
５ 

協賛店一覧 

ご利用にあたって 

✶ 協賛店での優待･特典をご利用になる場合は、お申込み時またはご利用時に会員証  
の提示をお願いします。 

✶ パック商品や旅行代理店等を通じたお申込み、宿泊施設のホームページからのお申  

込みは、優待・特典を受けることができません。 

✶ ご婚礼の場合で、あっ旋業者を通じたお申込みは、優待・特典を受けることができ        

ません。 

✶ その他の優待・特典との併用はできません。 

✶ 諸事情により、優待・特典の内容等が変更されることもございますので、あらかじ        

めご了承ください。 

✶ サービス内容等についてご不明な点がございましたら、協賛店へ直接お問い合わせ        

ください。 

✶ お申込み時に料金等を確認のうえ、お申込みください。 

ゆとり倶楽部 

ホテル 

１ 

名古屋東急ホテル 

名古屋栄東急ＲＥＩホテル 

グリーンホテル三ヶ根 

ロワジールホテル豊橋 

下呂温泉 

ホテルくさかべアルメリア(本館) 

伊東小涌園 

斑尾高原ホテル 

西浦グランドホテル吉慶 

三河湾リゾートリンクス 

JAバンクあいち 

2 

旅行会社 

３ 

農協観光 
愛知支店・あいち知多支店 

安城支店・豊橋支店 
 
 

結婚式場 

４ 

レセプションハウス名古屋逓信会館 

マリエール 山手 

マリエール ガーデンバーベナ 

飲食店 

料亭 菊水 

百貨店 

丸栄百貨店(名古屋) 

その他 

6 

ニチコン相談室 

コロナシネマワールド全館 
（愛知県内のみ） 

名鉄乗馬クラブクレイン東海 
名鉄乗馬クラブクレイン東海ほか全国33か所
の乗馬クラブでの利用可能 

ほの国百貨店 

会員制リゾートホテル 

若葉亭 

㈱エーコープあいち 



協賛店一覧 

１ 
ホテル 

ゆとり倶楽部 
JAバンクあいち 

協賛店名 優待・特典内容 利用手続 利用者の範囲 

名古屋東急ホテル 

名古屋市中区栄 4-6-8 

(052-251-2411) 

【宿泊】（１泊１室料金  
          ※税・サービス料込） 
・スタンダードシングル 
  12,000円(通常17,300円～) 
・エグゼクティブシングルＡ 
  15,000円(通常24,300円～) 
・エグゼクティブツインＡ 
  26,000円(通常44,700円～) 
 ※エグゼクティブフロアご利
用の場合、20歳以上の方は、
フィットネスクラブ利用料金が
無料、１部屋につきミネラルウ
ォーター２本無料サービス 
  
 ※上記以外のお部屋でもお
得な料金での利用が可能な
場合があります。 
 ※朝食を2,300円（税込：通
常2,732円）でご利用いただけ
ます。 

・予約時に会員の旨申出 
・チェックイン時に会員証の
提示 

・会員と同伴者(1室
まで) 

名古屋栄東急ＲＥＩホテル 

名古屋市中区栄3-1-8 
(052-251-0109) 

【宿泊】 
・基本料金の20%割引（現金
のみ） 
・朝食サービス 

・予約時に会員の旨申出 
・チェックイン時に会員証の
提示 

・会員と同伴者（10室
まで） 

グリーンホテル三ヶ根 

西尾市東幡豆町入会山1-287 

(0563-62-4111) 

【宿泊】 
基本料金から大人1,000円、
子供500円割引 

・予約時に会員の旨申出 
・チェックイン時に会員証の
提示 

・会員と同伴者(会員
を含む6名まで) 

三河湾リゾートリンクス 
 
西尾市吉良町宮崎中道下15 
 
【申込先】 
リンクス予約センター 
(0563-32-3720) 
営業時間：月～土曜日 
9：00～19：00 
※利用希望日の2か月前～前日
までに申込 

【宿泊】 
1泊2食9,800円～ 
(税・サービス料込※コンドミニ
アム料金) 
※食事のコースにより料金が
変わります 
※平日限定の1泊2食でのセ
ット利用のみ 

・予約時に会員の旨申出 ・会員と同伴者 

西浦グランドホテル吉慶 
 
蒲郡市西浦町塩柄3 

(0533-57-6111) 

【宿泊】 
・カラオケラウンジ「シーパレ
ス」ご優待券（500円割引）進
呈 
・一人につき酒またはジュー
ス1本の無料サービス 

・予約時に会員の旨申出 
・チェックイン時に会員証の
提示 

・会員と同伴者 
(室数の制限なし) 

http://www.nagoya-h.tokyuhotels.co.jp/
http://www.sakaetokyuinn.com/
http://www.sakaetokyuinn.com/
http://www.gh-sangane.co.jp/
http://www.linx-xspa.co.jp/
http://www.kikkei.jp/


協賛店名 優待・特典内容 利用手続 利用者の範囲 

ロワジールホテル豊橋 

豊橋市藤沢町141 

(0532-48-3131) 

【宿泊】 
基本料金の30%割引 
(クレジットカードの利用可能) 

・予約時に会員の旨申出 
・チェックイン時に会員証
の提示 

・会員と同伴者(2室まで) 

下呂温泉 

ホテルくさかべアルメリア
（本館） 

岐阜県下呂市幸田1811 

(0576-24-2020) 

【宿泊】 
・基本料金の15%割引 
・夕食時に日本酒またはジュ
ース1本サービス 

・予約時に会員の旨申出 
・チェックイン時に会員証
の提示 
※8/10～8/20のお盆期
間中は利用できません。 

・会員と同伴者 

伊東小涌園 
 
静岡県伊東市広野2-2-5 
(0120-865-890) 

【宿泊】 
1泊2食基本料金の30%割引 
(平日のみ※ゴールデンウィ
ーク、お盆、年末年始は除く) 

・予約時に会員の旨申出 ・会員と同伴者 
(室数の制限なし) 

斑尾高原ホテル 
 
長野県飯山市斑尾高原 

(0269-64-3311) 

【宿泊】 
1泊2食基本料金の10%割引 

・予約時に会員の旨申出 ・会員と同伴者 
(室数の制限なし) 

会員制リゾートホテル 
 

【宿泊】 
会員料金での利用 

・ＪＡ窓口で会員の旨申
出 

 

・会員と同伴者 
(室数の制限あり) 

※ ＪＡ愛知信連が会員制リゾートホテルの法人会員に入会しており、「ゆとり倶楽部」会員の方に限り    
 （同伴者も可）、その利用権利内でリゾートホテルを会員料金でご利用いただけます。 

http://www.loisir-toyohashi.com/
http://www.armeria.co.jp/
http://www.ito-kowakien.com/
http://www.madarao.jp/hotel/


２ 
旅行会社 

３ 
結婚式場 

協賛店名 優待・特典内容 利用手続 利用者の範囲 

農協観光 
 
【愛知支店】 
名古屋市中区錦3-3-8 
ＪＡあいちビル西館１Ｆ 
(052-951-1553) 
【あいち知多支店】 
常滑市本町 
(0569-36-2088) 
【安城支店】 
安城市赤松町 
(0566-92-7171) 
【豊橋支店】 
豊川市小坂井町 
(0533-56-8506) 

「N Tour World」(海外) 
パック商品の定価の3%割引(現
金のみ) 

・予約時に会員の旨申出 
・申込時に会員証の提示 
 
※申込後に会員証を提示し
た場合は、優待特典を受け
らない。 

・会員と同伴者 

協賛店名 優待・特典内容 利用手続 利用者の範囲 

レセプションハウス名古屋逓信会館 
 
名古屋市西区牛島町5-6 
(052-551-5111) 

【婚礼】 
・披露宴における料
理・飲物の料金の
5%割引(現金のみ) 
・新郎新婦に記念品
贈呈サービス 

・予約時に会員の旨申出 
・申込時に会員証の提示 

・会員および会員の家族 
(会員同伴) 

マリエール山手 
名古屋市千種区萩岡町58 
(052-782-2211) 
 
マリエールガーデンバーベナ 
一宮市中島通5-11 
(0586-72-0100) 

【婚礼】 
披露宴における料
理・飲物の料金の
5%割引(現金のみ) 

・予約時に会員の旨申出 
・申込時に会員証の提示 

・会員および会員の家族 
(会員同伴) 

http://www.ntour.jp/
http://www.teishin.co.jp/
http://www.marriyell.net/yamate/index.html
http://www.marriyell.net/gardenverbena/


４ 

飲食店 

協賛店名 優待・特典内容 利用手続 利用者の範囲 

丸栄百貨店 
（名古屋） 
 
名古屋市中区栄3-3-1 
(052-264-1211) 

5%割引(現金のみ) 
※ただし、丸栄百貨店が指定す
る品物は対象外となります。 

・丸栄百貨店本館4階の外
商部受付において会員証を
提示し、丸栄百貨店専用の
「お買い物特別ご優待券」の
発行を受け、代金支払い時
に「お買い物特別ご優待券」
を提示 

・会員のみ 

ほの国百貨店 
 
豊橋市駅前大通2-10 
(0532-54-1211) 

5%割引(現金のみ) 
※ただし、ほの国百貨店が指定
する品物は対象外となります。 

・ほの国百貨店1階の店内
案内所において会員証を提
示し、ほの国百貨店の「お買
い物ご優待券」の発行を受
け、代金支払い時に「お買い
物ご優待券」を提示 

・会員のみ 

協賛店名 優待・特典内容 利用手続 利用者の範囲 

若葉亭  

【名古屋駅前店】 

名古屋市中村区名駅 

4-5-28 (052-433-1249) 

 

【豊橋駅東口店】 

豊橋市大橋通1-83 

(0532-57-2955) 

ご飲食の5%割引 ・お会計の際に会員証の提
示 

・会員と同伴者 

料亭 菊水 
 
一宮市泉1-4-10 
(0586-71-1234) 

各種お祝、ご法要および一般会
席のご飲食代の10%割引 
※ただし、カード支払の場合は
5%割引 

・予約時に会員の旨申出 
・ご来店もしくはお会計の際
に会員証の提示 

・会員、会員の家族およ
び紹介者 

５ 

百貨店 

http://www.maruei.ne.jp/
http://honokuni-dept.jp/
http://honokuni-dept.jp/
http://ichinomiya-kikusui.com/
http://ichinomiya-kikusui.com/
http://ichinomiya-kikusui.com/


協賛店名 優待・特典内容 利用手続 利用者の範囲 

㈱エーコープあいち 
各店舗（愛知県内） 
※「Ａコープかたはら」は除く 
 
安城市今本町東向山6-1 
(0566-97-2251) 

・Ａコープで2,000円以上
（税込）のお買い上げ毎に
100円割引券を進呈 

・毎月15日にＡコープにて
2,000円以上のお買い上げ
をした際に、レジにて会員証
を提示 

・会員のみ 

ニチコン相談室 
 
名古屋市中村区名駅南 
1-24-30 
名古屋三井ビル本館B1F 
(052-541-6666) 

・コンタクトレンズの定価の
20%割引 
・遠近両用プラスビューの
定価の25%割引 
※ただし、一部除外品有り 
(クレジットカードの利用可
能) 

・申込時に会員証の提示 ・会員、会員の家族お
よび紹介者 
(会員同伴) 

コロナシネマワールド全館
（愛知県内のみ） 
 
小牧市間々本町200番地 
(0568-74-1704) 

窓口料金から一般200円、
学生・小人100円割引 
※各種サービスデー・割引
料金・割引券との併用はで
きません。 

・劇場窓口において会員証
を提示し、割引された料金の
チケットを購入 

・会員と同伴者 
(合計3名まで) 

名鉄乗馬クラブクレイン東海 

三重県桑名市長島町 
福吉長島スポーツランド内 
(0594-45-0850) 
（名鉄乗馬クラブクレイン東海
ほか全国33か所の乗馬クラブ
での利用可能） 

・スクール1回コースの
30%割引 
・随時イベントの優待 

・予約時に会員の旨申出 ・会員と同伴者 

６ 

その他 

（平成28年9月現在） 

詳しくはお近くのJA窓口までお問い合わせください。 

http://www.mizutani-eye-clinic.com/sodanshitsu.html
http://www.korona.co.jp/
http://www.uma-crane.com/
http://www.jabank.aichishinren.or.jp/shop/search/
http://www.jabank.aichishinren.or.jp/shop/search/
http://www.jabank.aichishinren.or.jp/shop/search/

