
区分 NO 名称 住所 電話 特典内容 営業時間 定休日

【引越】 1
佐川急便株式会社

静岡営業所
静岡市清水区鳥坂204 054-344-0111

お引越しご利用特典：基本料金10％off＆段ボール最大30箱

サービス
8時～19時 年中無休

【レンタカー】 2
鈴与レンタカー株式会社

【２店舗】

静岡市葵区栄町1-3

鈴与静岡ビル5階ほか
054-275-2011

Sパス特別料金！免責補償料も込みで静岡をお得に満喫

例コンパクト（フィット等）24時間5400円（通常の約40％

off）

ワゴン車（セレナ等）24時間11124円（通常の55％off）

【静岡駅前店】

8時～20時

【東静岡店】

8時～19時

特になし（年末年始、

一部変更の可能性あ

り）

3 有限会社K・H・L
静岡市駿河区東新田

3-29-1
054-259-9671 建物賃貸借契約の仲介手数料10,000円引き 9時30分～18時30分 土日

4
静岡鉄道株式会社

【５店舗】

静岡市葵区鷹匠一丁目

1番1号ほか
054-255-8555

以下の方に静鉄グループカード（ルルカカード）ポイントを

最大5000ポイントプレゼント

①弊社分譲マンション・分譲住宅のご契約者様（5000ポイン

ト）

②弊社住まいの情報ライブラリー（不動産店舗）を通じて購

入または賃借されるご契約者様（仲介手数料の10％分、最大

5000ポイント）

③弊社賃貸物件を賃借されるご契約者様（5000ポイント）

※静岡市内物件に限ります

※ルルカカード保有者または新たに作成いただく方に限りま

す

【住まいの情報ライブ

ラリー各店舗】

9時30分～18時

【グランアネシス草

薙】

10時～17時

水曜日・年末年始

5 株式会社英和不動産 静岡市葵区茶町二丁目18 054-255-4855 ご成約の方にお茶と急須のセットをプレゼントいたします。

平日8時45分～18時

土日祝日9時～16時

30分

なし（年末年始・夏季

休業あり）

6 有限会社ハウスメイト 静岡市駿河区宮竹1-1-16 054-238-5033 仲介手数料３％引き 9時～19時
日曜日（予約営業して

います）

7
株式会社フレッシュハウス

【２店舗】

【静岡営業所】

静岡市駿河区寿町20-15

【ＳＢＳリフォームプラザ】

静岡市駿河区桃園町8-17

SBSリフォームプラザ３Ｆ

0120-349-322

静岡市おもてなしパスポートをお持ちの方を対象として住宅

リフォーム工事をご優待。当社標準見積り金額（税抜き）か

ら３％優待割引させていただきます。※リフォーム比較見積

りサイトを併せてご利用された場合ご優待対象とできない場

合がございます。詳しくはお問い合わせください。

9時～18時

【静岡営業所】

月曜日

【ＳＢＳリフォームプ

ラザ】

毎週水曜、第1・第3

火曜

8
有限会社ハウスメイト

【再掲】
静岡市駿河区宮竹1-1-16 054-238-5033 仲介手数料３％引き 9時～19時

日曜日（予約営業して

います）

9 株式会社アップリメイク 静岡市駿河区中原123-2 054-285-1641 最終御見積金額より５％のお値引き 9時～22時 年中無休

おもてなしパスポート協力企業一覧（20社220店舗）

　　　　　　　平成30年5月末現在

【不動産】

【住宅建築】

【リフォーム】
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10
東京海上日動火災保険株式会社

静岡支店

静岡市葵区紺屋町17-1

葵タワー
054-254-0019

自動車販売会社との新車商談開始前に弊社にご相談いただ

き、静岡県内の対象自動車販売会社から新車をご購入いただ

いた方に数千円の謝礼金をお支払します。

※本事業は、静岡県への移住促進及び当社がお取引する

ディーラーへの情報提供として行われ、謝礼金は東京海上日

動が拠出します。なお、当社の保険への加入が義務付けられ

ているものではありません。

平日9時～17時 土日祝

11

損保ジャパン日本興亜ジャパン

ひまわり生命保険株式会社

静岡支社

静岡市葵区呉服町1-1-2

静岡呉服町スクエア11階
054-252-2373

保険相談サービス無料

※ご相談いただいた方にはもれなく弊社ノベルティグッズ贈

呈
9時～17時 土日祝祭日

12

損害保険ジャパン日本興亜

株式会社

静岡カーライフデスク

静岡市葵区呉服町1-1-2

静岡呉服町スクエア14階
0120-113-765

おクルマのご購入を検討されている方、ご連絡ください。

損保ジャパン日本興亜のカーディーラーネットワークから、

ご希望のカーディーラーをご紹介します。当サービスをご利

用の場合は、「静岡市おもてなしパスポート」を見て

とお伝えください。

※なお、当社の保険への加入が義務つけられるものではあり

ません。

9時～17時 土・日・祝・年末年始

13
株式会社静岡銀行

【県内全188店舗】

静岡市葵区呉服町

１丁目10番地ほか
054-261-3131

静岡県　移住・定住応援住宅ローン（金利優遇）※静岡県内

の他市町からの移住・定住については対象外です
9時～15時 土日祝

【宿泊】 14 梅ヶ島温泉・ホテル梅薫楼 静岡市葵区梅ヶ島5258-4 054-269-2331

日帰り入浴の場合、無料で名入タオルプレゼント。宿泊の場

合、夕食時にビール・酒・ウーロン茶など一本サービス（お

連れの方々にも全員適用）

11時～15時

(日帰り入浴）
不定休

【飲食店】 15 居酒屋和ひね
静岡市葵区伝馬町9－9

伝馬小路手前から4軒目
090-8184-3458 生ビール１杯無料 17時～23時 日曜日、祝日

16
株式会社フォルテ

【14店舗】

静岡市葵区伝馬町9-4

一瀬センタービル８階ほか
054-260-6701

ＦＯＲＴＥグループ（美容室）に初めて来店の方

施術料金３０％ＯＦＦ

（ＦＯＲＴＥ・ＰＡＬＳ）

平日10時～

土日祝11時～
火曜日

【金融】
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17
株式会社静岡新聞社

SBS学苑本部

【６店舗】

静岡市駿河区登呂3-1-1 054-284-9099

電話とメールからのご予約時に、「静岡市おもてなしパス

ポート」のことをお伝えください。入会金・一般3,240円を

50％引きにさせていただきます。

※パスポートは、初回ご来店の際、受付にご提示ください。

※中学生以下1,620円、70歳以上は無料です。ご家族でのお

申し込みをお待ちしております。

10時～20時（日曜・

祝日は10時～16時）

年末年始、8/11～

8/15を除き、定休日

なし

18
株式会社静岡新聞社

読者プロモーション局
静岡市駿河区登呂3-1-1 0120-89-4311 静岡新聞7日間無料お試し読み 9時～17時 日曜日・祝日

19
静活株式会社

静活プラザボウル
静岡市葵区七間町4番地 054-253-7181

１ゲーム￥６５０→￥５００　ご家族でご来店の場合小学生

以下貸靴無料

平日11時～23時

金祝日前日11時～24

時

年中無休

20
静岡の結婚相談所

エンマレッジ
静岡市駿河区南町19-10 054-374-3229 入会金から10％割引 11時～20時 不定休(完全予約制)

21

株式会社シダー

介護付有料老人ホーム

ラ・ナシカ三保の松原

静岡市清水区三保61-1

ラ・ナシカ三保の松原
054-337-2605

移住をされてきた方、または移住をされた方のご両親に対

し、通常2泊3日5食付1万円の体験入居を無料でご提供いたし

ます。

8時30分～17時 なし

22
有限会社ハウスメイト

【再掲】
静岡市駿河区宮竹1-1-16 054-238-5033 仲介手数料３％引き 9時～19時

日曜日（予約営業して

います）

【その他】

【その他】


