
得得ポイントパートナー店でお食事またはお買物をするだけでカードご利用ポイントが2倍となります。
P-0012（2021.10）

とちぎんカードにはお得に「お得」が付いてくる。
得得ポイントパートナー店で「とちぎんカード」を

使ってお支払いいただくと

地 域 優 待 サ ー ビ ス で ま す ま す お 得 に ! !
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とちぎんカード・サービス

参加登録不要

個人会員様限定
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プレゼント
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得得ポイント2倍に!
抽選で合計

30
名様に 期間中、得得ポイントパートナー店で、とちぎんカード（JCBカード、MUFGカード、アメリカン・エキスプレス®・カード）を

1万円以上ご利用いただいたお客様の中から抽選で「すし華亭お食事券5,000円分」を10名様、「カンセキクーポン券
5,000円分」を10名様、「JCBギフトカード5,000円分」を10名様にプレゼントいたします。（各々のカードご利用額1万円分を
1口として抽選となります。）
【ご注意事項】キャンペーン期間中のご利用金額を自動集計し、キャンペーン終了後抽選を行います。
【当選者の発表】当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。なお、賞品の郵送先は、とちぎんカード・サービスに登録の住所へお送りします。

〈キャンペーン期間〉2021年10月16日（土）～2022年4月15日（金）
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とちぎんカードを持って、お食事・お買物へGO!
得得ポイントパートナー店でのお食事・お買物時に、
とちぎんカード・サービス発行のクレジットカード※1を

ご利用いただくと、もれなくポイント※2を2倍付与いたします。
※1 とちぎんJCBカード、とちぎんMUFGカード、とちぎんカード・アメリカン・エキスプレス®・カードのいずれか
※2 ポイントとは、株式会社ジェーシービー、三菱UFJニコス株式会社がそれぞれ行っているポイントサービスのことです。

※本ご案内に掲載の各種情報は2021年4月現在のものです。内容等を変更する場合がございますのでご了承ください。

とちぎんカード「得得ポイントパートナー店」のご紹介

株式会社とちぎんカード・サービス 営業部
●詳細は、https://www.tochigin-card.co.jp/

TEL.028-636-8111
《受付時間》

AM9：00 ～ PM5：00（土・日・祝は休み）とちぎんカード 検 索

奴寿司 〒320-0053　栃木県宇都宮市戸祭町3027-1

奴寿司（日光店）
栃木県日光市今市本町20-7
TEL.0288-22-6627

すし華亭
■長　岡　店　栃木県宇都宮市長岡494-1 ■簗　瀬　店　栃木県宇都宮市城東1-9-17
 TEL.028-600-1551 TEL.028-610-7333
■自治医大店　栃木県下野市祇園2-3-1 ■宇都宮中央店　栃木県宇都宮市江野町1-15
 TEL.0285-39-8724 TEL.028-666-8754

奴寿司 華月
栃木県宇都宮市戸祭町3031-1
TEL.050-5797-2656

INDIGO85
栃木県宇都宮市江野町1-15
シンボルロード沿い
TEL.028-651-0085

奴寿司のホームページはこちら　URL https://www.yacco.asia/

ワイルドワン
■WILD-1 宇都宮駅東店
〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉4-14-8
TEL.028-633-1182

■WILD-1 小山店
〒323-0820　栃木県小山市西城南3-22-5
TEL. 0285-27-8400

■WILD-1 西那須野店
〒329-2753　栃木県那須塩原市五軒町5-41
TEL. 0287-37-8811

■WILD-1 高崎店
〒370-0069　群馬県高崎市飯塚町103-1
TEL. 027-363-7511

■WILD-1 伊勢崎店
〒372-0801　群馬県伊勢崎市宮子町3630-5
TEL. 0270-20-7171

■WILD-1 前橋みなみモール店
〒379-2143　群馬県前橋市新堀町1041
TEL. 027-212-3678

■WILD-1 水戸店
〒310-0836　茨城県水戸市元吉田町1779
TEL. 029-248-5571

■WILD-1 イオンモールつくば店
〒305-0071　茨城県つくば市稲岡66-1-C
TEL. 029-838-5655

■WILD-1 越谷レイクタウン店
〒343-0828　埼玉県越谷市レイクタウン9-1-29
TEL. 048-990-1155

■WILD-1 入間店
〒358-0006　埼玉県入間市春日町1-3-14
TEL. 04-2960-3131

■WILD-1 ふじみ野店
〒356-0042　埼玉県ふじみ野市東久保1-1-27
TEL. 049-269-6863

■WILD-1 郡山店
〒963-0201　福島県郡山市大槻町字針生西11-1
TEL. 024-931-5180

■WILD-1 印西ビッグホップ店
〒270-1335　千葉県印西市原1-2
TEL. 0476-40-6112

■WILD-1 幕張店
〒275-0023　千葉県習志野市芝園1丁目2番1号
TEL. 047-451-0080

■WILD-1 デックス東京ビーチ店
〒135-0091　東京都港区台場1-6-1ﾃﾞｯｸｽ東京ﾋﾞー ﾁ・ｱｲﾗﾝﾄ゙ ﾓｰﾙ5階
TEL. 03-3599-5311

■WILD-1 多摩ニュータウン店
〒192-0364　東京都八王子市南大沢1-22-16
TEL. 042-670-7550

■WILD-1 厚木店
〒243-0816　神奈川県厚木市林4-20-17
TEL. 046-297-1177

■WILD-1 仙台泉店
〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央2-11-8
TEL. 022-371-7611

■WILD-1 仙台東インター店
〒983-0024　宮城県仙台市宮城野区鶴巻1-22-55
TEL. 022-254-8780

■WILD-1 名古屋守山店
〒463-0035　愛知県名古屋市守山区森孝3-115
TEL. 052-777-3120

■WILD-1 京都宝ヶ池店
〒606-0006　京都府京都市左京区岩倉西五田町41
TEL. 075-781-2555

■WILD-1 ブランチ博多店
〒812-0044　福岡県福岡市博多区千代一丁目2-1
TEL. 092-402-0401

ワイルドワンのホームページはこちら
URL https://www.wild1.co.jp/

ワイルドワンは1984年創業のアウトドアライフストアです。

オフハウス
■オフハウス 宇都宮西川田店
〒321-0158　栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
TEL:028-684-0027

■オフハウス 鹿沼店
〒322-0028　栃木県鹿沼市栄町2-16-2
TEL:0289-60-3010

■オフハウス さくら氏家店
〒329-1312　栃木県さくら市櫻野1048
TEL:028-681-6833

■オフハウス 黒磯店
〒325-0062　栃木県那須塩原市住吉町4-7
TEL:0287-60-3939

■オフハウス 佐野店
〒327-0844　栃木県佐野市富岡町173-1
TEL:0283-20-1523

■オフハウス 足利店
〒326-0042　栃木県足利市助戸東山町927-1
TEL:0284-44-4811

■オフハウス 新白河店
〒961-0854　福島県白河市字高山26-1
TEL:0248-21-1877

■オフハウス 下館店
〒308-0847　茨城県筑西市玉戸1001-14
TEL:0296-26-7111

■オフハウス 館林店
〒374-0042　群馬県館林市近藤町178-96
TEL:0276-76-9009

オフハウスのホームページはこちら
URL https://www.hardoff.co.jp/offhouse/

衣類、家具、生活用品からスポーツ用品まで幅広く買取・販売。

▲カンセキグループのWILD-1およびオフハウスが対象です。「ホームセンター」は対象外となりますのでご注意ください。

人形会館 鈴為 総本店
〒320-0026　栃木県宇都宮市馬場通り2-3-4
TEL.028-636-3320

■バンバ通り本店
〒320-0026　栃木県宇都宮市馬場通り2-3-4
TEL.028-636-3320

■人形会館 駅東店
〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉6-4-10
TEL.028-660-1010

■人形会館 大曽店
〒320-0014　栃木県宇都宮市大曽4-2-15
TEL.028-622-1818

■人形会館 日光今市店
〒321-2335　栃木県日光市森友1509-17
TEL.0288-23-0023

人形会館 鈴為のホームページはこちら URL http://www.suzutame.com

お子様のすこやかな成長を願って

北関東最大級の大量陳列

人形会館 鈴為は、
創業元禄六年（1693年）江戸時代より

三百十余年の伝統を誇る
人形専門店です。
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