お得情報満載!

食べるに役立つ!

近江八幡

会員様だけのお得なサービス

文化大衆的酒屋名古屋コーチンの翠翔 近江八幡店

ご来店お食事代から

5％割引

近江八幡市鷹飼町521-1
TEL.0748-32-7070

一休庵 西明寺前本店

ご来店お食事代から

5％割引

犬上郡甲良町池寺1-5
TEL.0749-38-3848

一休庵 そば道場

ご来店お食事代から

5％割引

犬上郡甲良町池寺1-5
TEL.0749-38-3867

京の台所 月の蔵人

ご来店お食事代から

5％割引

京都市伏見区上油掛町185-1
TEL.075-623-4630

カルビ屋 大福 野洲店

ご来店お食事代から

5％割引

野洲市市三宅2305
TEL.077-518-0002

京町おくど 十二屋

ご来店お食事代から

5％割引

京都市伏見区京町三丁目182
TEL.075-612-7666

ご来店お食事の時に１ドリンクサービス

彦根市錦町4-23
TEL.0749-22-0063

魚忠

ご来店会席コース お料理１品サービス ※要予約
ランチはデザート1品サービス

彦根市西今町572
TEL.0749-26-1686

カフェ・グレコ

お食事された方１ドリンクサービス

彦根市平田町673-1
TEL.0749-26-4168

近江牛レストラン千成亭

ご来店お食事代から

㈱せんなり亭 伽羅

お食事時された方に、ソフトドリンク１杯サービス

割烹 うめだ

ご来店お食事代から

うなぎや源内

お食事時、デザートサービス

彦根市本町二丁目1-6
TEL.0749-27-5025

田中司法書士事務所

不動産登記・名義変更無料相談（30分程度・要予約）

彦根市西今町87-13
TEL.0749-22-0930

dining&bar SLOW

1ドリンクサービス（全員）

彦根市小泉町34-11
TEL.0749-23-4600

大辻税理士法人

無料税務相談（但し1時間以内・要予約）

彦根市平田町410-６
TEL.0749-23-6412

うどん・そば処 湖畔湖岸店

ご来店お食事代から

5％割引

彦根市田附町2034-29
TEL.0749-43-6918

㈱原田

ガス器具を

ご来店お食事代から

5％割引

彦根市本町一丁目1-5 2F
TEL.0749-23-5931

文化大衆的酒屋名古屋コーチンの翠翔 彦根店

5％割引
5％割引

彦根市河原二丁目2-30
TEL.0749-24-6129
彦根市本町二丁目1-7キャッスルロード夢京橋
TEL.0749-21-2789

生ビール1杯サービス

焼肉ダイニング 千乃房

お楽しみ1品サービス

彦根市本町一丁目11-25
TEL.0749-27-2929

うどん・そば処 吉

ご来店お食事代から

お好み焼き きたじま

お食事時 ソフトドリンク1杯サービス

彦根市開出今町1516-5
TEL.0749-26-0284

水幸亭

ご来店会席コース お料理１品サービス ※要予約
ランチはデザート１品サービス

彦根市西今町567
TEL.0749-26-1686

ダイニングキッチン CHIDORI

ソフトドリンクサービス

彦根市河原二丁目2-15
TEL.0749-22-9627

お食事処つるつる

ソフトドリンクサービス

彦根市松原町1250-5
TEL.0749-47-5588

料亭 さわだ

お楽しみ1品サービス

彦根市中央町2-23
TEL.0749-22-0510

カルビ屋 大福 八日市店

ご来店お食事代から

5％割引

東近江市東中野町303
TEL.0748-20-1717

焼亭

ご来店お食事代から

5％割引

東近江市五個荘河曲町337-1
TEL.0748-48-5518

−日本料理−

5％割引

20〜30％割引

彦根市平田町706-5
TEL.0749-22-2152
彦根市京町二丁目8-18
TEL.0749-23-5155

ひろい写真館

消費税サービス・記念写真1ポーズサービス

フォトスタジオ・チャオ

基本撮影料

ゴルフプラザ彦根

1球単価を1円引

彦根市野瀬町181-1
TEL.0749-23-0753

高田整体所（心とからだの治療院）

施術料金より10％割引（初回のみ）
2回目より5％割引（他の割引との併用不可）

彦根市西今町438-1
TEL.090-3161-9045

ニコ・ニコ整体院

施術料金より

彦根市戸賀町130-27
TEL.0749-23-7855

美容室ＯＲＯ（オロ）

10％割引
ご利用料金の10％割引

大進モーター

整備工賃から

大人4,320円 子供2,160円

彦根市佐和町6-15
TEL.0749-26-5780

彦根市高宮町1333-2ビバシティ駐車場隣
TEL.0749-21-3278

彦根

彦根市芹川町420
TEL.0749-23-1601

猪飼モータース −自動車整備−

10％割引
サービス（工賃）料金から 5％割引

彦根鈑金塗装工業 −自動車整備−

お見積り金額の内、工賃金額から10％割引

彦根市東沼波町754
TEL.0749-22-8430

松岡鈑金

自動車鈑金の

−自動車整備−

−自動車整備−

10％割引

彦根市八坂町2000-1
TEL.0749-23-3280

彦根市西沼波町132-4
TEL.0749-23-7201

東近江
近江八幡

車検、点検基本点検料から15％割引・鈑金工賃から10％割引
車両、車検をご紹介いただいた方に特典あり

彦根市野瀬町178-1
TEL.0749-22-7989

㈱北田自動車

工賃より

彦根市甘呂町365
TEL.0749-25-2148

㈱アイテンシブ −自動車整備−

10％割引
作業工賃より 10％割引

㈱尾賀亀 エクスプレス彦根 −ガソリンスタンド−

ブリヂストンタイヤ通常価格の15％割引
オイル交換10％割引

彦根市外町231-6
TEL.0749-24-6191

彦根自動車学校

教習料金を3,000円割引・キャッシュバック、但し他の割引と併用不可
（普通自動車コース、普通自動車二輪コースのみ）

彦根市岡町180
TEL.0749-22-4654

ワイズ美容室

新規のお客様

彦根市南川瀬町810
TEL.0749-28-1153

北川理髪店

近江八幡市西庄町2590-3
TEL.0748-36-7127

10％割引
新規のお客様 10％割引

㈱田中家石材

石彫刻・石小物・灯籠を

彦根市高宮町108-1
TEL.0749-24-2789

近江八幡市中村町20-19
TEL.0748-31-2959

BEAUTY GROVE Angeアンジュ −美容院−

ご利用金額の

東近江市中野町269
TEL.0748-22-0180

文化大衆的酒屋名古屋コーチンの翠翔 八日市店

ご来店お食事代から

5％割引

東近江市八日市本町5-6
TEL.0748-43-1609

魚庄

ご来店お食事代から

5％割引（但しサービス品除外）

近江八幡市馬淵町1647-1
TEL.0748-37-2001

うなぎ・ひつまぶし 炭櫓

ご来店お食事代から

5％割引

近江八幡市音羽町26
TEL.0748-31-3325

本格中華 龍鳳園

1組に1杯生ビールサービス

炭火七輪 翠翔 もつ家 本店

ご来店お食事代から

5％割引

−ガス・住設機器−

暮らしに役立つ!

㈱エムランド −自動車整備−

お弁当・丼50円引

−日本料理−

お得情報満載!

彦根市平田町588-1
TEL.0749-24-4598

本家かまどや八風街道店

(サイドメニュー・おかずのみは除く）

会員様だけのお得なサービス

彦根市銀座町1-18
TEL.0749-23-0157

彦根市日夏町1711-26
TEL.0749-25-3313

タイ料理 Tuku Tuku

その他

彦根

伊勢幾

−自動車整備−

5％割引

10％割引

彦根市戸賀町36-8
TEL.0749-21-2608

彦根市南川瀬町810
TEL.0749-25-0466

彦根市小泉町19-6
TEL.0749-21-0875

㈱旅行屋本舗
彦根

アラジン彦根店
㈱ヨシハラ

−旅行代理店−

−リサイクルショップ−
−クリーニング−

公益社

粗品進呈
買取査定額 20％UP （金券等一部対象外あり）

彦根市高宮町94−3
TEL.0749-21-1066

礼服30%割引 （一部の品物、特殊品、クイックサービスは除く）

彦根市大堀町380-1
TEL.0749-24-0425

団体旅行のお客様

仏壇・仏具・墓石お買上げ金額から

10％割引

お得なサービスがいっぱい！

彦根市長曽根南町485-3
TEL.0120-163-539

アイリスクラブ会員の皆様にお得な特典・優待をご用意する提携店。

彦根市西今町939
TEL.0749-22-5000

アイリスカードをご提示頂くだけでお得なサービスが得られます。是非お気に入りのお店を見つけて、暮らしの中でご活用下さい。

各種送迎・観光などバス料金を特別料金で提供

彦根市山之脇町10
TEL.0749-22-2205

便利屋ベンリーマーク

20％割引
作業料 10％割引

東近江市八日市東本町1-1
TEL.0748-23-0880
東近江市山路町301-1
TEL.0748-42-0188

M.Y.Systems 出張パソコンサポート

作業代金から

東近江市妙法寺町854-3
TEL.0748-36-3416

グリーン永井

ダイヤモンドフォト

10％割引
スタジオ撮影料金から10％割引（但し証明写真除外）

メガネのハヤミ

近江八幡市八木町130-5
TEL.0748-33-4004

木野洋服店

ハウスメイク関西

査定無料 相談無料

近江八幡市出町846
TEL.0748-33-8680

竹中荒物店

近江八幡市西庄町1271-5
TEL.0748-33-0005

正木屋VIVA CITY店 −文具−

アイリス交通

−貸切バス−

東近江

フォトスタジオ・オグラ

近江八幡

−不動産−

写真撮影料から

10〜15％割引（予約時）

貸衣裳代金

365ゴルフクラブあざい

ビジター様 入場料無料

長浜市内保町80
TEL.0749-74-3230

365ゴルフクラブながはま

ビジター様 入場料無料

長浜市常喜町７
TEL.0749-65-6000

美肌エステヒオキ

ソニックエステフルコース
（60分）
（但し1回限り）

長浜市神照町969-4
TEL.0749-62-9549

TOP豊郷（太田電器）

見積金額の5%割引（設備料・リフォーム工事）

犬上郡豊郷町八目9-7
TEL.0749-35-2246

￥1,080

グローバルオート

車検の整備工賃から

会員様だけのお得なサービス

お得情報満載!
ひこねステーションホテル
彦根キャッスルリゾート＆スパ
彦根

ホテルエスタシオン ひこね
ホテルレイクランド彦根
南彦根ステーションホテル

5％割引

会員様だけのお得なサービス

犬上郡甲良町在士619-4
TEL.0749-38-4119

泊まるに役立つ!

10％割引
宿泊料金から 10％割引
宿泊料金から 10％割引
開業20周年につき、
2016年は宿泊料金から 20％割引（一部の日を除く）
宿泊料金から

宿泊料金から10％割引
チェックアウト午前10時→午後2時

無料延長

彦根市古沢町677
TEL.0749-22-7511
彦根市佐和町1-８彦根城いろは松前
TEL.0749-21-2001
彦根市旭町8-31
TEL.0749-22-1500

彦根市小泉町289
TEL.0749-26-0755

グランドデュークホテル
彦根びわこホテル

お一人様（朝食付）5,300円〜
施設とホテル間の送迎サービス 17：00〜22：00 8：00〜10：00

彦根市平田町63
TEL.0749-24-8000

ビジネスホテル西ノ庄

宿泊料金から

近江八幡市西庄町1252-2
TEL.0748-34-7577

彦根市佐和町11-36
TEL.0749-24-1112

5％割引
宿泊料金から 10％割引（予約の際に要会員番号）

近江八幡市鷹飼町1481
TEL.0748-36-6666
を
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その他

0120-333-838

〒522-0054 滋賀県彦根市西今町939番地
TEL.0749-22-5000 FAX.0749-22-0042

彦根市平田町578
TEL.0749-24-8833

みやおえん（全店）
菓心 おおすが

お買上げ金額から

彦根市中央町4-39
TEL.0749-22-5722

酒舗まえたに

こだわり地酒 5%割引
リーファーコンテナ便 ワイン10％割引

彦根市船町5-10
TEL.0749-22-0575

出口酒店

酒類お買上げの場合、消費税サービス

彦根市河原三丁目4-37
TEL.0749-22-0050

丸宮時計店

時計（国内メーカー）30％割引
各種修理費用、貴金属のサイズ直し10％割引

彦根市佐和町9-34
TEL.0749-22-5539

井上仏壇店

chanto商品

栗田スポーツ店

定価から20％割引（但し 一部特定品除外）

彦根市中央町2-19
TEL.0749-22-3874

みのや精肉店

牛肉5,000円以上お買上げの方 揚げコロッケ2個差し上げます
（売り切れ時は別の物になります）

彦根市高宮町2237
TEL.0749-24-2611

ほっかほっか亭彦根ベルロード店

2,000円以上お買上げに対しお弁当1個につき50円引き
<おかずのみは除く>

彦根市平田町523-2
TEL.0749-24-3777

髙居畳店

お買上げ金額から

アイリスクラブ事務局
2016.2

セール割引価格より更に

5％割引 （但し本店（中央町）のみ）

5％割引

彦根市平田町390
TEL.0749-23-8395
彦根市銀座町2-23
TEL.0749-22-0213
彦根市錦町5-24
TEL.0749-22-0487
彦根市竹ヶ鼻町43-2
TEL.0749-27-6140
彦根市京町三丁目3-20
TEL.0749-22-0841

彦根市芹中町50
TEL.0749-22-1587

10％割引

彦根市平田町942
TEL.0749-22-5491

電池交換 バンド 50%割引
ジュエリー リフォーム 特別割引

彦根市中央町5-27
TEL.0749-22-2538

ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰR8 彦根店

当店でグリップ購入の場合 グリップ交換工賃無料
お買上げ金額の 5％割引（店内商品に限る）

彦根市東沼波町133-1
TEL.0749-21-5302

パン レトロ

お買い上げ500円以上5％割引
当店のポイントカードとの併用は出来ません

彦根市小泉町701
TEL.0749-22-2315

FLOWER GARDEN アイリス

お買上げ金額から

10％割引
通常販売価格より 10％割引

彦根市小泉町696-8
TEL.0749-26-8783

藤塚

昭和堂
武久商店

−近江銘茶−

アメキ
近江八幡

各社・各店の規程により、セールや特価品、
または一部の商品などが割引・サービスの対象外品になる場合もございます。
他の特典との
併用はできませんのであらかじめご了承ください。
ご不明な点がございましたらアイリスクラブ事務局までお問い合わせ下さい。

アイリスクラブのお問い合わせ

東近江

近江八幡

ホテルニューオウミ

彦根市東沼波町111-3
TEL.0749-21-2551

宿泊料金から

買うに役立つ!

5％割引
観葉植物 お持ち帰りに限り10％割引
銀座店のみお買上げ金額から10％割引（但し特売品除外）
お買上げ金額から 10％割引
お買上げ金額から 20％割引（但し特売品除外）
全品 5％割引（但し特売品除外）

時計・宝石

彦根市西今町62-2
TEL.0749-27-5000

8％割引
宿泊料金から 10％割引

ホテルルートイン彦根

お得情報満載!

彦根

その他

総合貸衣裳 イソベ

提携店

5％割引、スタンプカード捺印

5％割引
眼鏡・サングラス 10％割引
通常販売価格より 5％以上割引
3,000円以上お買上げの方

めがね工房 テラダ
マルサ八幡店

お買上げ金額から

−贈答品−

お菓子のおおつや

3,000円以上お買上げの方

ビークル

マリン用品

5％割引

5％割引

東近江市八日市東浜町1-2
TEL.0748-23-0235
東近江市東中野町4-18
TEL.0748-22-0387
東近江市八日市清水三丁目2-35
TEL.0748-24-0288
東近江市八日市本町3-14
TEL.0748-25-0027
近江八幡市西庄町1236-1
TEL.0748-32-5271
甲賀市水口町城内7-16
TEL.0748-62-0307
野洲市妙光寺204-1
TEL.077-588-3355

