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発行：笠間市商工会

目的に合わせておトクにつかっちゃおう！

目的 1

目的 2

目的 3

目的 4

グルメ

エステ

生活品・メンテナンス

体験・設備・修理

無料サービス～600円お得！

580円～4,320円お得！

無料サービス～3,000円以上お得！

無料サービス～数十万円以上お得！

みんなで使えるお得なパスポート 1冊900円（2,000冊 限定） （税込）
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軽量モデル（質量）
24型　22.3kg
26型　22.6kg

底床アルミフレーム
またぎやすく、乗り降りしやすい
底床設計

掲載の写真は対象商品の一例です。

オゾンシャワー

育毛・発毛促進マッサージ

地酒 東海 店内全商品襖・障子紙 貼り替え5枚以上で1枚サービス

笠間 T.0296-72-1932ハッピーわんず

石井 T.0296-72-7533

赤坂 ポレポレ2F T.0296-72-1107

カットハウス フィット 下市毛 T.0296-72-0771織田美容室 笠間店

オプション 500円▶0円

大熊木工所 うなぎ・麦とろ 量深武藤酒類醸造㈱（志ら瀧売店）石井 T.090-4831-9371 笠間 T.0296-72-0008

襖
24,000円
▼

20,000円

障子
12,500円
▼

10,000円
税込

通常料金

※一部の商品を除く

20%OFF!

美容技術料 技術料金▶20%OFF!

特選 うなとろ丼 2,700円▶2,100円

笠間 T.0296-72-9333

800円▶300円

セーフティショップ おおしま笠間 T.0296-72-0475

パナソニック 電動自転車 ビビ・ライトU

118,800円
▼

106,900円

笠 間 焼 3,000円 以上▶10％OFF

原 陶工房 笠間 T.0296-72-5511

草履・バックセット ▼
10%OFF

15,000円～55,000円

さらに30,000円以上お買い上げの方
足袋・補助バック等サービスコーナーより1点進呈

ますや着物館 赤坂 ポレポレ2F T.0296-72-1107

笠間 T.0296-72-0608

ますや着物館 下市毛 T.0296-72-0670製陶 ふくだ

エプロン 陶芸 手ひねり体験 リシェント1枚購入10%OFF2枚目からは20%OFF （３名様）3,240円
　　▼

 （３名様）2,500円 

笠間 T.0296-72-0364マドリエ笠間笠間トーヨー住器㈱

552,090円▶270,000円 
ドアの1Dayリフォーム

（有） 関デンキ商会

石井乙 T.0296-72-0174あぷりこっと 笠間 T.0296-74-0888森の石窯パン屋さん

笠間 T.0296-72-3072佐白山のとうふ屋

笠間 T.0296-72-1167（有）デパート きくち 笠間 T.0296-72-1129 本戸 T.0296-71-5252湊 屋 本 店

笠間 T.0296-72-3109き ら ら 館

笠間 T.0296-72-0087 笠間 T.0296-72-1248ふとんの菊地 タナカヤ呉服店 来栖 T.0296-72-0925いなり食堂

省エネ家電品

酢豚定食

1,080円以上お買い上げ 生とうふ1丁サービス

下市毛 T.0296-72-3340清水電機商会 笠間 T.0296-72-7968スウィート・ヘアー美容室

お買い上げ

羽毛ふとんリフォーム 店内全品10%OFF ラーメンセット10%OFF!特選品カタログ
の値段から 布団カバー進呈！

シングル20,520円より
ダブル31,320円より

800円▶650円A.B.C
各セット

1,380円▶1,200円

グンゼ肌着（紳士用・婦人用）

笠 間 焼パン1,000円以上お買い上げ 200円▶0円
ドリンク通常金額

陶器全品▶10％OFF

稲田 T.0296-74-2052（有） 大本自動車

オイル交換 1ℓ864円▶1ℓ432円
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チャイナ
ハウス 

価格から▶20%OFF

赤坂 ポレポレ2F T.0296-70-1833Picot 笠間ポレポレ店

防水or脱臭スプレープレゼント
5,000円以上お買い上げのお客様に

泡トリートメント 1,080円
▼

無　料
パーマ・ヘアカラーされた方

通常価格から
▼

30%OFF!
常陸牛ギフト用折詰 10,000円

▼
8,000円

各種▶30%OFF!薪ストーブ

グッドリッチストーブ 石井 T.0296-72-5440イトウ家具センター

ソファ又はリクライナー 39,800円以上
お買い上げのお客様に

▼
メンテナンス用品
プレゼント

88店舗

笠間市内

GOOD LIFE
PASSPORT
笠間グッドライフパスポート

笠間市商工会
2017.3.17（金）～2017.6.30（金）

参
加
店
は
、

　
の
ぼ
り
旗
が
目
印
で
す 右記の販売店・各参加店にて、パスポートを購入（900円税込）してください。詳細はパスポートに記載

3/17（金）笠間市内 88店舗及び事業所での
笠間グッドライフパスポートサービス開始！
［利用期間は、明日から 6/30（金）まで。］1店舗につき 1回～3回まで利用可



㈱笹目宗兵衛商店 笠間 T.0296-72-0021 スズキアリーナ笠間 笠間 T.0296-71-1088

全 商 品

モン・ラパン 森田屋 お祝い袋笠間 T.0296-73-0020 石井 T.0296-72-3761 ファミリーショップ　　かねだい 石井T.0296-72-1141

南友部 T.0296-71-5710

Aランチ

お買い上げ価格▶20%OFF!

㈱タナカ 笠間国道給油所 寺崎 T.0296-72-7545

車内グルーミング

割 烹  天　芳 笠間 T.0296-72-0148

乾杯用地酒

各種▶20%OFF!
オプションプレゼント！

 小型車（
新車）

ご成約なら
スズキ純正

 オプション

 軽自動車
（新車）

ご成約なら
スズキ純正

 オプションスズキ純正
 オプション

スズキ純正
 オプション

 小型車（
新車）

ご成約なら
 軽自動車

（新車）

ご成約なら
 小型車（

新車）

ご成約なら
 軽自動車

（新車）

ご成約なら

※フロアマット・ドアバイザー・ボディコートは対象外となります。商用車・ワゴンＲ FX 限定プライス車は対象外となります。
※オプションプレゼント金額はすべて部品代+取付費の合計で消費税を含みます。オプションプレゼント金額を超える代金については
ご成約者の負担とさせていただきます。また、総額がオプションプレゼント金額に満たない場合の返金・値引きは出来ません。

スズキの
日

スズキの
日

スズキの
日

新車ご成
約特典2

新車ご成
約特典2

新車ご成
約特典2 オプションプレゼント！オプションプレゼント！

新車ご成約スズキ純正オプションプレゼント！
新車購入時

㈲永山スポーツ 笠間 T.0296-72-4708

ソフトテニス ガット張替え ガット張替1,050円
▼

工賃0円

2,100円▶1,900円

小伊勢屋  友部駅前 T.0296-77-0015

今治タオル製品

お食事処 いこい 鯉渕 T.0296-77-0454

グラスワーカー サクライ 東平 T.0296-78-5515

旭町 T.0296-77-4779

ポークソテー定食

山口美容室 東平 T.0296-77-0278

お祝い袋 1,500円▶1,200円 食料品 日用品など

㈱アンツ 

エアコンクリーニング

10%割引

-OIWAIBUKURO-

大

12,960円▶9,800円

リンダクリーン
システム事業部

  540円～10,800円
▼

30%OFF

かくらい 平町 T.0296-77-0231

ギフト当店割引価格から さらに5%OFF弱酸性 メーキング・トリートメント

シャンプーリンスセット
プレゼント!

毛染め 7,210円
トリートメント 6,180円

▼

コーセー化粧品

サンプルの提供

2,000円以上
お買い上げのお客様

▼

綜合衣料 長谷川 東平 T.0296-77-0134

1,800円▶1,300円コーヒー付 アルミホイール

レンズ全種類

学習塾 絆 笠間校 八雲 T.0296-73-6908

お試し体験無料個別授業券

いそべ陶苑販売センター
＆そば処一休庵 平町 T.0296-77-3482

笠間焼・陶芸体験

メガネのサクライ 中央 T.0296-78-0056

米のあおき 青木商店 八雲 T.0296-77-0052

全商品 20%OFF

デイサービス 福楽縁 大田町 T.0296-71-6555

無料体験介護サービス

小原 T.090-4716-2722

エステ

FU-FU hair&comono 東平 T.0296-73-4522

毛髪改善トリートメントサイコロ米 プレゼント

くるま工房笠間㈱ 住吉 T.0296-70-5202

オイル交換

ガレージ・サクライ 大田町 T.080-1330-9630

レンタルガレージDIY愛車カスタム塾

鉄板焼き工房 あっちっち 東平 T.0296-78-5748

とん平焼き

41,000円▶20%OFF!

定価▶20%OFF!

540円～▶20%OFF!洗　車 

旭町 T.0296-77-2917

美原 T.0296-77-6016

㈱ 旭 商 事

定価▶60%OFF!オーダーカーテン

㈱ 大信建商

1ℓ1,080円▶1ℓ540円
1時間 3,000円▶無料

700円▶500円 無料 1,185円▶初回無料

（当店オリジナル米ギフト）
2,000円以上のお買い上げの方に 笠間焼 5,000円まで10%OFF

 5,000円以上20%OFF
陶芸体験 1,200円を  10%OFF
そ　ば 1,020円      はしおき
                 プレゼント！

6,300円▶3,150円 フェイシャルコース
お試し体験 1,080円▶500円

ビューティースタジオ Happy Bear

5名様以上のご利用▶冷酒サービス

当店お買い上げの方に

パスポート販売店のご案内
※販売時間は各店の営業時間です。

※商工会は平日のみ 9:00～16:00
　まで販売します。

※無くなり次第販売終了となります。

【笠間地区】 ポレポレシティ サービスカウンター　川又書店（ポレポレ店）
 セブンイレブン（笠間手越店・笠間石井店・笠間昭和町店・笠間才木店）
 ファミリーマート（笠間中央店・笠間近森店）
【友部地区】 Wonder  Goo  友部店　セイコーマートおぬまや店
 セブンイレブン（友部八雲店・友部旭町西原店・笠間美原３丁目店・友部旭平店）
 ミニストップ（友部湯崎店・笠間鯉淵店・笠間美原店）  ファミリーマート（笠間東平店）
【岩間地区】 セブンイレブン（笠間土師店・笠間下郷店・岩間泉店・笠間押辺店）
【商工会】 笠間本所・友部事務所・岩間事務所右記の販売店・各参加店にて、パスポートを購入（900円税込）してください。詳細はパスポートに記載



監視モニター
プレゼント！！

定食セット（ライス・味噌汁・お新香）

縁無畳縁付畳

浴室　１６，２００～／式トイレ　￥１０，８００～／式

レンジフード・換気扇　￥１２，９６０～／台シンク・流し台　￥１０，８００～／式

自然整体院 桑原 鯉渕 T.0296-78-0020

整体・骨盤修正・美容整体 各コース1,000円引き

マツダオートザム 友部 旭町 T.0296-77-1136

オイル交換

㈱アンツ 南友部 T.0296-71-5710

ハウスクリーニング
全サービスメニュー

橙雅交通㈱ 平町 T.0296-78-5441 Hair space M 旭町 T.0296-71-9959

お顔そりルーム（女性専用） 下郷 T.0299-45-2213

吉岡 T.0299-45-3796

おとなの修学旅行

フォトショップ セキ 中央 T.0296-77-1233

スタジオ記念撮影

メンズカット（フルコース）

「はなさか」 橋爪 T.0296-77-5110

ドリンクサービス　ドリンク1本

1ℓ1,000円▶1ℓ800円 お試し参加 5,400円
登  録  料   8,640円▶0円 200円OFF

笠間市
いこいの家

リンダクリーン
システム事業部 

20%OFF! 14,256円▶10,000円 エステ （スタンダードコース）

クイーンアリス
メナードフェイシャルサロン 

6,480円▶2,160円

5,000円 ▶4,000円 

頭皮リンパマッサージとお顔そり美容法

鈴木理容所内

エンジンオイル交換+点検 1ℓ1,000円▶1ℓ700円

㈲ビークルショップ モチマル　下郷 T.0299-45-5101

各種キムチ5袋 2,500円▶2,250円

キムチ工房 かわさき 福島 T.0299-45-4452

自信作 コシヒカリ10Kg・八郷 コシヒカリ10Kg

（有）こ　く　や 下郷 T.0299-45-2313

2人用ソファー

「ぽるて」 32,000円▶25,000円

岩間家具センター 吉岡 T.0299-45-5480

丸から（から揚げ）4ヶ入り 240円▶1ヶ サービス

セブンイレブン 岩間泉店・笠間押辺店 泉 T.0299-45-8642

豚肉とキャベツの
コチュジャン炒めラーメン 750円▶700円

あ じ 彩 押辺 T.0299-45-1231

オイル交換特別価格 SN5W-30 1ℓ756円
SN0W-20 1ℓ972円
　　　　▼
SN5W-30 1台1,980円（3,000CCまで）
SN5W-30 1台   980円（軽自動車）
SN0W-20 1台2,480円（3,000CCまで）
SN0W-20 1台1,480円（軽自動車）

ミスタータイヤマン しばやま市野谷 T.0299-45-3180

畳工事一式 1畳8,000円以上の畳工事
（6畳から） 10%OFF!

岡島畳店 市野谷 T.0299-45-6491

焼肉定食 950円▶750円 

押辺 T.0299-45-2839宝　珍

カタログギフト全品 20%OFF!

アイモール イチカワ 下郷 T.0299-45-3151

お茶等ドリンク1ケースサービス

㈱丸藤交通・丸藤観光 下郷 T.0299-45-6463

くりしるこ「ほっ」1,587円▶1,166円

いわまの栗や 小田喜商店 吉岡 T.0299-45-2638

エンジンオイル交換半額 工賃無料

持丸自動車修理工場 泉 T.0299-45-2274

マヌカハニー（マヌカ蜂蜜）3,672円～11,016円
▶10%OFF!

ひろみ化粧品店 下郷 T.0299-45-2078

店内全品10%OFF!

靴のヤスエヤ 下郷 T.0299-45-2243

ちょこっとお菓子プレゼント

新星観光バス㈱ 福島 T.0299-45-2000

若甦内服液G追加サービス 通常本数 サービス本数

  5本+1本→  5本+  2本
15本+4本→15本+  7本
25本+8本→25本+13本

㈲菅谷薬局 下郷 T.0299-45-0158

パスタ Cセット ▶1,500円1,782円～
1,790円

グリーンファーム 下郷 T.0299-45-5104

全商品にバニラアイスクリームサービス

食事処ぐるめ 土師 T.0299-45-7181

「トンテキ」単品注文に付定食セットサービス

さんてす 泉 T.0299-45-5929

ヘッドライト磨き 6,000円▶3,000円

グレード・ワン 下郷 T.0299-45-2445

防犯カメラ・防火システム 監視モニターをプレゼント

㈱ ガ イ ア 下郷 T.0299-45-8525

ファミリーメモリーズ 25,000円▶16,000円

川上印刷 下郷 T.0299-45-6736

1ℓ756円▶1ℓ378円

3,800円 ▼3,400円 3,400円 ▼3,000円


