貸切パーティー
（8〜20名様程度）なんと飲
み物の持ち込みOK。料理
内容はご予算に応じて承り
ます

　三重高通りを少し入ったところにあ
る隠れ家的なお店。手作りのイタリア
料理はどれも優しい味わいでファンも多
い。お得なランチセットなどが人気だ。

5ptナポリの食卓Pan
飲食店 ℡090-2137-1990

松阪市川井町473-1
（コスモス商業地内）
営／11:15〜14:00、18:00〜21:30LO
　　土・日曜、祝日
　　11:15〜14:00、17:30〜21:30LO
休／月曜（祝日の場合翌日）
Ｐ／有

身体に優しい有機栽
培野菜をふんだんに
使った各種「らーめん」
をはじめ、厳選素材使
用の料理の数々をお
好み次第でどうぞ

2pt
おいしい野菜を使ったみそらぁめんのお店 すみれ 二代目 松阪店

飲食店 ℡0598-25-2828

松阪市嬉野中川新町4-225
営／11:30〜13:30LO
 　  17:00〜22:00LO
休／月曜（祝日の場合翌日）
Ｐ／8台

「上塩タン」1,050円、
「焼牛トロ」860円、
「月替り焼肉」？？？円、
「焼肉ランチ」1,080円

2pt
焼肉 スタミナ本舗
飲食店 ℡0598-42-7289

松阪市久保町1819-18
営／11:30〜14:00（13:30LO）
　　16:30〜翌0:30（深夜0:00LO）
　　日曜、祝日11:30〜翌0:30
　　　　　　（深夜0:00LO）
休／火曜　
Ｐ／13台

「塩サガリ」997円、
「塩ホルモン」630円、
「ヒレわさ」1,575円

1pt
七輪焼肉 炭

す み

や
飲食店 ℡0598-29-0088

多気郡多気町相可泉P-Ⅲ
（シャープ工場前）
営／17:00〜深夜0:00
休／月曜　
Ｐ／有

「焼き鳥5本盛り合わ
せ」680円、「鳥刺し
盛り合わせ」680円、

「特選親子丼」780
円、「鳥翔丼（やきとり
丼）」700円

3pt
炭焼き 鳥翔 其の弐 結

飲食店 ℡0598-38-1194

松阪市春日町3-176-9
営／11:30〜14:00
　　18:00〜22:00（21:30LO）
休／日曜、第4月曜
Ｐ／10台

大人気「竹籠弁当」
（ランチのみ）1,100
円、「とよまる御膳」（ラ
ンチ）1,700円、「夜
のおまかせコース」
3,250円※仕出し弁当

（要予約）

2pt
味彩 とよまる
飲食店 ℡0598-26-1232

松阪市岡本町274-20
営／11:30〜14:00
 　　17:00〜23:00（21:40LO）
休／月曜、第3火曜
　　（祝日の場合翌日）
P／40台

混み合うことが多いの
で、予約をして頂けれ
ば安心です。日替りの
おすすめメニューがあ
ります

1pt
道

み ち の く

乃来
飲食店 ℡0598-22-1136

松阪市挽木町383-1
営／11:00〜14:00
　　16:30〜22:00（21:30LO）
休／月曜
P／35台

お昼はお値打ちなラン
チもご用意しておりま
すので、お気軽にお越
しください。他のカード
との併用はご遠慮くだ
さい

2pt
実

み ゆ き

百樹
飲食店 ℡0598-21-3663

松阪市中町1900
営／11:00〜14:30
　　16:00〜19:00
　　土・日曜、祝日 は18:00まで
休／木曜　
Ｐ／15台
http://www.e-228.com/

「やきそば」720円、
「中華そば」720円、
「チャンポン」823円、
「松阪牛肉入中華」
1,029円

2pt
中華そばの 不二屋
飲食店 ℡0598-23-9605

松阪市大津町669-7
営／16:00〜22:00（21:30LO）
休／水曜　
Ｐ／7台
http://aburiyaki-takumi.jp/

「牛タン」680円、「和
牛メスカルビ」680円、

「プリプリホルモン」
390円、「さくらユッケ

（国産馬肉）」840円

1pt
あぶり焼肉 匠

たくみ

飲食店 ℡0598-50-2989

松阪市京町142
営／19:00〜深夜
休／日曜
Ｐ／有

松阪駅から徒歩2分。
アロマの香り漂う心落
ち着くバー。カクテル
の種類も豊富で、女
性一人でもグループで
も楽しめるショットバー

1pt
Shot Bar P

ポ ッ プ

OP-C
コ ー ン

ORN
飲食店 ℡0598-23-9745

松阪市京町1区35-1
営／11:30〜15:00
　　18:00〜23:00
休／火曜　
Ｐ／9台

「焼豚入り支那そば」
980円、「北熊支那そ
ば」700円、「野菜入
り支那そば」950円、
「餃子」3ヶ230円、
6ヶ450円、9ヶ650円

1pt
北
ほ く ゆ う

熊 三重本店 

飲食店 ℡0598-52-5488

多気郡明和町有爾中1320
営／11:00〜14:30LO
　　17:30〜21:00LO
休／火曜
Ｐ／8台

「魚貝のトマトソースパ
スタ（写真）」1,100
円、「松阪牛のハッシュ
ドビーフオムライス」
950円、「ショートケーキ

（冬期限定）」480円

2pt
イタリアン食堂 L

ラ

a A
ア マ ー ト

MATO
飲食店 ℡0596-52-7870

多気郡多気町相可603-3
営／10:00〜22:00
休／月曜
Ｐ／7台

「ソーセージランチ」
980円、「ソーセージ
の盛り合わせ」600
円〜、「パスタ各種」
700円〜

2pt
手作りソーセージハウス やまちゃんち
飲食店 ℡0598-38-3438

ポイントカード

メールアドレス
登録で

お得なポイント
GET !

入会はこちら

多気郡明和町大字佐田
939-13
営／11:30〜14:00
      17:00〜22:00
休／火曜（祝日は営業）
Ｐ／有
カード利用／可

全国各地の銘柄牛
の中から上質な牛肉
のみを仕入れ、お得な
コースやセットメニュー
はボリューム満点！店
内はバリアフリーで安
心。

2pt
焼肉 出芽金
飲食店 ℡0596-63-8763

多気郡明和町佐田2427
営／11:30〜14:00
 　  17:00〜22:00
休／月曜（祝日の場合営業）
Ｐ／16台

伊賀牛の老舗『金谷』
から仕入れる厳選され
た伊賀牛があじわえる
一軒。岩塩や自家製
味噌などで好みに合
わせて楽しんで。

2pt
焼肉 なりちゃん
飲食店 ℡0596-55-2789

<明和院>多気郡明和町斎宮3514-2
<伊勢院>伊勢市岡本2-11-86
営／受付9:00〜21:00 （完全予約制）
休／無休　Ｐ／6台
詳しくはWEBサイトで
PCサイトwww.morii2.jp
携帯サイトwww.morii1.com

明和町移転7周年アニバー
サリーキャンペーン開催中 ！
パスポートの方には高校生
以下のお子様の施術料を
サービス☆

「お試し美顔コース」
…………………5,000円

「お試し骨盤ダイエット」
…………………5,000円〜

「お試しフルコース」
　…………………9,800円
ポイント付与は1会計
30,000円まで

　コンセプトは「美と健康」と「癒し」。猫
背・Ｏ脚・小顔・産後の骨盤矯正〜下半
身ダイエットなど女性に嬉しいメニューがた
くさん！院長の楽しいトークと確かな技術
は初めての人でも安心！詳しくはＨＰで。

5pt
カイロプラクティック MORII
カイロプラクティック ℡0596-52-1213

松阪市駅部田町1755-5
営／10:00〜20:00
　　（トリミング受付18:00まで）
休／日曜
Ｐ／4台
http://inudokoro.com

丁寧な作業で人にも
犬にもやさしいトリミン
グでおもてなしします。
アレルギーに悩む飼
い主様ご相談下さい。
薬に頼らない改善をご
提案します

1pt
いぬどころ
ペット ℡0598-23-1199
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お店によって、カードの使用条件やキャッシュバックの上限等が異なります。詳しくは各加盟店に
お問い合わせください。カードのご利用が一年間無い場合はポイントが失効されますのでご注意ください。

伊勢市岩淵1-1-31
営／ランチ11:00〜14:30
　   ディナー 18:00〜21:00
休／水曜、第2・4火曜
　　ディナータイム
P／無

＜ランチタイム＞（2部制）
「大人」1,500円（税別）、
「小学生」800円（税別）、
「幼児（4歳以上）」400円
（税別）
＜ディナータイム＞

「大人」2,200円（税別）、
「小学生」1,000円（税別）、
「幼児（4歳以上）」500円
（税別）
パーティー・二次会・同窓会など
各種プランを取り揃えています。
約70名程度まで利用が可能。

　伊勢市駅より徒歩5分。「外宮さん」
の杜を眺めながら、地産地消にこだ
わった和洋30種類の料理を思う存分
味わえる。ゆったりと空間で寛ぎのひと
時を過ごして。夜の雰囲気もおすすめ。

5pt
外宮前勢乃國屋 豊恩館 レストラン 勾

ま が た ま て い

玉亭
飲食店 ℡0596-22-7788

伊勢市小俣町明野1077
営／11:00〜14:00
　　17:00〜20:00
休／火曜、月1回水曜　
Ｐ／4台

「てんむす弁当定食」
………………………980円

「カレーうどん定食」
……………………1,160円

「和風鉄板焼うどん」
………………………690円
※てんむすのお持ち帰りは、
電話予約をご利用ください

　地産地消にこだわり、できる限り地元の
食材を使用している『こなつ』。低カロリー・
高タンパク・コラーゲンたっぷりと大阪地方
で注目を集めている「かすうどん」を、地方
産牛で伊勢初登場!!やみつきの味。

5pt
うどんてんむす こなつ
飲食店 ℡0596-37-3946

伊勢市一志町9-3
営／11:00〜15:00
　　17:00〜20:00
休／木曜
Ｐ／6台

御饌丼で「鯛の伊勢
茶丼」1,050円と「ど
ん丼火」930円が一
押しです

2pt
麺菜レスト いちし
飲食店 ℡0596-24-0809

伊勢市御薗町長屋3097
営／11:00〜14:30（13:30LO）
　　17:00〜21:00（20:00LO）
休／木曜
Ｐ／30台

「お刺身七種盛り」
1,680円、「伊勢海老
天丼」1,500円、「米
茄子田楽」650円

3pt
黒潮ダイニング 伊勢 花
飲食店 ℡0596-20-9087

伊勢市小俣町明野1413-11
営／10:00〜19:00
休／月曜（祝日の場合翌日）
Ｐ／6台

「大好評！太 陽の恵
みプリン」220円、「モ
ンブラン」380円、「ポ
ティロン」350円

1pt
cake&cafe A

ア ポ ロ ン

pollon
洋菓子 ℡0596-27-0101

伊勢市辻久留1-3-15
営／11:00〜19:00
休／木曜
Ｐ／5台

「ベーコンチーズボール」　
……………………480円

「たこフォンデュ（ホワイトソース）」
……………………500円

「伊勢たこ焼き」
……………………500円

「たこの唐あげ」
……………………220円

「ポテトベーコングラタン」
……………………380円

「春巻きチーズパン」（大人気）
……………………130円

　平成元年のオープン以来、幅広い
世代の人に親しまれているこちらのお
店。単品メニューはもちろん、お得な
500円メニューもおすすめ ！

5ptぽたじゅう
飲食店 ℡0596-23-6018

度会郡玉城町勝田3591-2
営／11:00〜22:00
休／火曜、第３水曜
Ｐ／50台
http://www.ysklog.com

ご利用はカフェタイム、
ディナータイムのみと
させて頂きます。ランチ
タイムは木のいえポイ
ントカードをご利用くだ
さい

2pt
シェフの手づくりレストラン 木のいえ
飲食店 ℡0596-58-0111

伊勢市小木町69
営／10:00〜20:00
休／無休
Ｐ／15台
facebook／auショップ伊勢バイパス

Twitter,Facebook
にてお得情報更新中！

「auショップ伊勢バイ
パス」で検索！！

1pt
auショップ 伊勢バイパス

携帯電話 7 0800-700-0337

伊勢市吹上1-9-3
営／9:00〜
　　（電話にて問合せを）
休／月曜
Ｐ／有
http://www.c-chiyo.co.jp/

新規のお客様、パーマ
メニュー2,000円OFF

（シャンプー・ブロー・
カット込）

1pt
C
コ ワ フ ュ ー ル

OIFFURE C
チ ヨ

HIYO 吹上店

美容室 ℡0596-28-2975

伊勢市御薗町新開708-7
営／17:00〜深夜0:00
　　（23:00LO）
休／月曜
Ｐ／26台

クレジットカードとの併
用はできません。各種
宴会、歓送迎会などお
客様のご要望にお応
えしますのでお気軽に
お問い合わせください

3pt
炭焼 鳥翔 其の壱 翔

飲食店 ℡0596-36-0123

伊勢市小俣町明野326-1
営／17:00〜23:30（23:00LO）
休／日曜　Ｐ／共同Ｐ利用

「串揚げ各種」100円〜、
「串揚げおまかせ（7
本）」900円、「赤鶏た
たき」800円、「鶏もも
甘辛揚げ」 680円

2pt
串揚げ 月

つ き

のや
飲食店 ℡0596-37-3616

伊勢市旭町366-1
やすらぎ公園下
営／11:30〜14:00LO
 　  土・日曜、祝日
　　11:30〜14:00LO　
　　17:30〜19:00LO
休／金曜、第3木曜　Ｐ／8台

「1日限定15食 蓮台寺
もえぎそば」900円〜、
「ざるそば」750円〜、
「ざるうどん」630円〜、
「さくさくえび天盛り合
わせ」470円〜

1pt
手打ちうどん・そば 柿

か き え も ん

右衛門
飲食店 ℡0596-22-5050

伊勢市宇治浦田1-8-12
営／10：00〜22：00（21：30LO）
休／水曜、火曜18：00以降
P／無

「牛ロースの焼肉ラン
チ」2,500円、「松阪
牛の牛丼 」ちょこ丼
650円、「松阪牛の牛
丼」そこそこ丼1,200
円、「カキフライ定食」
1,580円

2pt
武
ぶ ら い あ ん

雷庵
飲食店 ℡0596-26-2130

松阪市嬉野中川新町4-174
営／9:30〜18:30
　　18:00まで受付
　　（最終受付18:00）
　　※予約優先
休／月曜
Ｐ／5台

「100ｇまで」…16,200円
「つけ放題」 … 19,440円
「チャイルドカット（小６まで）」
………………… 1,000円

「着付け」 …… 5,400円〜

　エクステのスタイル仕上げやカラー
に自信を持つこちらのお店。着付けの
予約も受け付けている。

5pt
Hair Space M

エ ム ズ

's a
ア ー ク

rk 

美容室 ℡0598-42-5258

伊勢市楠部町乙231-1 
ラ・メゾン1F
営／11:00〜14:30
　　17:00〜22:00（21:30LO）
休／不定休
Ｐ／有

「ランチセット」850円〜、
「ディナーセット」1,000
円〜、カレー、ナンなどテ
イクアウトできます

2pt
インド食堂 F

フ ル バ リ

ULLBARI
飲食店 ℡0596-22-0008

伊勢市船江3-16-51
ハイジーショッピングセンター1F
営／13:00〜19:00
　　（予約は時間外も応相談）
休／不定休
Ｐ／共同220台

「パワーストーン＆メンタルカ
ウンセリング（30分）」2,000
円〜。スピリチュアル瞑想
会、ワークショップの予約受
付中。パワーストーンカウン
セリングからメンテナンスまで
お気軽にご相談してください

1pt
A

エ ン ジ ェ ル

NGEL R
ロ ー ズ

OSE
パワーストーン ℡0596-36-3363

度会郡玉城町勝田3591-2
営／9:00〜19:00
　 　木曜のみナイター営業
 　　12:00〜21:00
休／火曜
Ｐ／10台

髪と地肌をしっかりとカ
ウンセリングして、お客
様の悩みを改善するト
リートメント&スパも充
実しています。サロン
ケアからホームケアま
でお任せください

2pt
A

ア リ ビ オ

LIVIO
美容室 7 0120-808-412

松阪市高町65-7
営／10:00〜18:30
休／日曜、祝日
Ｐ／8台
http://www.ginzamarukan.jp

食べたら出す！ スリム
ドカン（165g.約650
粒）10,800円「お肌
の裏返し」といわれる
腸に長年溜まった物を
一気にかき出しましょう

2pt
まるかんのお店 松阪店

健康食品 ℡0598-51-0777

伊勢市吹上1-3-12
クリーンポイントビル2F
営／12:30〜17:00
　　19:00〜23:00
休／木曜　
Ｐ／無

「カラオケチケット（15
曲）」1,000円。仮装
衣裳有!ライブDAM
導入！似顔絵もやって
います！

1pt
カラオケ喫茶 お笑い横丁♪
飲食店 ℡0596-20-5113
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あなたはお持ちですか？
いろんなお店で共通のポイントが貯まる ！

入会金・年会費　一切無料!!　加盟店で即時発行!!
キャッシュバックキャッシュバック

伊勢市小木町曽祢538
イオンタウン伊勢
ララパーク 2F
営／10:00〜21:00
休／無休
P／有
http://crie-nailspace.com/

「ネイルケア」…2,500円（税別）
「ケアカラー」…3,000円（税別）
「ジェルネイル」…6,480円〜（税別）
「スカルプチュア」…12,000円〜（税別）
「オーダーチップ」…4,200円〜（税別）
※当店発行のスタンプカー
ド、クレジットカードとの併用
はできません
初来店限定企画

「Simple見たよ」で
ジェルネイル6,480円（税別）
→5,000円（税別）

　確かな技術に加え、衛生管理やコ
ンプライアンス面でも信頼のある日本
ネイリスト協会（JNA）認定のサロン。
爪の健康を保ちながらネイルが楽しめ
ると若い女性を中心に好評。

5ptC
ク リ エ

rie N
ネ イ ル

ail S
ス ペ ー ス

pace イオンタウン伊勢ララパーク店

ネイルサロン ℡0596-36-2542

伊勢市村松町3880-6
営／9:30〜12:00
　　13:30〜19:00 
　　（最終受付18:30）
休／水曜
Ｐ／有

「40分」3,000円コー
ス。疲れ、足の冷え、
肩こり、腰痛などの不
調がありましたら、気軽
にお電話ください

3pt
ハマグチ整体治療室
マッサージ ℡0596-37-3923

伊勢市八日市場町10-20
営／9:00〜21:00
休／日曜、祝日　Ｐ／10台
教室HP：
 http://www.material.ne.jp/~ise/
資格HP：
 http://www.mnj-ise.co.jp

「ワード・エクセルマスター
20回」30,000円、「スマー

トフォン・タブレット講座5
回」10,000円、「デジカメ
編集講座8回」12,000
円、MOS試験対策1科目
36,000円（全て税別）

1pt
マテリアルパソコン教室 伊勢教室

サービス業 ℡0596-28-7899

特別割引10%OFF
Simpleをお持ちください

鳥
羽
・
志
摩

エ
リ
ア

伊勢市本町6-13 つやだビル3F
営／10:30〜17:00（受付）
休／土・日・月曜、祝日
Ｐ／有（駐車サービス有）
http://www.iseheiya.com/soin

美肌＆スッキリ小顔美
人に！シワ・タルミ・シミ・
ニキビ・毛穴・二重ア
ゴに効果大！！

「CO2セラピーフェイ
シャル」5,400円〜

1pt
S
ソ ワ ン

oin
無添加エステ ℡0596-28-0701

志摩市阿児町鵜方3460
営／11:30〜14:00LO
　　17:00〜21:30LO
休／火曜（祝日の場合翌日）
Ｐ／10台

ツルツルの喉越しを大
事に、丹精込めて打た
れたシコシコの手打ち
麺が頂ける。夜は人気
の手羽先をはじめ居
酒屋メニューも充実 ！

2pt
手打ちうどん あこや
飲食店 ℡0599-43-8616

鳥羽市鳥羽1-4-61
営／11:30〜14:00
　　17:00〜22:45
休／月曜　
Ｐ／30台

鳥羽ならではの新鮮な
海の幸と150種類以
上の豊富なメニューを
リーズナブルな価格で
提供。個室もあるので
カップルにもオススメ

3pt
天びん屋本店
飲食店 ℡0599-25-2223

鳥羽市鳥羽1-2383-13
営／平日9:00〜17:30
　　土・日曜、祝日は18:00まで
　　※詳しくはHPをチェック
休／ 木曜 不定休　Ｐ／佐田浜駐車場
利用。全日１時間無料。駐車サービス有
http://www.toba1ban.co.jp

鳥羽１番街館内の全
てのお店でご利用頂
けます。ポイントの発
行は、必ずレシートを
持って１階鳥羽一番
旅コンシェルジュまで
お越し下さい

1pt
鳥

と ば

羽1
いち

番
ば ん が い

街
飲食・土産・真珠 ℡0599-26-3331（代）

志摩市阿児町鵜方4053
鵜方駅前ボナール館2F
営／9:30〜18:30
休／火曜
Ｐ／7台

貸衣裳店さくやでは、毎
月第3土・日曜日にブラ
イダル店内フェアーを
開催しております。ご成
約のカップルにはステ
キな特典有！！ご来店お
待ちしております

1pt
貸衣裳店 さくや／三津子美容園
貸衣装 ℡0599-43-7772

鳥羽市鳥羽1-6-17
営／ランチ11:00〜14:30LO
　　ディナー&バー17:00〜深夜0:00
休／火曜
P／縦列で6台
http://www.cuccagna2.jp/toba

地元の食材を使ったイ
タリアン。ランチにディ
ナー、バーと利用でき
る。団体からお一人様
まで使い方は多様で
す。自家製のピザがお
ススメ！！

1pt
C

ク ッ カ ー ニ ャ

uccagna 鳥羽
飲食店 ℡0599-26-3143

優
待
特
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施
設
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発
行
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伊賀市西湯舟3609
営／10:00〜21:00
　　（一部16:30まで）
休／1月1日、不定休

http://www.moku-moku.com

ファーム入園料
「大人・小人」 500円→400円
※1枚の提示につき2名様まで

入園料100円引き
伊賀の里 モクモク手づくりファーム
テーマパーク ℡0595-43-0909

鳥羽市浦村町大吉1731-68
営／9:00〜17:00
休／無休

http://www.umihaku.com

入館料
「大人」 通常800円→720円
「高・中・小学生」
　通常400円→360円
※1枚の提示につき５名様まで

入館料1割引
海の博物館
博物館 ℡0599-32-6006

鳥羽市鳥羽3-1484-111
営／8:10〜17:40
休／無休

http://www.isewanferry.co.jp

旅客運賃
「大人」 通常1,550円→1,400円
「小人」 通常780円→700円
※1枚の提示につき５名様まで※他
券併用不可※現金での精算のみ

旅客運賃１割引
伊勢湾フェリー
フェリー ℡0599-25-2880

伊勢市宇治館町岩井田山677-1
営／9〜4月7:00〜19:00
　　5〜8月6:00〜20:00
※12月31日〜1月1日終夜
営業※季節により変動有
休／無休
http://www.iseshimaskyline.com

通行料
「軽・普通車」 1,250円→1,000円
「自動二輪車」 880円→700円
※カード1枚の提示につき1台有
効。他の割引との併用不可

通行料2割引
伊勢志摩スカイライン
ドライブウェイ ℡0596-22-1810

伊勢市二見町三津1201-1
営／9:00〜22:00（最終受
付21:00）、温浴施設のみの
利用17:00〜22:00（最終
受付21:00）　休／無休（2
月に臨時休業の場合有）
http://www.ise-jokamachi.jp

通行手形（フリーパス券）
「大人（中学生以上）」 2,300円
「小人（小学生）」 1,300円
※他の割引との併用不可
※1枚の提示につき５名様まで

特別入場割引
伊勢・安土桃山城下街
テーマパーク ℡0596-43-2300

鳥羽市鳥羽1-7-1
営／8:30〜17:30
休／12月の第2火曜
　　より3日間

http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp

入場料
「大人」 通常1,500円→1,400円 
「小・中学生」 通常750円→700円
※1枚の提示につき５名様まで
※入場券売場でご提示ください

特別入場割引
ミキモト真珠島
博物館 ℡0599-25-2028

伊勢市二見町松下1799
営／9:00〜17:00
休／火曜

（6月・12月第２月
〜金曜、他）

http://www.museum.makonde.jp

入館料
「一般」 通常1,000円→800円
「高校生」 通常800円→640円
「小中生」 通常600円→480円

入館料2割引
マコンデ美術館
美術館 ℡0596-42-1192

伊勢市二見町江580
営／9:00〜17:00

（季節変動有）
休／12月に2日間のみ

http://ise-seaparadise.com/

「大人」 1,600円→1,440円
「小人（小中学生）」800円→720円
「幼児（3歳以上）」400円→360円
※1枚の提示につき５名様まで
※他の割引券との併用不可

入園料1割引
伊勢シーパラダイス
水族館 ℡0596-42-1760

志摩市阿児町神明752-11
営／3月21日〜10月31日
　　  9:30〜16:30
　　 11月1日〜3月20日
　　  9:30〜15:30
休／無休
http://www.shima-marineleisure.com

運賃
「大人」 通常1,600円→1,500円
「小人」 通常800円→750円
※1枚の提示につき５名様まで

運賃割引
賢島エスパーニャクルーズ
遊覧船 ℡0599-43-1023

鳥羽市鳥羽1-2383-51
営／9:00〜16:00
休／１月下旬〜２月中旬

http://www.shima-marineleisure.com

運賃
「大人」通常1,800円→1,700円
「小人」通常1,000円→950円 
※1枚の提示につき５名様まで

運賃割引
鳥羽湾めぐりとイルカ島
遊覧船 ℡0599-25-3145

伊勢市岩渕3-5-3 伊勢スカイマンション1F
営／9:00〜ASK
※予約のお客様優先とさせて頂い
ておりますので、お電話での予約を
おすすめします
休／月曜　Ｐ／8台
http://www.isenosora.com/

「ジュニアカットのみ」
2,150円、「中・高校
生カットのみ」2,750円

「大学生カットのみ」
3,250円「社会人カッ
トのみ」3,750円

3pt
髪切屋 空 〜SORA〜
美容室 ℡0596-28-1712
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お店によって、カードの使用条件やキャッシュバックの上限等が異なります。詳しくは各加盟店に
お問い合わせください。カードのご利用が一年間無い場合はポイントが失効されますのでご注意ください。

※サービス内容に合わせて注文時または精算時にご掲示ください
※ポイント付与は精算時にご提示ください

【ご利用上の注意】
※サービスを受けるには左記のカードが必要です。
※掲載店の都合により特典期間が異なる場合があります。
※特典内容に関するお問い合わせは編集部または各店舗まで。

加盟店ではお得にポイントも貯まります。見せる
だけ！

会員限定！！
Simple CN POINT CARD加盟店や今月の掲載店の

お得なサービスをチェック♪

エリア ページ 店名 サービス内容 人数 期間 備考

POINT CARD 加盟店

明和町 P151 焼肉なりちゃん ホルモン、カルビのハーフ＆ハーフを1皿サービス 1グループ6名まで 9月1～30日 注文時に提示

松阪市 P151 いぬどころ 新規来店の方は、トリミング基本料金20%割引 1枚につき1名 9月1～30日

伊勢市 P152 麺菜レスト いちし 食事の方に、おかずを1品サービス 1グループ6名まで 9月1～30日

Simple Topics

松阪市 P34 メディカル整体 施術の方は、６０分につき500円引き 1枚につき1名 9月1～30日 松阪店・明和店共通

　　　← このアイコンが付いている本誌掲載店で「Simple CN Point Card」を提示して特典を受けてね特典有
詳細

P154

WALLET ポイント


