東広島芸術文化ホールくらら友の会
くららフレンズ 会員特典協力店
平成29.5.16現在
店舗名
飲
食

飲
食

KURARA CAFÉ
ソラオト
と屋

飲
食

地場飯と地酒 満天

飲
食

とんかつ 一久

飲
食

靴

衣
料
品

印
刷

印
刷

文
具

西條くぐり門珈琲店
靴の修理・合カギ
ami
元屋 西条店

今谷印刷株式会社

株式会社石井印刷所

西田額縁店

特典内容

施設情報
東広島市西条栄町7番19号
（東広島芸術文化ホール くらら内）
電話 082-423-0025

全品10％割引（ただし、一部の商品、お昼のサービスランチは除く）

東広島市西条栄町6-25

ご飲食代金10％割引

電話 082-422-0070

東広島市西条栄町1-4 フラットホーム1F
電話 082-423-1711

東広島市西条西本町17-3 メセナ西条1F
電話 082-423-7475
739-0011
東広島市西条本町17-1

ご飲食代金10％割引
ご飲食代金10％割引
（ただし、サービス定食は除く）
2Fカフェドリンク20％割引（他の割引と併用不可）

電話 082-426-3005
739-2121
東広島市高屋町小谷3389-1
土日のみ営業 10：00～17：00
電話 082-426-3415

靴の修理のみ10%割引

739-0016
東広島市西条岡町4-7

呉服 8％割引（学生制服は除外）
※平成28年1月1日以降適用

電話 082-422-2233
739-0041
東広島市西条町寺家6608

見積り無料。納品時、サンプルをサービスいたします。

電話 082-422-2714
739-0016
東広島市西条岡町9-17

文具商品 定価より10％引き
※印刷物および特価品は除く

電話 082-423-2173
739-0015
東広島市西条栄町6-20
ラ・フォーレ西条4階
電話 082-421-4870

全品10％引き(一部商品を除く）

ブログ：http//blog.livedoor.jp/nishidagakubuchiten/

不
動
産

有限会社
ランドプランニング

飲
食

串やき鳥 くらのすけ
（㈱ヨンナナカンパニー）

飲
食

地酒と野菜肉巻き串
ちゅうしん蔵
（㈱ヨンナナカンパニー）

楽
器
店
音
楽
教
室

有限会社
ハママツ楽器

739-0011
東広島市西条本町11-26

仲介手数料 10%引き

電話 082-421-5855
739-0042
東広島市西条東815溝手ビル 1階

名物 焼きとんそく 1皿

電話 082-422-1165
739-0011
東広島市西条本町13-3

2階

名物 美酒焼ハーフサイズ 1皿

電話 082-437-4774
739-0042
東広島市西条町西条東907-1

楽器用品5～10%割引（楽譜、特価品を除く）

電話 082-423-0777
739-0011
東広島市西条本町8-21

もりてつや音楽教室

・レンタルレッスン室使用料 10%割引
・入会金 10%割引
・もりてつや音楽教室主催の有料コンサートチケット代金割引
(割引率はコンサートによって異なります。)

電話 082-423-2480
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東広島芸術文化ホールくらら友の会
くららフレンズ 会員特典協力店
平成29.5.16現在
店舗名

特典内容

施設情報
739-0007

旅
行

株式会社JTB中国四国
東広島ゆめタウン店

海外旅行（ルックJTB）、国内旅行（エースJTB）の基本
料金に対してJTBトラベルポイント6倍（旅行代金3％相当）
または旅行代金3％値引き※一部商品により利用できない
場合がありますので、店頭にてご確認ください。

東広島市西条土与丸1-5-7
ゆめタウン東広島 別館2階
電話 082-423-0970

739-0024
飲
食

東広島市西条町御薗宇6754

株式会社 さくらや

季節の生菓子（4個入り） 50円割引
電話 082-423-5304
739-0024

映
画

T・ジョイ 東広島
フジグラン東広島SC3階

飲食売店にてセットメニュー100円引き
※数量限定商品を除く
※その他クーポンとの併用不可

東広島市西条町御薗宇4405
電話 082-493-6781
739-0025

美
容
院

東広島市西条中央2丁目1-4-1階

CANARY

全メニュー クイックトリートメント1,080円相当 サービス

電話 082-426-4001

ﾎｯﾄﾍﾟｯﾊﾟｰﾋﾞｭｰﾃｨ
CANARY

検索

739-2313
乗
馬

東広島市豊栄町清武12461-2

乗馬スクール（騎乗時間45分）5,400円（税込)を
30％off 3,780円（税込）でご優待

乗馬クラブクレイン東広島
電話 082-420-3970
739-0044

飲
食

サルディーニャ リゾート

東広島市西条町下見3022-5
ギャラリープラザ1F
電話 082-493-6605

会員カード提示で、お連れ様全員セットメニュー
ご注文のお客様ドリンクのおかわり１回サービス

739-0014
ホ
テ
ル

東広島市西条町５番１０号

ホテルサンライズ21

(東広島警察署横）
電話 082-431-3232
FAX 082-431-3733

ご宿泊者様会員カード提示で
ミネラルウォーター１本サービス

reserve@hotel-sunrise21.com
739-0025
飲
食

欧風食堂 ビストロパパ

東広島市西条中央7-2-3

食後のデザート盛り、１皿プレゼント

電話 082-424-8808
FAX 080-424-8808
739-0011

飲
食

居酒屋 郷土料理
しょうの助

東広島市西条町12-5 賀茂泉館1階
電話 082-424-2088
FAX 082-424-2088

ソフトドリンク１杯サービス

739-0016
飲
食

西条公会堂

東広島市西条岡町10番24号
第10内海ビル2階
電話 082-422-5321

会員ご本人様
ケーキご注文の方ドリンク1杯サービス

739-0016
飲
食

くぼまち割烹しんすけ

東広島市西条岡町6番9号

お味噌汁を鯛のあら汁に変更できます。

電話 082-422-7950
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