加 盟 店 名（ 住 所・T E L ）

ご優 待 特 典

ビューティ加藤
美容料5%OFF
ANAクラウンプラザホテル広島店 （御婚礼の着付け、
セットは対象外）
広島市中区中町7-20 ANAクラウンプラザホテル広島2F
TEL：082-241-1188

アジアンリゾート・スパシーレ 広島
広島県安芸郡坂町平成ケ浜3-2-11 パルティ
・フジ坂内
TEL：082-886-3345

○

リラクゼーションコース
（全施設利用・24時間）
2,200円→1,780円
ハーフコース
（お風呂のみ・3時間）
1,150円→980円
初回体験トレーニング3,250円→1,500円
マンスリー会員入会で
コラーゲンドリンク4本プレゼント

○

フィットネスクラブエイブル広島

体験2,000円→1,000円 入会され会員に
なられた方には、10,000円のショップ券プレゼント

○

ほぐし処 利休 八丁堀店

新規の方20%OFF、会員様くじ引き得点あり
＜他のご利用可能店舗＞
広島駅新幹線口店、
ゆめタウン安古市店

○

てもみん 福屋八丁堀本店

○

広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店6F TEL：082-568-3635

受付でカード提示、
初回のみ40分以上のコース5分延長
＜他のご利用可能店舗＞
広島本店、広島本通店、広島中の棚店、
広島駅店、紙屋町店、
ゆめタウン広島店、
広島八丁堀金座街店

まつげエクステ hanabi NAMIKI

初回のみ500円OFF

○

まつげエクステ hanabi 八丁堀店

初回のみ500円OFF

○

広島市西区井口台2-1-1

TEL：082-501-5666

広島市中区八丁堀14-10 新八丁堀ビル301
TEL：082-962-0209

広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店9F TEL：082-246-6907

てもみん 福屋広島駅前店

広島市中区三川町3-14 2F

TEL：082-569-6913

広島市中区鉄砲町10-15 3F TEL：082-836-5508

ウッドワン美術館
広島県廿日市市吉和4278

TEL：0829-40-3001

ひろしま美術館

広島市中区基町3-2（中央公園内） TEL：082-223-2530

ご同伴の方を含め５名まで鑑賞券100円
OFF
ご本人様に限り入館料100円OFF

広島県立美術館

ご本人様に限り3Fティールーム｢徒夢創家｣の
ドリンク100円OFF

RCC文化センター

RCCカルチャースクール受講生の受講来社
に駐車券1時間分サービス

広島市中区上幟町2-22

TEL：082-221-6246

広島市中区橋本町5-11

TEL：082-222-2277

三村松 本社

広島市中区堀川町2-16

TEL：082-243-5321

ラ・マリアージュ

冠 広島市中区橋本町5-7 TEL：082-224-2755
婚
・ 全国仲人連合会中四国本部
葬 広島市中区橋本町5-7 TEL：082-211-1175
祭

マリアージュ シンフォニー

広島市南区的場町1-1-21クリスタルタワー10F
TEL：082-263-6452

ワタベウェディング 広島店

ご結婚相談の入会金10,000円OFF
婚活パーティー500円OFF
婚活お見合い1,000円OFF
婚活入会登録10,000円OFF
ご両親様来店も準ずる

1万円以上の自転車500円OFF

サイクルショップカナガキ 横川店（本店）（修理・パーツを除く）
TEL：082-231-2631

広島市中区光南5-3-21 TEL：0120 -08 -0123

尾道市千光寺公園駐車場
広島県尾道市西土堂町19-1

TEL：0848-22-7354

ご優待加盟店の掲載内容は、平成26年4月末日現在のものです。
ご優待特典等が加盟店の解約・閉店等により適用されないことがあります。予めご
了承ください。
お問い合わせは直接、
ご優待加盟店までお願いします。

ご優待が受けられるお支払い方法
マークのお店

マークのお店

フラワー代10%OFF
レッスン入会金（10,000円＋税）→（5,000円＋税）

広島市西区横川町3丁目6-13

※ご利用前にご提示いただけない場合、
ご優待特典が適用されないことがあり
ます。ご優待特典については、他の企画商品・割引やインターネット等のご優
待サービスとの併用はできません。
●ご優待特典の内容が、加盟店との条件変更等により変更または中止になる場合
がありますので、予めご了承ください。
●宿泊施設のご利用について
①宿泊のご予約は直接ホテル・旅館フロントへご連絡ください。
②ご予約の際には「ララ福屋カード」会員である旨をお申し出の上、料金・特典
をお尋ねください。
※一部屋のご利用人数や期日・曜日によって、料金が異なることがあります。
③チェックインの際には必ず、
「ララ福屋カード」をご提示ください。

挙式契約時プロデュース料金
通常50,000円→35,000円

vert et+Mon

そ
の
他 アート引越センター

●ご優待加盟店では、必ずご利用前に「ララ福屋カード」をご提示の上、
ご優待特典についてのご確認をお願いします。

現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。
さらに、
クレジットでのお支払いで、200円（税込）
につき1ポイントの
福屋ポイントをご請求月の中旬に付与いたします。
※ポイントはご優待加盟店ではご使用になれません。
※現金でのお支払いでは、福屋ポイントサービスの対象外です。

挙式必須アイテム付プラン5％OFF

TEL：082-225-5878

【ご利用上の注意】

10%OFF
（書籍、CD、
カセット、特価品を除く）
<他のご利用可能店舗＞
立町本通り店、寺町本店、楽々園本店、
八木本店、岩国本店、呉本店、西条本店、
神辺グラン仏壇館

広島市中区基町6-36 メルパルク広島1F
TEL：082-223-4111

広島市中区幟町15-10

ララ福屋カードご提示で、
様々なご優待特典が受けられます
【ご優待加盟店の種類】
ホテル、温泉・旅館、飲食、
レジャー、美容、
カルチャー、冠婚・葬祭、その他

加圧トレーニングスタジオ Biplus 横川店
広島市西区横川町3-12-14 ミタキヤ横川ビル6F
TEL：082-296-9333

美
容

要予約 条件

<他のご利用可能店舗＞
カナガキグループ全店
引越基本料金
（車両費+人件費）
30％割引
※ただし3/20〜4/10の期間は10％割引
※お見積り後のお申し出は対象外
※他のキャンペーンとの併用はできません

普通車600円→500円
（1日1回）
営業時間8：30〜17：30
（毎年12月29日〜12月31日休業日）

現金のお支払い時のみご優待特典が受けられます。
※ポイントはご優待加盟店ではご使用になれません。
※現金でのお支払いでは、福屋ポイントサービスの対象外です。
ご利用前に「ララ福屋カード」のご提示をお願いします。
他の企画商品・割引やインターネット等のご優待サービスとの併用はできません。

加 盟 店 名（ 住 所・T E L ）

広島市中区中町7-20

TEL：082-241-1111

オリエンタルホテル広島
広島市中区田中町6-10

TEL：082-240-7111

シェラトンホテル広島
広島市東区若草町12-1

TEL：082-262-7111

三井ガーデンホテル広島
広島市中区中町9-12

TEL：082-240-1131

安芸グランドホテル

広島県廿日市市宮島口西1-1-17 TEL：0829-56-0111

宮島グランドホテル 有もと

広島県廿日市市宮島町南町364番地 TEL：0829-44-2411

要予約 条件

○

ホ テ ル

TEL：0823-20-1111

TEL：082-248-2323

広島県福山市藤江町638-1

広島市中区幟町7-1

TEL：082-223-1000

豆匠本店

広島市南区比治山町6-24

ご同伴の方を含め基本宿泊料10%OFF

稲茶

広島市中区鉄砲町7-13 3F

1F 和食堂「厳島」
2F レストラン
「サンセット」
3F ティーラウンジ「シーガル」
・バーラウンジ「スターライト」
ご同伴の方を含め宿泊10%OFF、
食事5%OFF

三瀧茶屋

広島市西区三滝本町2-12-26

○

広島市中区中町7-7

TEL：082-248-3371

ホテル セジュールイン流川

徳兵衛 紙屋町店

広島市中区大手町1-4-31 2F

TEL：082-237-2408

5,000円以上の会席料理に
ドリンク1杯サービス

TEL：082-247-2260

ご同伴の方4名まで5%OFF
<他のご利用可能店舗＞
毘沙門台店、広島新幹線店、呉駅ビル店

広島県福山市春日町2-2-43

TEL：084-941-9269

ヴェルデュ都

広島県福山市蔵王町3916-12

炭焼工房都

広島県福山市曙町3-4-12

1F 中華海鮮薬膳｢トンフォン｣
2F 瀬戸内味覚処｢芸州本店｣
14F カジュアルダイニング｢空庭Bisとろクルクル｣
B1F スペイン料理｢スペイン・バル ミ
・カーサ｣
ご同伴の方を含め4名まで宿泊10%OFF、
食事5%OFF

TEL：084-941-9653

都ソムリエが選ぶ旬のドリンク1杯サービス、
1組20名まで。
（ご予約時カード会員の旨を伝える）

TEL：082-282-7121

利用金額より15％OFF

びすとろ家

利用金額より15％OFF

広島市中区新天地5-13 新天地プラザ6F TEL：082-544-8877
広島市中区堀川町5-5 地下1F〜地上1F TEL：082-545-2155

楽蔵

利用金額より15％OFF

夢や京町しずく

利用金額より15％OFF

湊や

利用金額より15％OFF

広島市中区堀川町4-11 広島アサヒビール館6F TEL：082-504-1088

ビジネスホテル セジュールフジタ

ご同伴の方を含め、宿泊代10%OFF
2Fレストラン
「アロイ」
ドリンク1杯サービス

広島市中区堀川町4-11 広島アサヒビール館5F TEL：082-545-2727

ホテルセンチュリー21広島

ご同伴の方4名まで宿泊10%OFF
食事5%OFF

TEL：082-234-5678

広島市中区舟入町1-10

TEL：082-296-6511

広島市南区的場町1-1-25

TEL：082-263-3111

ヴィアイン広島銀山町
広島市中区銀山町10-17

TEL：082-569-5489

広島市中区堀川町4-11 広島アサヒビール館4F TEL：082-543-5077

青柳屋本店

広島市中区幟町5-31

beurre sucre（ブールシュクレ）

広島市西区横川町1丁目7-21 カサデリオ1階 TEL：082-297-7666

ご本人様宿泊の場合、喫茶にて

TEL：082-259-2408

女鹿平温泉 クヴェーレ吉和
広島県廿日市市吉和4291

TEL：0829-77-2277

クルージングシップ 銀河

4名以上でご利用の場合、宿泊、
食事ともに
500円OFF

平田観光農園

ご同伴の方
（1名）
を含め、温泉日帰りレンタル
タオル無料
宿泊5%OFF
（バスローブの貸出なし）

広島県三次市上田町1740-3 TEL：0824-69-2346

入園料10%OFF

広島県福山市鞆町鞆421

TEL：084-982-2121

湯田温泉 松田屋ホテル
山口県山口市湯田温泉3-6-7

TEL：083-922-0125

ご優待が受けられるお支払い方法

ご同伴の方を含めドリンク1杯サービス
（直接ご予約された方）

広島市中区堀川町4-14-1

広島市中区三川町1-18

TEL：082-546-0030

カラオケクラブDAM
広島中央通り店
広島市中区堀川町5-5

山口県防府市切畑783
TEL：0835-32-2770 FAX：0835-32-3100

乗馬スクール１回コース、5,250円→3,675円
※
（税込/装具レンタル料・保険料は別途必要）
※ご同伴の方１名まで

マークのお店／現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。さらに、
クレジットでのお支払いで、200円（税込）
につき1ポイントの福屋ポイントをご請求月の中旬に付与いたします。
※ポイントはご優待加盟店ではご使用になれません。※現金でのお支払いでは、福屋ポイントサービスの対象外です。

室料20％OFF
（フリータイム・飲み放題、
利用総額
10％OFF）
会員カード併用可

TEL：082-544-7771

ジャンボカラオケ広場 本通店
広島市中区本通9-30ランドマークビル4F
TEL：082-249-2828

1組様、
一般ルーム料金から4名様以上20％ＯＦＦ
1組様、
一般ルーム料金から3名様以下10％ＯＦＦ
※広島市のジャンカラでご利用可能
※他の1組適用サービス券との併用不可

ユートピアサイオト

ご本人様に限り、
リフト9時間券

アサヒテングストンスノーパーク

ご本人様に限り、
リフトゴンドラ1日券4,500円→4,000円

広島県山県郡北広島町才乙144 TEL：0826-35-1234 大人通常4,800円→4,000円

当日1枚限り

島根県浜田市旭町市木7600番地 TEL：0855-47-0101 （インフォメーションで受付）

○

ご本人様及びそのご家族・ご同伴者様（計5名まで）
大人（中学生以上）子ども
（3歳〜小学生）各100円OFF
入園料、乗り物付きのフリーパス券・スマイルパス券
プール付きのサマーパス券（各料金には入園料を含む）
広島県福山市藤江町638-1 TEL：084-988-0001 （ナイター割引時は除く）

「みろくの里」
遊園地 いつか来た道

広島県三原市大和町大字大草75-28
TEL：0847-34-0005

乗馬クラブクレイン多々良

室料20％OFF
（フリータイム・飲み放題、
利用総額
10％OFF）
会員カード併用可
＜他のご利用可能店舗＞
広島流川通り店、
大町店、
呉駅前店

ビッグエコー 広島本店

道の駅 スパ羅漢

乗馬スクール１回コース、5,250円→3,675円
※
（税込/装具レンタル料・保険料は別途必要）
※ご同伴の方１名まで

室料30%OFF（飲み放題、
フリータイム、
パーティーコース、飲食代除く）

TEL：082-504-7171

大人100円OFF 小人50円OFF
（往復利用に限る）

広島県東広島市豊栄町清武12461-2
TEL：082-420-3970 FAX：082-420-3971

○

広島市南区松原町10-1 フルフォーカスビル2F
TEL：082-568-1600

宮島ロープウエー

乗馬クラブクレイン東広島

チェックイン14時〜チェックアウト11時まで。
姉妹館ホテル鷗風亭3Fエステサロン
「SARAH
（サーラ）
」10％OFF

カラオケ館 広島駅前店

広島県廿日市市飯山21-5

TEL：0829-44-0316

ご本人様5%OFF
（一部除外品あり）

リバークルーズ乗船料
大人
（中学生以上）
1,000円→800円
小人
（3歳〜小学生）
500円→400円
（お花見シーズンを除く）

TEL：082-240-5955

TEL：0829-72-2221

果実の森

○
○

ご同伴の方を含め5名まで入浴料
大人
（中学生以上）
50円OFF
レストランピクニック、果物狩入園料10％OFF
営業時間：10時〜17時
定休日：年中無休
（季節によって、
お休みさせて
頂く施設もございますので、
ご利用の際はお電
話でご確認ください。）

八丁座

映 画 館

ご本人を含み1組15名まで宿泊基本料
広島県竹原市西野町西湯坂445 TEL：0846-29-0211 5%OFF

○

ご同伴の方を含め5名まで
一般販売価格から100円OFF

TEL：0823-25-3017

入園料 大人2,400円→2,200円
小人
（4歳以上〜小学生）
1,400円→1,300円

広島県廿日市市宮島町紅葉谷公園

湯坂温泉郷 ホテル賀茂川荘

大和ミュージアム

秋吉台サファリランド

山口県美祢市美東町赤1212 TEL：0839-62-1000

ご同伴の方を含め宿泊5％OFF
（4,000円＋税）
以上食事3％OFF
広島県豊田郡大崎上島町沖浦1900 TEL：0846-62-0555 日帰りプラン

広島県尾道市向島町3090-1 TEL：0848-44-8808

カラオケ館 中央通り店

1,000円以上お買い上げの方5％割引
ご同伴家族を含めワインまたはソフトドリンクを1
杯サービス

きのえ温泉ホテル清風館

景勝館 漣亭

○

1,000円以上お買い上げの方5%割引

広島市南区宇品海岸1-12-23 TEL：082-255-3344

レ ジャー

温 泉・旅 館

広島市南区似島町中ノ原1630

TEL：082-221-1112

向島洋らんセンター

川の遊覧船
ひろしま世界遺産航路

日本料理 若竹邑

ご同伴の方を含め宿泊10％OFF
1F「春帆楼」食事5％OFF

広島市佐伯区湯来町多田2563-1 TEL：0829-85-0111 ウエルカムドリンクをサービス

瀬戸内 高見亭

○

ご同伴の方を含めランチをご注文の方
季節のデザートをサービス
広島市中区堀川町1-14 レックスMB3F TEL：082-249-7878 懐石料理ご注文の方ドリンク1杯サービス

ご同伴の方（1名）
を含め日帰り入浴料200円OFF
ひろしま県民の森
ランチご注文時にソフトドリンク1杯サービス
広島県庄原市西城町油木156-14 TEL：0824-84-2011 宿泊
（1泊2食付）5%OFF、
ドリンク等追加分を除く

国民宿舎 湯来ロッジ

広島県廿日市市友田220-3

広島市中区大手町1-9

ウメ子の家

平日
（春・秋）
8,990円→8,157円
（夏・冬）
8,250円→8,157円
土・日・祝日
（春・秋）
11,620円→9,237円
TEL：0829-74-1313 （夏・冬）
10,370円→9,237円
ご同伴の方を含めソフトドリンク1杯サービス

広島紅葉カントリークラブ

TEL：084-954-3863

ご同伴の方を含め、宿泊代10％引き

広島市中区流川5-26

基本料5%OFF、
NO.1CLUBスーパーレッドメンバー
カードを進呈
ニ
ッ
ポン
レンタ
カー中国500円割引券を
広島市中区東千田町2-10-6 TEL：082-240-0919
ご利用者へ郵送

ニッポンレンタカー中国

広島市中区八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1F TEL：082-224-6102

広島市南区本浦町8-12

ご本人様1ゲーム50円OFF
（お盆・お正月期間を除く）

プール入場料 大人610円→540円、小人300円→
270円・お湯都ぴあ入浴料 大人1,020円→820円、
広島県呉市安浦町三津口326-48 TEL：0823-84-6622 小人510円→410円・テニスコート使用料20％OFF・
宿泊10%OFF
（GW、
お盆、年末年始は特別料金）

広島県呉市宝町5-20

個室ご予約で、
ご同伴の方を含め食事、
レストラン5%OFF

TEL：082-243-5000

グリーンピアせとうち

フレンチ イタリアンレストランTOWANI（トワニ）ご同伴の方を含め4名までドリンク1杯サービス
半べえ

ご本人様1ゲーム50円OFF

広島市中区田中町2-5 国際ホテル別館3F、
4F、
5F （激安タイム、
お盆・お正月期間を除く）
TEL：082-244-4151

ミュージアムゾーン入館料ご同伴の方を含め
5名まで10%OFF
広島市安佐北区大林2-12-55 TEL：082-818-0414 ミックスビーズ小袋プレゼント

ステーキ懐石都春日

1F 日本料理「音戸」
・コーヒーハウス
「イルマーレ」
ロビーラウンジ
「カスカード」
14F フランス料理「ベッセ・ボワール」
・鉄板焼「古鷹」
バーラウンジ
「ル・ファール」
ご同伴の方を含め宿泊、
食事5%OFF一部除外あり

1回コース20%OFF

ガラスの里

ご同伴の方を含め生ビール1杯をサービス

TEL：082-212-1730

要予約 条件

ご本人様1ゲーム100円OFF
（お盆・お正月期間を除く）

ボウル国際

広島市中区平野町10-16

ご同伴の方4名まで5%OFF

TEL：082-506-1028

TEL：0829-72-0233

TEL：082-228-2388

広電ボウル

ご同伴の方4名まで5%OFF

広島市中区堀川町3-13 ラッキー会館2F TEL：082-243-6166

ご同伴の方を含め宿泊10%OFF
ランチバイキング100円OFF
（11時30分〜14時 最終受付13時30分）
ホテル法華クラブグループも宿泊10%OFF

ホテル法華クラブ広島

○

大人（中学生以上）入浴料10％OFF（夜間割引時は除く）

TEL：084-988-1126

えびすの宴

シングル1名1室 7,150円→6,050円
ダブル2名1室 12,100円→9,900円
ツイン2名1室 16,500円→13,200円
（土・祝前日を除く）

ホテルフレックス

広島市中区八丁堀11-6

「みろくの里」神勝寺温泉「昭和の湯」 ご本人様及びそのご家族・ご同伴者様（計5名まで）

6F ブッフェレストラン｢ブリッジ｣
7F 日本食｢雅庭｣
ランチまたはディナーをご注文の方2名まで
ソフトドリンク1杯サービス
シェラトンシャインスパでのトリートメントで｢スパギフト｣
を進呈
（完全予約制）

ご優 待 特 典

広島パークレーン

レ ジャー

広島市中区立町3-13

広島県廿日市市飯山18-99

飲 食

ひろしま国際ホテル

ご同伴の方を含め5名まで基本宿泊料金5%OFF
（直接ご予約された方）

加 盟 店 名（ 住 所・T E L ）

MRC乗馬クラブ広島

ご同伴の方を含め4名まで
宿泊10%OFF、食事5%OFF

TEL：0837-25-3221

TEL：0852-62-0331

要予約 条件

ご同伴の方を含め5名まで宿泊室料10%OFF

長門湯本温泉 大谷山荘

島根県松江市玉湯町玉造1218-8

1F レストラン
「アチェロ」
日本料理「矼」
・喫茶「ラウンジ」
広島県三原市本郷町善入寺64-25 TEL：0848-60-8111 ご同伴の方4名まで、
食事5％OFF

広島県呉市中央1-1-1

ご優 待 特 典

TEL：083-786-2111

玉造温泉 佳翠苑 皆美

広島エアポートホテル
呉阪急ホテル

山口県下関市豊北町神田2045

山口県長門市湯本温泉

1F フレンチレストラン｢OZAWA｣
レストラン&バー｢NEW YORK CAFE｣
22F 日本料理｢みつき｣
ご同伴の方を含め食事5%OFF

直接ご予約頂いた1組様につき500円の
館内サービス券を進呈

加 盟 店 名（ 住 所・T E L ）

ホテル西長門リゾート
温 泉・旅 館

ANAクラウンプラザホテル広島

ご優 待 特 典
1F オールデーダイニング
「フリュティエ」
「ザ・ラウンジ」
5F 日本料理「雲海」中国料理「桃李」
22F ヨーロピアンコンチネンタル「ル・プラティーヌ」
別棟1F 鉄板焼「愛宕」
食事5%OFF、
宿泊ご同伴の方を含めベストフレキシ
ブルレート3%OFF、
婚礼は料理5%OFF

広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店8F
TEL：082-546-1158

サロンシネマ

鑑賞料1,800円→1,500円

広島市中区大手町5-8-20
TEL：082-241-1781

マークのお店／現金のお支払い時のみご優待特典が受けられます。
※ポイントはご優待加盟店ではご使用になれません。※現金でのお支払いでは、福屋ポイントサービスの対象外です。

ご利用前に「ララ福屋カード」のご提示をお願いします。
他の企画商品・割引やインターネット等のご優待サービスとの併用はできません。

