
 
 
 

協賛店（和食） 所在地 電話 休業日 特典内容 

鎌倉こまち市場 風凛 
小町 1-1-1 
CIAL鎌倉 2F 

24-7971 無休 総額から５％割引（現金会計に限る） 

鎌倉 秋本 
－Kamakura AKIMOTO－ 

小町 1-6-15 
アイザ鎌倉 3F 

25-3705 木曜日 
一人 1,800円以上ご利用の方に、ウーロン茶１杯サービス（オーダー
時に提示） 

お好み焼き 津久井 御成町 11-7 22-1883 不定休 
パーク＆ライドのフリーきっぷまたは鎌倉フリー環境手形１枚につき
ソフトドリンク１杯プレゼント 

以志橋 長谷 3-10-25 22-0432 木曜日 ご来店の方にソフトドリンク１杯サービス 

大根料理 福来鳥 佐助 1-13-13 22-1377 
木曜日 
（祝日の場合営業） 

おみやげのサービス 
・人気の大根スープ・カレー１袋 700円→600円 
・鎌倉大根入かりんと 460円→420円） 

会席料理 鉢の木 新館 山ノ内 350 23-3723 不定休 喫茶を除くお食事の方に、おたのしみ粗品プレゼント 

竹扇 御成町 9-31 22-2319 不定休 お食事注文の方に小鉢サービス 

鎌倉かつ亭 あら珠 総本店 小町 1-5-24 53-7131 無休 総額から５％割引（現金会計に限る） 

季節料理 あら珠 雪ノ下 1-8-23 39-6221 無休 総額から５％割引（現金会計に限る） 

     

 

協賛店（洋食） 所在地 電話 休業日 特典内容 

レストラン ル・トリアノン 
七里ガ浜東 1-2-18 
鎌倉プリンスホテル 

32-1111 無休 総額から５％割引 

イタリア料理 
アマルフィイ デラ・セーラ 

七里ガ浜 1-5-10 32-2001 元日のみ 総額から５％割引（現金会計に限る） 

イタリア料理 
リストランテ アマルフィイ 

七里ガ浜 1-4-8 39-1151 元日のみ 総額から５％割引（現金会計に限る） 

Pacific DRIVE-IN 七里ガ浜東 2-1-12 32-9777 不定休 お食事注文の方にステッカー進呈 

PIGGY'S KITCHEN 腰越 2-12-20 
050-
5278-
8874 

水曜日 
お食事オーダーのお客様にソフトドリンクまたはグラスビール（運
転者不可）１杯サービス 

ラ・バスティード・シュール・
ラ・メール 

腰越 1-3-11 40-4232 
月曜日 
（祝日の場合営業、 
翌日休み） 

総額から５％割引 

 

協賛店（中華） 所在地 電話 休業日 特典内容 

中国料理 鎌倉山下飯店 小町 1-5-21 22-8855 無休 自家製デザート無料サービス 

らーめん HANABI 長谷 1-2-5 23-9005 月・火曜日、不定休 麺類注文の方にミニウーロン茶１杯サービス 
 
 
 
 
 

協賛店 
パーク&ライドのフリーきっぷ、鎌倉フリー環境手形をご提示ください。特別サービスが受けられます。 
特典の内容は変わることがあります。 令和５年１月31日時点 



協賛店（和菓子・喫茶） 所在地 電話 休業日 特典内容 

不動茶屋 雪ノ下 2-2-21 22-7839 水曜日、第４火曜日 お食事注文の方にコーヒーサービス 
鎌倉 するがや 長谷 1-11-21 22-8755 水曜日 お買い上げ 1,500円以上の場合、粗品進呈 

ラウンジ あじさい 
七里ガ浜東 1-2-18 
鎌倉プリンスホテル 

32-1111 無休 総額から５％割引 

 
協賛店（洋菓子・喫茶） 所在地 電話 休業日 特典内容 

レ･ザンジュ鎌倉本店（洋菓子） 御成町 13-35 23-3636 元日のみ お一人様 2,000円以上お買い上げの場合、粗品進呈 

樹(いつき) 長谷 1-16-28 23-3947 
火曜日 
月に１回 月、火曜日
の連休あり 

〔ピザ〕・〔コーヒーとケーキのセット〕の場合、50円引き 
抹茶のてまえの体験が出来ます 

レ・ザンジュ西鎌倉店（洋菓子） 腰越 1532-1 31-3112 元日のみ お一人様 2,000円以上お買い上げの場合、粗品進呈 

LONCAFE湘南江の島本店 
藤沢市 
江の島 2-3-38 

0466-
27-5005 

不定休 飲食代の５％割引 

アマルフィイ ドルチェ 七里ガ浜 1-3-14-1F 38-1911 元日のみ １会計 1,000円以上の場合、５％割引（現金会計に限る） 
アマルフィイ カフェ 七里ガ浜 1-3-14-3F 53-8801 元日のみ 総額から５％割引（現金会計に限る） 

 
協賛店（おみやげ） 所在地 電話 休業日 特典内容 

井上蒲鉾店 鎌倉駅前店 小町 1-4-4 23-3111 無休 小判揚１枚進呈 
ステンドグラス DANSHAKU 小町 2-11-12 24-9532 月曜日 総額から 10％割引 
井上蒲鉾店 本店 由比ガ浜 1-12-7 22-1133 水曜日 小判揚１枚進呈 
三留商店 坂ノ下 15-21 22-0045 火・水曜日 オリジナル商品お買い上げの場合、総額から５％割引 
㈲稲村亭 稲村ガ崎 1-13-25 24-8101 火曜日、第三水曜日 総額から５％割引 
鎌倉つばき 雪ノ下 3-2-9 25-0010 月・火曜日、不定休 総額より５％割引 
鎌倉はんこ 御成町 5-6-1A 37-9297 火・水曜日、不定休 商品お買い上げの方に鎌倉はんこ特製「高級巾着」プレゼント 
着楽家 長谷 3-8-14 － 不定休 お一人様 2,000円以上お買い上げの場合、粗品進呈 

かまくら篆助 山ノ内 375 24-2246 水曜日 2,000円以上のお買い上げでスタンプカラーをお１つプレゼント！ 

着まま家 長谷 3-8-11 － 不定休 お一人様 2,000円以上お買い上げの場合、粗品進呈 
 

協賛店（その他） 所在地 電話 休業日 特典内容 

香司 鬼頭天薫堂 雪ノ下 1-7-5 22-1081 無休 お一人様 1,000円以上のお買い上げの場合、粗品進呈 

雑貨・婦人服・鎌倉モザイク 
小町 2-12-27 
鶴岡会館本店 14号 

22-7067 水曜日 商品お買い上げの方は、総額から５％割引 

呉服・和装小物 さがや呉服店 
小町 1-2-12 
鎌倉駅東口駅前ビル
1F路面店 

22-2528 日曜日、不定休 お一人様 1,000円以上お買い上げの場合、総額から５％割引 

ハーブ Heartsease(ハーツイーズ) 小町 1-13-10 23-8240 不定休 お一人様 2,000円以上お買い上げの場合、粗品進呈 

鎌倉健康靴 すぎやま 由比ガ浜 1-12-12 22-5008 毎月 10日、20日 靴の購入・修理 総額から５％割引 
アクセサリーギルド 長谷 1-1-3 23-3726 月曜日 お一人様 2,000円以上お買い上げの場合、オリジナルストラップ進呈 

遠州織・藍染等のユニークな素材 
による服・小物趣味の部屋（比呂）  

極楽寺 1-3-1、 
極楽寺 1-4-1(エス
テ部門) 

25-6063 日・月曜日、祝日 
お一人様 2,000円以上お買い上げの場合、奈良の特性「カヤ」の 
ふきんプレゼント 

 
 



 
 
 

施設名 特典内容〔（ ）内は通常料金〕 休業日 営業時間 所在地 電話 

江の島エスカー 
大人 320円（360円） 
小人 160円（180円） 

無休 
８時 50分～19時 05分 
※荒天等により、営業中止をする場合がございます。 

藤沢市江の島 2-3-9 0466-23-2444 

江の島シーキャンドル 
（江の島展望灯台） 

大人 450円（500円） 
小人 230円（250円） 

無休 
９時～20時（入場は 19時 30分まで） 
※荒天等により、営業中止をする場合がございます。 

藤沢市江の島 2-3-28 0466-23-2444 

 

協賛施設 
パーク&ライドのフリーきっぷ、鎌倉フリー環境手形をご提示ください。特別サービスが受けられます。 
特典の内容は変わることがあります。 令和５年１月 31日時点 


