●印 あおい共済加入者特典

健 康 診 断

岡崎市医師会
はるさき健診センター（針崎町）
エイルリーブル（東大友町）
（トランポリンパーク）

スポーツクラブ ３ＦＩＴ岡崎（戸崎町イオンモール岡崎店２Ｆ）
ロイヤルスポーツプラザ（大平町）
パーソナルジム

RESOLVE FITNESS（舳越町）
TEL：0564-73-4491

入 浴 施 設 おかざき楽の湯（庄司田）
レストラン
テーマパーク

三河湾リゾートリンクス（西尾市吉良町）
【夏季限定】三河湾リゾートリンクス
吉良ワイキキビーチスライダーパーク

イオンシネマ岡崎（戸崎町）
★全国のイオンシネマで利用可能。

映

画

インターネット予約が可能

ユナイテッド・シネマ岡崎（羽根町）
★全国のユナイテッド・シネマ、シネプレックスで利用可能

グランドボウル（日名北町）
ボウリング場
サンボウル（洞町）

岡崎商工会議所健康診断の受診
●１口につき受診料 1,000 円の助成
（登録時利用者限定）

入会特典(月会費１ヶ月分免除)
入会特典(月会費１ヶ月分+事務手数料免除
条件：４ヶ月継続)
体験レッスン（60 分） 3,000 円→1,500 円
回数券 10 枚綴 7,300 円➝6,500 円※R4.6.30 まで
回数券 10 枚綴 8,900 円➝7,500 円※R4.7.1 から
3,000 円以上の飲食代
10％OFF(団体利用・宿泊は対象外)

１枚 1,800 円 ➝ 1,300 円
●１枚 1,200 円(１回につき、加入者１名で２枚まで)
※R4.11.30 にて取扱い終了

１枚 1,900 円 ➝ 1,200 円
●１枚 1,000 円(１回につき、加入者１名で２枚まで)
1 ｹﾞｰﾑ 大人 男性 300 円、女性 200 円、
小学生以下 100 円 ※3 ｹﾞｰﾑまで
１枚 950 円（３ゲーム） 740 円（２ゲーム）
●１枚 880 円（３ゲーム） 670 円（２ゲーム）
２時間打ち放題（２階打席限定）
2,200 円 → 1,700 円※平日 10 時～17 時まで

パソコン講座

岡崎情報開発センター（羽根町）
ＬＩＮＸ婚活クラブ

受講料 10％OFF

（三河湾リゾートリンクス内）

※さらに特典あり

岡崎ニューグランドホテル（康生町）

婚礼料理・飲料 5％OFF、
参列者宿泊 20％OFF

ＫＡＹＵＴＥＩ〜花遊庭〜（豊田市大林町）

挙式料・料理・飲物 10％OFF

ブライダル

（岡崎・岡崎北・かけまち・矢作・六ツ美・西尾）

三弘社葵斎苑（小呂町）

祭壇基本料割引

十方舎セレモニー城北（八帖北町）

祭壇基本料割引

葬儀会館ティア

各プラン特別価格（30～46 万円相当の割引）
にて提供

サンフィレール岡崎（竜美西）
ララシャンス OKAZAKI 迎賓館（柱町）
愛昇殿 （岡崎洞・岡崎錦・岡崎上和田）
イズモ葬祭
メモリアル

(岡崎北・岡崎中央・岡崎南・岡崎上地・矢作)

会議所窓口
にて販売

会議所窓口
優待券配付
会議所窓口
にて販売
会議所窓口
優待券配付

入会金・登録料 30,000 円 → 無料

挙式 50％OFF
新婦衣裳 1 着目 50％OFF もしくは 2 着目無料
結婚式利用 ➝ 衣裳代 10 万円 OFF
一般宴会利用 ➝ 料理・飲物代 5％OFF、
会場費 20％OFF
結婚式 ➝ 挙式 10％OFF
料理 5％OFF、飲物 10％OFF、衣裳 20％OFF
挙式基本料金全額サービス
（挙式のみでの適用不可。
ご来館前、予約時のお申出のみ有効）
提携法人特典と同等のキャッシュバック
（葬儀金額の支払いに応じて）
祭壇 20％OFF、ホール使用料 30％OFF、
生花 10％OFF

ザ・グランドティアラ岡崎（大平町）

会議所窓口
優待券配付

1 日券 50％OFF

ロイヤルパークゴルフ（大平町）

グランシェル岡崎（庄司田）

直接施設へ

入会特典（登録料 800 円→無料+次回利用券）

ゴルフ練習場

結婚相談所

申込方法

お申込時に
会員のお申出を
お願いいたします

●印 あおい共済加入者特典
申込方法

ハウスクリーニング

おそうじ本舗 岡崎美合店 （赤渋町）
TEL：0120-91-1120

エアコンクリーニング、
室内・光触媒抗菌コーティング
見積額から 10％OFF（事業所・店舗含む）

整

健美サポート整体院めざめ（六供町）
TEL：0564-73-0273 （要予約）

骨盤矯正(40 分) 4,400 円→3,300 円（税込）

体

院

託 児 施 設

みんなのおうち連尺（連尺通）
TEL：0564-79-9898

一時預かり料金 100 円引き

託児園ソリッソ（板屋町）

入園時登録料 5,000 円→無料

TEL：0564-21-4851

（定員がありますので、事前にご確認ください。）

直接施設へ
（エリアは要相談）

（平日 900 円/1h～、土日 1,500 円/1h～）

室 内 釣 り堀

フィッシュオン岡崎（法性寺町）
TEL：0564-58-3688

利用料金 100 円引き（大池のみ）
（竿、エサ等、釣り道具一式レンタル代込み）

セルフエステ

ビズユー Beauty & Fitness（百々西町）

体験当日入会の場合、入会金 15,000 円→無料
（ご予約はホームページからお願いします。）
（法人契約もございます。）

ぶどう狩 り

【8/1～10 月中旬限定】
寿々園グレープガーデン（駒立町）
TEL：0564-45-5753

入園料

大人 200 円引き

お申込時に
会員のお申出を
お願いいたします

小人 100 円引き

（本所会員を含むグループ全員有効）

（各種 事業所名５０音順）
※上記優待サービスは令和４年６月２８日現在の情報です。本サービスご利用の際は各施設営業時間をご確認の上ご利用ください。

問合先
岡崎商工会議所
中小企業支援部
☎ 0564-53-6164

