飲食店

飲食店

パン

和洋菓子

7/21 にリニューアルオープン致しました。
ビュッフェコーナーも今までの 1.5 倍に！？
デザートコーナーも充実してます

無添加。手作りにこだわり、保存料・着色料は
一切使用せず自然の素材を厳選しました

黒みつ豆腐がおすすめです

SAKUYA 長屋門ダイニング

ファインベーカリー

和洋菓子

割烹旅館

インテリア

1,000円引き（要予約・料理 6,000円以上）

8％OFF+ 特典

インテリア雑貨

陶磁器

陶磁器

フォルコ・ラビュー会員様は特典が受けられます

富士宮市内の提携店
会員カードを
ご提示ください

5％OFF

手作り料理

きくや

富士宮市西町 17-2

0544-26-2961
飲食店

味と安さが自慢のお店

小皿 1 品サービス

うめづ

富士宮市外神1273-5

0544-22-1104

飲食店

うるおい焼きそば好評発売中

飲食店

「お好み焼 じねん坊天」がおすすめです

5％OFF

5％OFF（1,000円以上飲食、併用不可）

富士宮市淀師 415-2

富士宮市西町 4-12

うるおいてい
0544-24-7155

じねん坊

0544-26-2829

飲食店

飲食店

飲食店

熟成とんかつ 1,100 円、
焼きカレー 785 円が今、話題です

「とんかつ」はもちろん、
ハンバーグ、カレーも美味しい !!

タン塩・カルビ焼が超うみゃあ

1,600円ごとのご注文で 160円のドリンクサービス

華麗屋

富士宮市宮原444-10

0544-23-8785
飲食店

焼きたてのナポリピッツァが食べ放題！
メインのお料理、食べ放題ピッツァ、ドリンクバー、
デザート付の選べるナポリがオススメです

会員カード提示の方のみ100円引き
pasta&pizza

PATAPATA

富士宮市三園平660

0544-29-7917
飲食店

名物「箱天そば」・鯖寿司も人気

自家製シャーベットサービス

味源

富士宮市三園平255

0544-27-4041

ソフトドリンク又はデザートどちらか１品サービス

人気のデザート 1 品サービス

富士宮市小泉 622-18

富士宮市ひばりが丘 147

とんかつ いとう

0544-23-4593

京昌園

富士宮店

0544-26-8929

富士宮市大宮町 6-22

0544-66-8011

1,000 円以上で粗品進呈

富士宮市やきそば専門店

すぎ本

富士宮市宮町 4-23 お宮横丁内

0544-24-8272
飲食店

5％OFF

Restaurant Mitsu
富士宮市小泉 2343-102

0544-22-4439

生ワイン 1 杯サービス

定食注文の方、小鉢１品サービス

20,000円以上の飲食で、まえ田食事券 1,000円分進呈

富士宮市中央町 5-13

富士宮市万野原新田 3342-6

富士宮市若の宮町 282-4

飲食店

飲食店

飲食店

活気があり、お刺身・焼き鳥が美味

２次会はスナック樹苑でカラオケタイム！

ろばた 樹苑

スナック 樹苑

FUJIYAMA TAPAS
0544-23-7511

｢桜エビのかき揚げ天ざるそば」がおすすめ

5％OFF（店舗での食事、法事以外）
レストラン

志ほ川

富士宮市城北町 667

0544-24-0100

均元飯店

0544-24-7033

お会計より 500 円 OFF
富士宮市中央町 14-9

0544-22-7522

喫茶

喫茶

落ち着いた雰囲気で
地元の鮮魚や串揚げなどが楽しめます

美味しいコーヒーと手作りチーズケーキを
食べに来てくださいね

落ち着いた喫茶の中で過ごす午後のひととき

魚匠 樹苑

珈琲館

レモン

チーズケーキ100 円引き

飲食店

旬の素材を使った懐石料理、ふぐ・すっぽん

板前料理

まえ田

0544-26-0062

お会計より 500 円 OFF
富士宮市中央町 14-9

0544-22-0668
喫茶

浅間さんお参りのあとは
「白玉あんみつ」でほっと一息

10％OFF

1,000 円毎に100 円引き（年末年始・お祭り期間除く）
富士宮市宮町 4-23

和cafeぷくいち

富士宮市中央町7-8

富士宮市中央町 10-13

富士宮市ひばりが丘 240

喫茶

洋菓子・喫茶

団子・おにぎり・天むす・和菓子

パン洋菓子

こだわりのコーヒー専門店

モンブランスペシャル !! ご注文後仕上げます

毎朝手作りの団子が人気です

ケーキからパン・クッキーと豊富な品揃えです

tencafe HIGASHI-CHO てんカフェ

java ジャヴァ

0544-22-6722

日替わりデザートサービス
富士宮市東町21-9

0544-25-1316

0544-24-9277

サービススタンプカードポイント2 倍
富士宮市前田町 137-2

0544-26-2058

0544-24-8204

1,000円以上お買い上げで5％OFF
たかのチェーン 富士宮店（お宮横丁 むすび屋）
富士宮市浅間町 12-10

0544-23-9001

富士宮市北山 407-1

0544-58-8484
割烹旅館

飲食店

絶品 !! ふかひれの姿煮 3,600 円

初回ご利用時に粗品プレゼント

飲食店

飲食店

飲食店

お会計より 500 円 OFF

チビビール or SAKUYA オリジナルドリンク

0544-25-2061

5％OFF（サービスポイントとの併用不可）

江戸屋本店
富士宮市宮町 3-2

0544-27-2003

5％OFF

割烹旅館

壽

富士宮市大宮町 5-15

0544-26-2165

5％OFF

まるじゅう製菓店

0544-26-4118

0544-26-2412

富士宮市大宮町 8-3

割烹旅館

ご法要

割烹旅館

5％OFF

たちばな

富士宮市野中 1085-4

0544-27-7000
宿泊施設

緑とロケーションを楽しめるゲストハウス

シングル 5,700 円より。
朝食は無料でご用意いたしております

結婚式場：フラワーシャワーサービス レストラン：ソフトドリンク１杯サービス

1部屋500円引（予約時にラビュー倶楽部会員とお伝え下さい）

フォレストヒルズ

富士宮市黒田 205-1

0544-22-8899

富士宮富士急ホテル
富士宮市中央町 15-18

0544-23-6666

富士宮市北町 7-16 ヴィラノーテ内

0544-23-8711
寝具

5％OFF

寝具の佐野

富士宮市東町 13-14

0544-27-2632

美容院

自家製デザート なめらかプリン（バニラ・抹茶）２種
季節のデザート例：すいかシャーベット
マンゴームース・抹茶ムース

大切な人生のワンシーンを、
心をこめてお手伝いいたします

街の中のオアシスをテーマに
癒しを追求した美容室です

ヘアメイク・エステ・ネイル・ブライダル・着付

ランチ 3,500 円 抹茶・和菓子サービス／ご法要 食前酒サービス

割烹旅館

富士見荘

富士宮市野中 753-1

0544-26-3195

マイクロ送迎無料等

新規の方 20％OFF、2 回目から10％OFF

富士宮市錦町7-8

富士宮市前田町69

クリスタルホール

パテオン

0544-28-2533

アルクール

0544-22-5810

宿泊施設

現像・販売

各種容器

宿泊費 5％OFF

各種証明用写真 20%OFF

5％OFF

富士宮グリーンホテル
富士宮市東町 23-18

0544-23-1919

美光堂カメラ店
富士宮市中央町3-9

0544-23-1342

パッケージの平井
富士宮市三園平1713

0544-24-5268

エステ

毒素排泄マッサージ・フェイシャル・マツ毛パーマが人気です

新規ご来店のお客様 10％OFF

１回 3,000円以上のコース利用の方にゲルマニウム温浴 1 回サービス

富士宮市朝日町19-12

富士宮市三園平1679

トップスタイル

0120-781-002
スポーツクラブ

毎日通えるリゾート、一番輝くあなたのために

入会金 20％OFF

ふじスポーツクラブ
富士宮市宮原469-1

0544-23-2313

ペールノエル 富士宮店
0544-25-0557
スポーツ用品

粗品進呈

モロホシスポーツ
富士宮市東町22-12

0544-27-2606

化粧品

プレミアムサンプルセットプレゼント

㈲山本化粧品店
富士宮市大宮町2-1

0544-26-2973
スポーツ用品

店内リニューアル、豊富な品揃えです

（特価品除く）
10％OFF

スポーツプラザ十字屋
富士宮市西町4-1

0544-23-1717

車検・点検時オイル交換無料

1,000円以上購入で粗品進呈

1,000円以上購入で粗品進呈

2,000円以上お買上げの方にダックス1.5倍

店内に川の流れる、癒しの文具店

探していたおもちゃが見つかるよ !!

富士宮市宮町 2-10

富士宮市西町 6-28

富士宮市源道寺町1098

富士宮市大宮町13-7

富士宮市矢立町955

富士宮市宮町8-29

富士宮市大宮町13-6

和装・洋装

洋品店

㈲アテネスタヂオ

0120-36-2739

富士宮のお土産は「曾我漬」で決まり

増田屋本店

富士宮市中央町 8-13

0544-26-3380
ペットショップ

ヴィラノーテ店

美容院

車検・点検時オイル交換無料

夢写心〜本物を追い求めて

3,000円以上お買上げの方に粗品進呈

店頭販売のみ5％OFF

総合宴会場

富士宮市大宮町10-2

0544-26-3789

記念写真撮影の方のみ：カレンダー 1 枚またはキーホルダー 1 個プレゼント

車検・点検時オイル交換無料

フラワーショップ 蝶々園

割烹旅館

富士宮市大宮町7-15

0544-26-2370

5％OFF

山田屋陶器店

玩具

食料品販売

生花

富士宮市大宮町8-1

0544-27-1381

5％OFF

前田陶器店

文具

車検整備・販売

0544-27-4373

富士宮市城北町391

0544-26-4552

サービス券 2 倍

インテリア加藤

文具

富士宮市元城町 20-7

富士宮市富士見ヶ丘 1066

富士宮市大宮町10-1

0544-26-2197

カーテンウェーブ

文具

肖像写真限定 15%OFF

㈲ワラシナ自動車サービス

小川荘

車検整備・販売

写真館

0544-26-3672

富士宮市中央町 10-1

割烹旅館

生活を豊かにする、すてきな雑貨がいっぱい

車検整備・販売

写真館

わくたま写場

5％OFF

藤太郎

富士の菓子処

総合宴会場

ゲストハウス

「どら焼き・富士っ子」が人気

専門店ならではの品揃え !!

粗品プレゼント

ペットの

すずき

富士宮市北町 56

0544-27-0465
寝具

「眠りは人生の３分の１」あなたに合ったお布団を
アドバイスさせていただきます

店内商品 5％OFF（特価品除く）

宮崎蒲団店

富士宮市宮町 12-22

0544-26-3262

車検のコバック 富士宮店
0120-589-170

峰自動車工業株式会社
0544-26-8181

食料品販売

食料品販売

ワイン10％OFF（特売品除く）

オリジナル焼きそばシールプレゼント

ブンゴヤ

富士宮市中央町 13-2

0544-26-3987
釣具

特典有り

太陽釣具店

富士宮市大宮町 18-6

0544-26-5031
インテリア

5％OFF

インテリア マルチョー
富士宮市東町 23-23

0544-23-0620

富士宮焼きそばセット、叶屋特製「餃子」

めんの叶屋

富士宮市宝町15-16

0544-23-2940
塗料・関連商品

5％OFF

クボタ塗料

富士宮市宝町14-15

0544-27-4495
インテリア

5％OFF

エチゼンヤ

富士宮市大宮町8-6

0544-26-5288

㈱芙蓉堂 本店

0544-26-5285
靴・バック

リニューアルして、必ず見つかるお気に入りの一足

（特価品除く）
10％OFF

きのうち

富士宮市大宮町1-2

0544-26-3900
洋品店

10％OFF

紳士服のサイトー
富士宮市大宮町2-2

0544-26-3697
墓石・燈籠

5％OFF

㈲二の宮石材
富士宮市豊町6-10

0120-602-716

㈱芙蓉堂 バイパス店
0544-27-3336
時計宝飾

10,000円以上購入で粗品進呈

CASA DE ヨコヤマ
富士宮市淀師1117-8

0544-24-0227
洋品店

0544-27-2725

5％OFF

呉服と洋装のこながい
富士宮市大宮町1-3

0544-26-3276
洋品店

5％OFF

ブティック

文具の蔵 Rihei

アヴニール

富士宮市中央町12-13

0544-22-1395

今、話題のバナジウム水

富士宮市大宮町9-16

0544-26-3988
洋品店

ＴＶ「とびっきり静岡」の八波さん達も絶賛
「華月のお手造りもなか」

富士宮市大宮町10-15

0544-26-3708

富士宮市上井出3470-1

富士宮市内野1327

0544-54-2331

5％OFF

小川洋品店

富士宮市大宮町7-19

事務局にて優待券進呈

風の湯

0544-24-3699

5％OFF プラス楽しいおまけ付

やまきち

入浴料 10％OFF

バナジウム温泉

ハトヤ

5％OFF

メンズワーク

レジャー

入浴

（ポイント不可）
5％OFF

まかいの牧場

0544-54-0342

華月 ヴィラ店

0544-26-1129
レジャー

雄大な富士山にいだかれ、美しい四季を愉しみ、
やすらぎと憩いの旅を彩る心からのおもてなし

（共通券）50円引き
入園料金

ドライブイン

もちや

富士宮市猪之頭1114

0544-52-0202

