
 

 

 

 

  

No 店名・施設名 サービス内容 

１ 聖隷沼津健康診断センター  
人間ドックを受診した際に、受付窓口にて障がい者支援 

施設で作られた作品を１点プレゼント 

２ 

沼津魚がし鮨 

沼津港店 

板前お薦めの一品プレゼント 

※他の割引券と併用不可 

３ 流れ鮨 沼津片浜店 

４ 流れ鮨 沼津店 

５ 駿河屋久兵衛 沼津店 

6 

クリエイト 

沼津大岡店 

会計時、カードの提示で「栄養士が考えた毎日飲みたい 

青汁」を１袋プレゼント。※１日１回限り 

7 沼津北高島店 

8 沼津原店 

9 沼津東椎路店 

10 沼津間門店 

11 沼津三園町店 

12 沼津新沢田店 

13 沼津東熊堂店 

14 沼津岡宮店 

15 沼津大諏訪店 

16 明治健康宅配センター 沼津店 

既に宅配を契約している場合 

「健康ドリンク・ヨーグルトセット」を進呈。 

（カード有効期間内に１回） 

新規または再契約の場合 

２週間の無料配達。 

17 沼津うなよし  ソフトドリンク無料（お一人様１杯まで） 

18 伏見食品 富士山餃子 沼津店 1,000 円以上のお買い上げで 100 円引き 

19 旅館 浜の家  宿泊又はお食事をされた方にソフトドリンク１杯サービス 

20 オーシャンビュー フジミ  
宿泊料金の割引５％OFF 

（夏季期間、年末年始、GW、SW 等期間を除く） 

21 沼津・湯河原温泉 万葉の湯  

優待割引サービス 

平日：通常 1,７０0 円（税込）→1,３６0 円（税込） 

土日祝日：通常 2,２00 円（税込）→1,８８0 円（税込） 

22 年英堂治療院  施術料金 500 円 OFF（期間内１回限り） 

23 赤から 沼津店 

御飲食代金より３％OFF 

（他割引・サービス等の併用不可） 

24 沼津 甲羅本店八宏園  

25 焼肉 カルビ一丁 沼津店 

26 創作料理 ゆうが沼津  

27 雄大フェスタ  

季節毎の営業内容によって優待内容が変わりますので、 

ご利用の際は必ず確認してください。 

（優待サービスがない場合もあり） 

沼津市内の協力店一覧 
沼津市以外で発行された優待カードをお持ちの方も利用できます 令和５年３月２８日現在 



 

 

 

 

 

 

  

No 店名・施設名 サービス内容 

28 カラオケ ラジオシティー 沼津駅北店 お会計 5%OFF 

29 保険カンパニー 大手町店 ヨガ教室無料体験（お一人様期間中１回限り） 

30 三代目 鳥メロ 沼津南口店 シーザーサラダ１品サービス 

31 旭歯科医院  

歯の定期健診受診で粗品プレゼント 

（１年間に２回まで） 

32 あさひデンタルクリニック  

33 石渡歯科クリニック  

34 伊東歯科医院  

35 稲玉歯科医院  

36 植松歯科医院  

37 岡山デンタルクリニック  

38 おざわ歯科医院  

39 亀井歯科医院  

40 ごとう歯科医院  

41 小児歯科よしいけ  

42 すんとう歯科クリニック  

43 せりざわ歯科医院  

44 たなか歯科  

45 中央歯科医院  

46 デンタルオフィスみなと  

47 長尾歯科医院  

48 中島歯科医院  

49 にいづま歯科  

50 パル博愛歯科  

51 古屋歯科医院  

52 ベル歯科医院  

53 増山歯科医院  

54 三宅歯科・小児歯科医院  

55 わたなべ歯科クリニック  

沼津市以外で発行された優待カードをお持ちの方も利用できます 

沼津市内の協力店一覧 
令和５年３月２８日現在 

 



 

 

 

沼津市以外で発行された優待カードをお持ちの方も利用できます 

 

  

No 店名・施設名 サービス内容 

56 道の駅 くるら戸田  レンタサイクル 10％OFF  

57 静岡茶通亭  お買い上げ金額より５％割引 

58 株式会社 杉初水産  
毎月第２・４木曜日 11 時からの工場でのメンチ販売時、 

メンチお買上げの方にだしパック半額券プレゼント 

59 茶夢里栄工房 マルマス鈴木園  ご来店でご購入の方に１割引きサービス 

60 ＪＡなんすん緑茶館ぬまづ  
茶飲料「ぬまっちゃ」ボトル缶１箱（１本 400ｇ24 缶入） 

５％引き 

61 大嶽寝具店  綿ふとん打直し 代金より３％引き 

62 

ウエルシア 

沼津アントレ店 

会計時、カードの提示で健康食品サンプル（または粗品）

を一つプレゼント 

63 沼津大塚店 

64 沼津カタクラパーク店 

65 沼津神田店 

66 沼津北高島町店 

67 沼津五月町店 

68 沼津静浦店 

69 沼津下香貫店 

70 沼津新沢田店 

71 沼津鳥谷店 

72 沼津西沢田店 

73 沼津原東店 

74 沼津松長店 

75 沼津南店 

76 沼津吉田店 

77 印度屋キッチン・ダバ 下香貫店 

ドリンク無料サービス 

お食事代５％割引 

お持ち帰り（テイクアウト）15％割引 

78 五代目 お茶きん  会計時、お茶一煎パックプレゼント（お一人様１個） 

79 うちだけの味 武井牧場  コップ牛乳１杯プレゼント 

80 
さえ丸おじさんの店 

本店 

ソフトドリンク無料（お一人様１杯まで） 
81 沼津駅南口店 

沼津市内の協力店一覧 
令和５年３月２８日現在 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 店名・施設名 サービス内容 

82 ららぽーと沼津  
スペシャルクーポンプレゼント 

（１Ｆ総合案内所でカードを提示） 

83 
Tagore Harbor Hostel  

（タゴールハーバーホステル） 
 ご飲食代金より５％割引 

84 

カーブス 

沼津大岡店 
見学に来ると選べる粗品プレゼント 

さらに 入会金５０％ＯＦＦ 
85 沼津北店 

86 沼津原店 

５回無料チケットプレゼント 

さらに 入会金５０％ＯＦＦ 
87 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ沼津南店 

88 沼津愛鷹店 

89 

カラダファクトリー 

ららぽーと沼津店 

初回限定 整体・骨盤矯正コース 60 分 3,980 円 

90 イーラ de 沼津店 

91 FIT HOUSE（フィットハウス） 沼津店 
健康応援！スポーツシューズ及びスポーツウエアを 

お買上げのお客様全品５％OFF 

沼津市内の協力店一覧 
令和５年３月２８日現在 

 

沼津市以外で発行された優待カードをお持ちの方も利用できます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふじのくに健康いきいきカード」について 

Ｑ.カードはどこで使えるの？ 

Ａ.本誌掲載店舗のほか、県内約 1,100 の「ふじのくに健康いきいき 

カード」協力店でカードを提示するとサービスが受けられます。 

Ａ.市外の協力店については静岡県のホームページをご確認ください。 

Ａ          .  

（http://mileage.shizuoka-kenzou.jp/） 

 

Ｑ.カードの有効期限はあるの？ 

Ａ.カードは発行日（カード裏面に記載）から１年間有効となります。 

Ａ.カードは本人のみ有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼津市保健センター（健康づくり課）  

No 店名・施設名 サービス内容 

１ オーシャンビュー フジミ 
宿泊料金の割引 10％OFF 

（夏季期間、年末年始、GW、SW 等期間を除く） 

２ 
静岡県美容業生活環境衛生同業組合 

沼津美容組合（約 200 店） 
組合加入店での利用で５％の技術料サービス 

協力店募集中！ 

随時更新します 

下記の協力店のサービスは、沼津市で発行された優待カードをお持ちの方のみ利用できます 

沼津市限定サービスがある協力店一覧 

令和５年３月２８日現在 

 


