【 29 年度 協賛店舗一覧 】
★ アクロス友の会「会員カード」の提示で特典をご利用いただける協賛店 ★

おもて

下記協賛店及び協賛内容は予告なく変更になる場合がございます。ご利用の際はご確認をお願いいたします。
hos hosi
本サービスと他の割引サービスとの併用はできません。

（ アクロス館内 ）
店
舗

名

特

典

内

容

（平成 29 年 4 月 1 日現在）
取扱商品・サービス
備 考

飲物 100 円割引（一部商品を除く）
珈琲のシャポー アクロス店

（１Ｆ） ※注文時に会員証を提示

喫

茶

092-725-9122

喫

茶

092-725-8556

定

食

092-712-7010

※福岡ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ ﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰでの利用不可
( (公財)ｱｸﾛｽ福岡喫茶コーナー （１Ｆ） 50 円割引 ※注文時に会員証を提示

飲
食
店

定食メニュー代金の 10％割引（飲料・単品メニュー

味の正福

（Ｂ２Ｆ）

実演手打ちうどん 杵屋

（Ｂ２Ｆ） 定食 10％割引

和食（うどん）

信州そば処 そじ坊

（Ｂ２Ｆ） 全品 10％割引

和食（そ ば）

ワイン食堂 ミシェル

（Ｂ２Ｆ） 全商品 5％割引（ランチ及びセットは除く）

菊竹珈琲堂

（Ｂ２Ｆ）

ＭＫレストラン

は除く）※ご精算前に会員証を提示

スウィートポテトセット 550 円を 500 円
ホットケーキのセット各種 50 円割引
ソフトドリンク１杯サービス

アクロス福岡店（Ｂ２Ｆ） ※優待対象：会員のみ ※注文時に会員証を提示

パン・ナガタ

（Ｂ２Ｆ）

Ｊ’s 旅道具 JTB Travel Goods Shop

※ご精算前に会員証を提示

アクロス福岡店 （３Ｆ）

10％割引（特価品、書籍、海外土産品を除く）
パスポート写真（カラー2 枚）半額割引

アクロス福岡店 （３Ｆ）

10％割引（特価品、書籍、海外土産品を除く）
証明写真(ｶﾗｰ 2 枚）1,200 円を 600 円（半額）

レッドホース

物
販
・
サ
ー
ビ
ス

1,000 円以上のご購入で 50 円の割引

パスタ料理
喫

092-725-9097
092-716-1258
092-725-9077
092-771-3911

茶

しゃぶ鍋､飲茶､
北京ダックなど
パ ン
（ﾃｲｸｱｳﾄ・ｲｰﾄｲﾝ）
旅行用品､土産物宅
配、パスポート写真
旅行用品、土産物宅配、
証明写真

092-725-9008
092-725-3488
092-725-9030
092-722-6262

レジャープランの企画イベントへのご招待
又はご優待、特別格安優良旅行の案内、
株式会社レジャープラン

（３Ｆ）

レンタルスーツケース 5 日間無料貸出し、
他社パケージツアーの割引（基本旅行代金

092-725-9096

旅行代理店

の 3～5%）※申込時に会員証を提示
※優待対象：会員のみ
（２Ｆ） コエンザイムＱ１０を 10％割引

ＧＴ ＪＡＰＡＮ

婦人服、宝飾品、喫茶、
アンティーク等

092-724-4011

ＯＣＴＩＣ

（Ｂ１Ｆ） プロパー商品のみ

5％割引

婦人服、バッグ

092-725-9120

ＦＬＯＳ

（Ｂ１Ｆ） プロパー商品のみ

5％割引

婦人服、バッグ

092-725-8717

鍵盤楽器、管弦打楽器、
楽譜・音楽書販売

092-721-7621

ご購入金額 100 円(税込)に対し､通常１ﾎﾟｲﾝﾄが
㈱ヤマハミュージックリテイリング
５ﾎﾟｲﾝﾄ付与
福岡店
（Ｂ１Ｆ） 但し､３万円以上の楽器本体商品は､100 円(税込)に
対し１ﾎﾟｲﾝﾄ付与

（ アクロス館外 ）
店 舗 名
NEW

Au Bord d‘Eau Fukuoka
（オ・ボルドー・フクオカ）

特典内容

備 考

ご飲食料金 5％割引（※ご同行６名様まで ｲﾍﾞﾝﾄ時など一部対象外）

福岡市中央区西中洲６-８ １F & B1F

小売り商品 5％割引(※店頭購入のみ。ﾈｯﾄ販売､ｾｯﾄ販売等一部対象外)

※入店時または会計時に会員証をご提示

AIGNON (アニオン)
Water site OTTO
(ｳｫｰﾀｰ ｻｲﾄ ｵｯﾄｰ)

BLOSSO (ブロッソ)

ウェルカムドリンクサービス
※優待対象者:会員様及び同行者 ※注文時に会員証を提示
ドリンクバーセット(通常 400 円)をサービス
※優待対象者: 会員様のみ ※注文時に会員証を提示
飲食代から 10％割引（一部のメニュー・ドリンクを除く）
※優待対象者:会員様及び同行者(20 名様迄）
※精算時に会員証を提示

092-712-4470
http://vins-bordeauxfukuoka.com
福岡市中央区天神 1-15-14 高木ビル１F

092-717-3001
http://aignon.com/
福岡市中央区天神 1-16-1 西鉄イン 1F (ｱｸﾛｽ前)

092-714-3308
http://www.otto-web.net
福岡市中央区天神 1-16-1 西鉄イン 13F

092-712-5775 (直通）
http://www.blosso.jp/

（→うらにもアクロス館外の店舗のご紹介をしております）

アクロス友の会「会員カード」の提示で特典をご利用いただける協賛店

（平成 29 年 4 月 1 日現在）

( アクロス館外つづき )
店

舗

うら

名

特 典 内 容

珈琲のシャポー (本店)

飲物 100 円割引

㈱ヤマハミュージック
リテイリング (小倉店)

備 考
福岡市博多区下川端町 1-3

092-271-7795

ご購入金額 100 円(税込)に対し､通常１ﾎﾟｲﾝﾄが５ﾎﾟｲﾝﾄ付与
但し､３万円以上の楽器本体商品は 100 円(税込)に対し１ﾎﾟｲﾝﾄ付与

北九州市小倉北区魚町 1-1-1

093-531-4331

ソラリア西鉄ホテル

ﾚｽﾄﾗﾝ全店 10％割引 <ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾗｳﾝｼﾞ>トランスブルー（17F）
<鉄板焼>浅黄（17F）
宿泊料(室料)通常料金から 10％割引
婚礼 ｵｰﾙｼｰｽﾞﾝ:料理･飲物代 5％割引 / ｵﾌｼｰｽﾞﾝ：料理･飲物代 10％割引

福岡市中央区天神 2-2-43

092-752-5555

西鉄グランドホテル

直営ﾚｽﾄﾗﾝ（5 店舗）10％割引
（* ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ「マンジャーモ」
、鮨処「二宮」を除く）
宿泊料（室料）通常料金から 10％割引
婚礼 料理・飲物代 5％割引

福岡市中央区大名 2-6-60

092-771-7171

グランド･ハイアット･福岡

宿泊料（室料）通常価格から 10％割引

福岡市博多区住吉 1-2-82

092-282-1234

ﾚｽﾄﾗﾝ「チャコールグリル ケヤキ」食事代から 10％割引(ドリンク除く)
宿泊料（室料）通常価格から 10％割引
※優待対象者:会員様及び同伴者（レストラン・宿泊共）

福岡市博多区中洲 4-6-7

092-262-0109

ヒルトン福岡シーホーク

宿泊料(室料) 平日 通常価格から 20％割引
土､休日前､特定日 通常価格から 10％割引
※優待対象者:会員様のみ｡ 事前予約の上､ﾁｪｯｸｲﾝ時に会員証を提示

福岡市中央区地行浜 2-2-3

092-844-8111

ＫＫＲホテル博多

宿泊料（室料）通常価格から 20％割引
日本料理「萌木」会席料理 10％割引（夕食時に限る）

福岡市中央区薬院 4-21-1

092-521-1361

プラザホテル プルミエ

宿泊料（室料）通常価格から 10％割引

福岡市中央区大名 1-14-13

092-734-7600

プラザホテル 天神

宿泊料（室料）通常価格から 10％割引

福岡市中央区大名 1-9-63

092-752-7600

レゾネイトクラブくじゅう

宿泊料（1 泊朝食付室料）通常価格から割引
※ご宿泊の人数、季節により料金が異なります。
/例：平日 13,860 円
（2 名 1 室利用時 1 名あたり）を 11,550 円
（税金・ｻｰﾋﾞｽ料込み、入湯税 150 円別、施設割引料金適用）

大分県竹田市久住町大字有氏字広内 1773
0974-76-1223

久住高原コテージ

宿泊料（1 泊 2 食付室料）通常価格から割引
※季節により料金が異なります。/例：平日 9,240 円を 7,665 円（税
金・ｻｰﾋﾞｽ料込み、入湯税 150 円別、施設割引料金適用）

大分県竹田市久住町大字白丹 7571-23
0974-64-3111

西鉄旅行
天神支店
福岡支店
ソラリアプラザ旅行センター
小倉旅行センター
久留米旅行センター
その他の支店・営業所

主催旅行
「ハッピーツアー」 3％割引
「みちくさ」
3％割引
「バスハイク」
3％割引
※各種割引の重複及びクレジットカードでのお支払いは不可
※特定期間（年末年始､お盆､ゴールデンウィーク）は適用除外期間

天神：西鉄ｿﾗﾘｱｽﾃｰｼﾞﾋﾞﾙ 1F
福岡：中央区清川 1-7-12 3F
ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ：きらめき通り地下
小倉：西鉄魚町ビル 1F
久留米：西鉄久留米駅ビル内

主催旅行 「マッハツアー」 5％割引
「ベストツアー」 3％割引
「赤い風船」
3％割引
※オプショナルツアーは除く。また他の割引との重複割引なし。

九州法人:博多駅前 3-2-1 5F
092-451-0606
福 岡： 博多駅前 3-2-1 5F
092-431-7272
博多:博多駅中央街 1-1 JR 駅構内 092-472-3121

乗馬クラブ･クレイン福岡
乗馬クラブ･クレイン湯布院

乗馬スクール 1 回コ-ス(プライべ-トレッスン）通常料金から 30％割引
（税金別､保険・レンタル料別途必要）

福岡市東区西戸崎 1-1-7
由布市湯布院町塚原 1240-25

092-603-6255
0977-85-3400

博多 由布院・武雄温泉
万葉の湯

入館料 10％割引
※優待対象者:会員様及び同行者５名様まで(但し特別期間中は除く）

福岡市博多区豊 2-3-66

092-452-4126

福岡フローラルイン西中洲
かごしまﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ天文館

フローラルイングループ
各店宿泊料（室料）通常価格から 20％割引
※優待対象者:会員様及び同行者

西中洲:福岡市中央区西中洲 5-10 092-735-1100
鹿児島:鹿児島市山之口町 7-8
099-222-3344

ホテルパーレンス小野屋

宿泊料（1 泊 2 食付室料）通常価格から 10％割引
昼食料金（昼食＋入浴＋室料）通常価格から 5％割引
※但し年末年始・ＧＷ期間は除く
※優待対象者:会員様及び同行者… ﾁｪｯｸｲﾝ時に会員証を提示

朝倉市杷木久喜宮 1841-1

ホテルレガロ福岡

宿泊料（室料）通常価格から 20％割引
※優待対象者:会員様及び同行者 5 名まで。
※事前予約の上､ﾁｪｯｸｲﾝ時に会員証を提示

福岡市博多区千代 1-20-31

博多エクセルホテル東急

日本旅行

九州法人支店
福岡支店
ＴＩＳ博多支店

※注文時に会員証を提示(優待対象者:会員様のみ)

092-741-4952
092-525-2211
092-733-7701
093-521-1888
0942-33-2233

0946-62-1120

092-651-7611

（←おもてにもアクロス館内店舗および新規加入店、一部の館外店舗のご紹介をしております）

