
伊豆かかりつけ湯は 

アスルクラロ沼津を応
援します！

日帰り温泉がおトクに！
サービスをご利用の際は下記のいずれかを各店舗にご提示ください。

詳細案内 　
クーポン画面は▶

こちらから 　
● 試合観戦チケットの半券　 ● HPのクーポン画面
● アスルクラロ沼津（またはアウェーチーム）の応援グッズ等
HPもご覧ください。地図から温泉を探せます。　http://www.espo.itiinc.co.jp/azul-claro/ 

主催

2018年3月末
まで実施

伊豆長岡 天坊
＜利用可能時間＞
11:00～14:00
15:00～20:00
☎ 055-947-1919
p伊豆の国市長岡431-1
日帰り入浴料金
大人1,650円→1,250円
小人850円→450円

伊豆まつざき荘
＜利用可能時間＞
14:00～17:00
☎ 0558-42-0450
p松崎町江奈210-1
日帰り入浴料金
大人1,000円→500円
小人500円→250円

玉翠館
＜利用可能時間＞
14:00～18:00
☎ 0557-23-2170
p東伊豆町奈良本971-1
熱川温泉 湯めぐりチケット（3枚
綴り￥1,200）をご利用ください。
入浴後のドリンクコーナー
利用可（ハーブティーなど無料）
※通常、宿泊の方のみ利用可

大成館
＜利用可能時間＞
14:00～22:00
☎ 0557-68-2221
p熱海市下多賀141
日帰り入浴料金
1,080円→972円
※貸切風呂は利用不可

月の栖 熱海聚樂ホテル
＜利用可能時間＞
13:00～21:00
☎ 0557-81-5181
p熱海市田原本町2-19
日帰り入浴料金
2,000円→1,800円

堂ヶ島アクーユ三四郎
＜利用可能時間＞
12:00～15:00
☎ 0558-52-0346
p西伊豆町仁科2145
日帰り入浴料金
1,180円→680円

懐かしの自然湯 熱川温泉一柳閣
＜利用可能時間＞
平日のみ・15:00～18:00
☎ 0557-23-1133 
p東伊豆町奈良本987-1
日帰り入浴料金1,500円
※熱川温泉 湯めぐりチケット
（3枚綴り￥1,200）でも可 
温泉たまご体験無料

ニューウェルサンピア沼津
＜利用可能時間＞
10:00～20:00
（受付終了19:00）
☎ 055-922-5555
p沼津市宮本80-27
日帰り入浴料金
820円→720円

ホームゲーム
当日のみ

萌樹
＜利用可能時間＞
11:00～21:00
☎ 055-947-1100
p伊豆の国市長岡983-26
日帰り入浴料金640円
フェイスタオル
貸出しサービス
※木曜定休
※要予約

ホテル サンバレー富士見
＜利用可能時間＞
12:00～21:00
☎ 055-947-3100
p伊豆の国市古奈185-1
日帰り入浴料金1,000円
※通常は日帰り温泉利用不可
フェイスタオル
プレゼント

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭
＜利用可能時間＞
12:00～21:00
（火のみ15:00～21:00）
☎ 0557-37-3133
p伊東市猪戸2-3-1
日帰り入浴料金
大人1,000円→500円　
小人500円→250円

旅館 立花
＜利用可能時間＞
14:00～20:00
☎ 0557-81-3564
p熱海市昭和町5-13
日帰り入浴料金1,080円
伊豆の天然水１本
（500mℓ）プレゼント

伊豆かかりつけ湯は、
「良質な温泉とおもてなし」をコンセプトに
活動する伊豆の旅館のネットワークです。

※混雑状況により、ご利用いただけない場合がござい
　ますので、各施設までお問い合わせください。
※タオルはご持参ください。



スポーツバル開催日（ホームゲーム開催日）

主催

全力応援の後は
スポーツバルで
盛り上がろう！

スポーツバルとは、アスルクラロ沼津の

ホームゲーム開催日だけの
おトクなサービスです！
サービスをご利用の際は下記のいずれかを各店舗にご提示ください。

スポーツバルHP

▲
詳細案内

クーポン画面は
こちらから

●試合観戦チケットの半券　●HPのクーポン画面
●アスルクラロ沼津（またはアウェーチーム）の応援グッズ等

vs ガイナーレ鳥取
8/20㊐

vs FC東京U-23
9/2㊏

vs カターレ富山
9/17㊐

vs Y.S.C.C.横浜
10/1㊐

vs セレッソ大阪U-23
10/29㊐

vs ＳＣ相模原
11/5㊐

vs ＦＣ琉球
11/19㊐

vs 栃木ＳＣ
12/3㊐

フレンチ・イタリアン 中華・アジアン カフェ・喫茶 バー和食 その他洋食 物販店

ごはんかふぇ はなまる
☎055-973-1317 アネックス3Ｆ
お食事とセットでのご注文の方限定 
ドリンクバー サービス

げ～むｄｏ！
☎055-983-3062 アネックス3F
お１人様1回限り 
メダル30枚プレゼント

オレンジポット
☎055-976-8280 アネックス1Ｆ
クレープご注文のお客様で、
1会計につき1杯まで
ソフトドリンクプレゼント

パスタ屋 一丁目
☎055-971-9623 本館1Fフードコート
お食時注文のお客様1品ご注文に
つきドリンクひとつ100円引き

Ｓｏｙｖｅｇｅ
☎055-981-8952 本館1Fフードコート
カレー1杯につきトッピング1つサービス

近畿日本ツーリスト
☎055-916-8800 シネマ棟1F
旅行お申し込みの方 
ハンドタオルプレゼント

ラーメン創房 玄
☎055-981-8954 本館1Fフードコート
ラーメン1杯ご注文につき1皿対象　
餃子半額

たもん庵
☎055-976-9600 本館1Fフードコート
うどんをご注文のお客様限定 うどん大盛り 
または各種トッピングの中から1種類サービス

サニーズ・カフェ
☎055-981-8951 本館1Fフードコート
お１人様1点限り タピオカミルクティー
通常価格330円→250円

コッコ屋
☎055-972-5900 本館1Fフードコート
オムライスご注文の方限定 大盛無料
又はドリンク全品100円引き

笑たこ
☎055-975-3987 本館1Fフードコート
たこ焼き1舟ご注文につき
1ドリンクサービス

アフラックサービスショップ
☎0800-200-8500 シネマ棟1F
各試合 先着5名様　
アフラックグッズプレゼント

ＡＢＣチケット
☎055-973-3388 シネマ棟1F
各試合 先着5名様　
スティッチ巾着袋プレゼント

ナチュライフビューティラボ 温若
☎055-981-8962 シネマ棟1F
3,000円以上施術かお買物いただ
いた方 美肌ブレンドティー コラー
ゲンフェイシャルティープレゼント

伊豆高原ケニーズハウス
☎055-981-8849 本館1F
タピオカドリンク ＡＬＬ150円

ナチュライフ
☎055-981-8842 本館1F
2,000円以上お買上げいただいた方 
オーガニックりんごジュース1本
プレゼント

竹茗堂茶店
☎055-981-8843 本館1F
1,080円（税込）以上お買上げの方
のみ ウス茶糖1袋（5本入り）をプレ
ゼント 【先着20名様限定】

御菓子処 雅心苑
☎055-981-8832 本館1F
1,000円以上お買上げのお客様 
５％OFF

ミスタードーナツ
☎055-981-8852 本館1F
セット以外の商品 5％ＯＦＦ
（一部対象外商品あり）

ビアード・パパ
☎055-981-8861 本館1F
お会計から5％ＯＦＦ

セガワールド
☎055-972-5430 本館2F
ＵＦＯキャッチャーｏｒメダル20枚
サービス ※18歳未満のメダルご利
用は保護者同伴、１人1回限定

シネプラザサントムーン
☎055-983-1800 シネマ棟2F
ポップコーンセット50円引き 
通常価格570円→520円 
御本人様のみ有効

リアット！
☎055-971-9971 本館1F
靴修理をお出しいただいた方 
靴磨き、ブラッシングの無料サービス

静岡ガス エネリアショールーム柿田川
☎055-991-5010 シネマ棟1F
簡単なアンケートにお答えいただい
た方のみ ドリンク1杯サービス

Cannery Row 富士青葉店
☎0545-62-9200 
富士市米之宮町141
お一人様、200円OFF

隠れCafe びーだま
☎050-5783-3192 
清水町徳倉1181-1 
お会計より10％OFF
またはパーティープラン（要予約）
7名以上利用で1名様無料

Cannery Row 柿田川店
☎055-981-3858 
清水町柿田148-1
お一人様、200円OFF

赤ホルモンスコップ長泉下土狩店
☎050-5785-7215 
長泉町下土狩1321ケニーズ・ビル2F
お会計より10％OFF
またはパーティープラン（要予約）
7名以上利用で1名様無料

Pasta Man
☎050-5783-3113 
長泉町納米里67-3 ヴィ・テラス2F
お会計より10％OFF
またはパーティープラン（要予約）
7名以上利用で1名様無料

焼とり てっちゃん 三島店 ☎050-5784-1561 長泉町下土狩83-1 お会計より5％OFF

居酒屋 その他

焼肉カルビ一丁沼津店
☎055-925-5600 高島本町8-56
ランチ お一人様200円引き
ディナー お一人様300円引き

洋食酒房 壱膳屋
☎055-921-0116 
庄栄町2-18庄栄ビル1F
ソフトドリンク1杯サービス

千漁家
☎055-941-8800 
千本港町128-1沼津みなと新鮮館内
バリ勝男クン１袋サービス！

沼津浜焼きセンター海女小屋
☎055-955-7146 千本港町124 
西2F 浜焼き食べ放題をご注文の方、
カキ食べ放題のオプションサービス！

まるに
☎055-943-7676 千本港町128-1
沼津みなと新鮮館内①お茶商品を10％引き 
②愛鷹茶入り抹茶ソフトクリーム100円引き

海鮮丼専門店 伊助
☎055-955-8830 千本港町97
あおさのみそ汁サービス！

松福
☎055-951-7277 
千本港町57-1 ホワイトハウス1F
煮卵トッピングサービス！

沼津港の牡蠣センター カキ小屋
☎055-962-6811 千本港町97
4名様以上でのご来店でカキによく合うワイン1本
（5000円相当）サービス！※ご予約のお客様のみ

RAI4 GATE
☎050-5784-9115 大岡3854-2
おすすめデザートプレゼント！

Cafe&Dining Bar Gauran
☎055-951-6662 千本東町25-1
8名様以上でのご来店で
ピザ1枚プレゼント！

abaca
☎055-963-1002 大手町2-4-10 
１F　会計時に10％OFF

アジア酒房 カラビンカ
☎055-952-0075 大手町5-13-3
チームが勝った場合、ドリンクすべて半額！
（負けた場合でもドリンク1杯サービス！）

創作和風 鳳舞
☎055-962-0055 大手町4-8-2
ドリンク2杯ご注文の方、
本日のお刺身サービス！

301餃子
☎055-922-4788 若葉町21-24
ヤキ餃子、1人前サービス！

イタリアンレストラン めぐる
☎055-919-3836 添地町72青秀
ビル2F 10名様以上来店で、ワイン
１本サービス、または幹事様１名無料！

酔処ほのじ
☎055-952-3123 添地町121
ほのじチャーシューご注文の方、
１枚増量！

BARBA～SPORTS BAR～
☎050-5780-5770 添地町153
生ビール1杯無料 or 
480円フード1品無料

赤から三島店
☎055-991-2222 
一番町9-37 サンメイトビル
飲食代５％OFF

BONAPPETIT Delices
☎055-983-0559 本町12-4
10名様でのご来店でワイン1本進呈

Cafe & Darts Flores
☎055-943-9103 
本町12-8 SOHOプラス1ビル 3F
1ドリンクサービス

とびきりワイン＆マンマのイタリアン ロザート
☎055-916-3956 芝本町5-23
1ドリンクサービス

Captain  BBQ
☎055-939-7029 大宮町3-18-2
1ドリンクサービス

ピッツェリアバール ディチョット
☎055-973-6699 
広小路町9-4 第1長倉ビル
試合に勝てば20%OFF
（アスルクラロユニフォーム着用で
あればいつでも10%OFF）パステリア地中海

☎055-972-3630 広小路13-3
アスルが勝った当日限り、30%OFF

割烹 登喜和
☎055-975-3312 広小路町1-41
ソフトドリンク1杯サービス

RAI4
☎055-991-2828 
広小路12-11 〔1階の東側〕
おすすめデザートプレゼント！

清水町玉川
61－2

スポーツバルHPもご覧ください。お店を地図やジャンルで探せます。
http://www.espo.itiinc.co.jp/azul-claro/ 

沼 津

三 島

そ の他

風土 芝本町店
☎055-955-8665 芝本町9-12
1テーブル1皿！板長気まぐれの一品
をプレゼント


