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日本の風情をお楽しみください

ゴールドカード

一般カード

デザインも一新！「医師協 CARD」
が、
「JAPAN DOCTOR’S CARD」
に名称を変えて登場。
※現行カードをお持ちの方は、次回の更新分から新カードへ変更させて頂きます。

大丸松坂屋百貨店で
心とらえる本物のご満足を

5%還元（除外品あり）

全国に14店舗のネットワークを構築。近年の梅田店や東京店の増床グランドオープン、

将来像を描き始めた心斎橋店の改装・建替えプロジェクトなど、飛躍に向けた新しいチャレンジも
着々と進める大丸松坂屋。JDカードとともに、本物のご満足をお楽しみください。

東京

大丸東京店

JR東京駅に隣接し、周辺にお勤めの方
から新幹線を利用される方まで、日本
中のお客様がターゲット。
「東京の“今”
が揃った百貨店」を標榜し、特選ブラ
ンドをコンパクトに集約した売場や、
セレクトショップ、東急ハンズや石井
スポーツなど個性的なショップを多数
ラインナップ。従来の強みであった食
品売場も、需要が高い弁当､菓子を中心
に、質・量ともに充実させました。
〒100-6701
営業時間

東京都千代田区丸の内 1-9-1

℡ .03-3212-8011

≫B1・1F（平日）10：00 〜 21：00（土・日・祝日は10：00 〜 20：00）
≫2 F 〜 11F（月・火・水 および 土・日・祝日）10：00 〜 20：00（木・金は10：00 〜 21：00）

≫ 12F レストラン /11：00 〜 23：00
≫ 13F レストラン /11：00 〜 24：00

※商品によっては、品切れの場合もありますので、店舗へお問い合せください。

《医師協CARD特典》5％還元（除外品あり） ※他の割引、サービスとの併用は不可。
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大丸梅田店

大阪

JR大阪駅と隣接する立地の良さを生
かし、より多くのお客様に来店してい
ただける店づくりを進めています。
「百
貨店なのに、」というキャッチコピーの
通り、ファッションビルで人気のヤン
グ向けブランドや、ロードサイド型の
紳士服量販店、東急ハンズ、ポケモンセ
ンターなど、従来の百貨店にはないブ
ランドやショップを積極的に導入する
ことで、品揃えの幅、価格の幅を格段に
広げました。
〒530-8202

大阪市北区梅田3-1-1

℡.06-6343-1231

東京店、
梅田店のほか、
心斎橋店、
神戸店、
札幌店、
山科店、
須磨店、
芦屋店、
浦和パルコ店でも JD カードがご利用いただけます。

営業時間

≫地 2 階〜 9 階（日〜木曜日）10：00 〜 20：30（金 ･ 土曜日は 10：00 〜 21：00）
≫ 10 階〜 13･15 階 /10：00 〜 20：00
≫ 10 階〜 12 階 東急ハンズ / 13 階 ユニクロ（月〜土曜日）10：00 〜 21：00（日･ 祝日は 10：00 〜 20：30）
≫ 14 階レストランフロア（一部喫茶のみ午前 10 時から営業）11：00 〜 23：00

名古屋

松坂屋名古屋店

本館・南館・北館の3館体制で日本屈指
の売場面積を誇ります。本格的な百貨
店として特選ブティックや食品を充実
させる一方で、日本最大級のH&Mや、
地域のニーズが高かったヨドバシカ
メラなど百貨店にはないショップも導
入。
本年4月には北館を
「上質、
高感度な
ものを求める大人に対応する館」に一
新。
低層部
（1 〜 3階）
では洗練されたメ
ンズファッションを展開しています。
〒 460-8430

名古屋市中区栄三丁目16-1

℡ .052-251-1111

名古屋店のほか、
上野店、
静岡店、
豊田店、
高槻店でも JD カードがご利用いただけます。

営業時間

本 館 ≫地下 2 〜 3 階 /10：00 〜 20：00

≫ 4 〜 8 階 /10：00 〜 19：30
≫ 9 階レストラン街 /11：00 〜 21：00
≫ 10 階レストラン街 /11：00 〜 22：00

南 館 ≫地下 2 〜 3 階 /10：00 〜 20：00

≫ 7・8 階 /10：00 〜 19：30
≫ 10 階特選レストラン街 /11：00 〜 22：00

北 館 ≫地下 1階レストラン街 [ レ・シ・ピ ]11：00 〜 22：00
≫ 1階〜 3 階 /10：00 〜 20：00
≫ 4 階・5 階 /10：00 〜 19：30

※本館 9・10 階、
南館 6・7・10 階、
北館地下 1階で
営業時間が異なる店舗もございます。
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京

貴船 ふじや
鴨川の源流、
貴船にあって百有余年。
創業以来、
川魚生簀料理を
一貫して提供してきました。
洛北の山の幸、
川野幸を山里の四
季を感じながら味わえる、
元祖川床料理をお楽しみください。

基本料金 5％OFF、粗品進呈
※ 他の割引との併用不可。

ご予約・お問合せ

〒601-1112 京都府京都市左京区鞍馬貴船町 40

℡ .075-741-2501

http://www.kibune-fujiya.co.jp/

Bistro SUMIRE Chinese
大きな釜で蒸し焼きに
した肉厚のある柔らか
いチャーシューと鶏の
丸焼きをメインに、
中華
料理とお酒を楽しんで
いただけます。京野菜、
季節の野菜もふんだん
に使っているので女性
にも人気。
鴨川納涼床では、
せせらぎを感
じながらゆったりと夏の京都をお楽しみ
いただけます。

お一人様ワンドリンクサービス

（生ビール・スパークリングワイン・ウーロン茶）
※ 他の割引との併用不可。

ご予約・お問合せ

〒600-8012 京都府京都市下京区木屋町団栗橋下ル斎藤町138

℡ .075-342-2208

http://www.kyo-sumire.com

京料理 箔
幕末の志士、武市半平太寓居
跡という歴史にゆかりある建
物。京都大原で収穫した新鮮
な京野菜や旬の食材を、一番
美味しい時期・産地から取り寄せるこだわり。夜は、
鴨川の
せせらぎを聞きながら、
納涼床でのお食事も京都の醍醐味
です
（期間9月末まで）
。
お食事通常価格から５％割引
※昼食・飲み物・サービス料は割引対象外 ※ 他の割引との併用不可。

お持たせ お一人様につき１個プレゼント
※夜のお食事のみ

特

ご予約・お問合せ

〒604-8001 京都府京都市中京区木屋町通り三条上る上大阪町 528-3

…JDカード利用特典
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℡ .075-254-8717

…期間限定特典

http://www.haku.kyoto

各種特典を利用される方は、ご予約、ご注文時等に
「JDカードを利用する」旨をお伝えください。

都

京・貴船 ひろや
かつて貴族たちの納涼の場所
だった貴船。
川面に手が届きそ
うな高さに床をしつらえ、
季節
の味を楽しむ
「川床料理」
は、
そ
んな時代の風情を今に受け継
ぐ、
京の夏の風物詩です。
全員に佃煮プレゼント
※ 他の割引との併用不可。

京うちわのプレゼント（９月まで。なくなり次第終了）
ご予約・お問合せ

〒601-1112 京都府京都市左京区鞍馬貴船町 56

上木屋町幾松

℡ .075-741-2401

http://www.kibune-hiroya.com

５月1日～９月30日は、
暮れなずむ東山三十六峰、
大文字、
比叡山を眺めながらの、
鴨川納涼床に
てお食事ができます。
また、
お食事前には幾松の間にて歴史の話などを聞いていただけます。

生ビールまたはソフトドリンク
※お一人様一杯。9月30日まで
※ 他の割引との併用不可。

ご予約・お問合せ

〒604-0923 京都府京都市中京区木屋町御池上る

℡ .075-231-1234

http://www.ikumatsu.com/menu-jp.html

協賛店

FUNATSURU

KYOTO KAMOGAWA RESORT

国の登録有形文化財にも指定された、
鴨川畔でひときわ目を引く五層楼閣の和風建
築。
京都の夏の風物詩
「川床」
は、70名様までゆったりとテーブル席でご利用いただ
けます。
京都の夏を表現する
「鱧」
「鮎」
をフレンチの技法でモダンにお楽しみいただ
く京フレンチをお楽しみください。
ご飲食代より10%OFF
※他の特典・割引との併用不可。1グループ10名様まで

上記ご飲食代10％ OFF
＋乾杯用スパークリングワイン1杯サービス
※他の特典・割引との併用不可。1グループ10名様まで

ご予約・お問合せ

〒600-8015 京都府京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町180 ℡.075-351-8541

http://www.funatsuru.com/restaurant

集
4

静岡

あたみ石亭

熱海温泉に数奇屋造りの離れを開業して今年で55年。
昔ながらの日本の
くつろぎ空間を提供しています。1カ月に1回変わる石亭流京風懐石や、
大露天風呂、
貸切露天風呂をお楽しみください。7月末から年末にかけて
の花火大会は圧巻です。

正規宿泊料金から10％割引

※ 他の割引との併用不可。

亭内貸切露天風呂を滞在中1回サービス

ご予約・お問合せ

〒 413-0024

兵庫

静岡県熱海市和田町 6-17

℡ .0557-83-2841

http://sekitei.co.jp/atami/

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

白い波をイメージした独特のフォルム。周囲270度を海に
囲まれたロケーション、
日本唯一の公式灯台を持つ神戸の
ランドマークとして愛されています。全客室にオープンエ
アのテラスを完備しており、
潮風を肌で感じ、
汽笛を聞きな
がらの豪華客船を思わせる船旅のようなひとときをお過ご
しいただけます。

▲アウトドアリビングルーム：ウッドデッキのバルコニーを完
備し、
我が家のリビングのようにくつろいでいただけるよう、
こ
だわりの家具を配置したオープンエアスペースが特徴。

正規料金（￥108,108）
から平休日30％ OFF
／休前日15％ OFF

※2名様1泊1室利用・朝食付き ※9月30日
（土）
まで
※ 他の割引との併用不可。

①レストランでのご朝食をルームサービスに変更可
②ラウンジ＆ダイニングビアでの
ウエルカムドリンクサービス
ご予約・お問合せ

〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町 5-6

℡ .078-325-8111㈹

…JDカード利用特典
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http://www.kobe-orientalhotel.co.jp/

…期間限定特典

各種特典を利用される方は、ご予約、ご注文時等に
「JDカードを利用する」旨をお伝えください。

「JAPAN DOCTOR’S CARD」
東京特選加盟店のご案内
レストラン タテル ヨシノ 銀座
吉野建シェフによる真のフランス料理。

美食の街・銀座にあるレストラン タテル ヨシノ 銀座では、
「テロワ
（大地）
の料理」
をテーマに、
吉野建シェフが情熱をかけて創作するフランス料理
を提供しております。
上質なワインやサービスとともに至福の時をお過ご
しください。

ディナー時に食前酒をサービス
（1グループ 4名様まで）
※必ず予約、
来店時に
本カードご利用の旨をお知らせ下さい。
※その他の割引・サービスとの併用は不可。

《営業時間》
ラ ン チ：11：30～14：00（LO）
ディナー：18：00～21：00（LO）
休 業 日： 元日

〒 104-0061

東京都中央区銀座 4-8-10 PIAS GINZA12F

アクセス：東京メトロ：銀座線、丸の内線、
日比谷線 銀座駅A7出口徒歩1分

℡.03-3563-1511 http://www.tateruyoshino.com/ginza/

都営地下鉄：浅草線 東銀座駅A2出口徒歩1分

株式会社

求めている楽器がここにある

石橋楽器店
全国19店舗
（東京、
大阪、
名古屋、
福岡、
札幌他）
を展開する楽器
専門店。
是非、
お気に入りの楽器をお得に見つけて下さい！

9 つの専門性を持った大型店

渋谷地区最大級のメガショップ

西日本最大級の商品展示数

御茶ノ水本店

渋谷店

梅田店

東京都千代田区神田駿河台 2-2
℡ .03-3233-1484

東京都渋谷区宇田川町 31-2 渋谷 BEAM 2F
℡ .03-3770-1484

大阪府大阪市北区茶屋町 10-12 NU-chayamachi 5F
℡ .06-6486-1484

アクセス :JR 御茶ノ水駅より徒歩 1 分

アクセス :JR 渋谷駅より徒歩 5 分

アクセス : 阪急梅田駅・茶屋町口より徒歩 1 分

イシバシ楽器、及び、イシバシミュージックキャッシュ各店にて、店内全商品がいつでも5％割引となります。
※一部対象外の商品がございます。
詳細は各店舗にてご確認をお願い致します。 ※ 他の割引との併用不可。

その他の店舗は、石橋楽器店のＨＰでご確認をお願いします。 http://www.ishibashi.co.jp
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滋賀県 琵琶湖

寛ぎと癒やしのリゾートライフ

from

琵琶湖ホテル
滋賀県大津市

日本最大の湖・琵琶湖。その雄大な湖面の先には比良の山々が連なり、抜群のロケー
ションを誇ります。
「Resort&Relax」
がコンセプトのリゾートホテル
「琵琶湖ホテル」
では、
伝統に息づく心の繋がり、
そして美しい景観・爽やかな風・豊かな湖を楽しむことができ
ます。
全室レイクビュー＆バルコニー付のゲストルームは、
非日常を感じる空間を演出。
一面に広がる琵琶湖を眺めながら、
癒しと寛ぎのリゾートライフをご満喫ください。
会員様限定ジュニアスイートルーム特別プラン
1室2名〈1泊室料〉40,000円～（通常100,000円）
※2名の合計料金/消費税・サービス料、入湯税込
琵琶湖一望のワイドビューをお楽しみいただけるラグジュア
リーフロア
「Aqua
（アクア）
」
のジュニアスイートルーム。
日常から
解き放たれた贅沢なプライベート空間でおくつろぎください。
◆お部屋は広々 66平米！
◆客室全体は木目を基調に、客室の床材としては珍しいコルクタイルを採用。
絨毯よりも通気性に優れ、素足でもお過ごしいただけます。
◆上質な眠りを提供し、世界中で愛されるシモンズベッドを採用。

ジュニアスイートルーム

※予約時に「JDカードニュースを見て」とお申し出ください。

琵琶湖ホテル

〒520-0041 滋賀県大津市浜町 2-40

TEL.077-524-1255（宿泊予約）
JR大津駅より無料シャトルバスで約5分・京阪浜大津駅より徒歩約5分
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

天然温泉「るりの湯」

新規加盟店
店舗名

種

別

住

所

ＴＥＬ

特

典

東急ハーヴェストクラブ有馬六彩

ホテル

〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町341-1

078-903-1109

10％割引

東急ハーヴェストクラブ南紀田辺

ホテル

〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2901-1

0739-25-6109

10％割引

ルポンドシエル

飲

食

〒540-0031大阪市中央区北浜東6-9 ルポンドシエルビル

06-6947-0888

ワンドリンクサービス2,000円相当

「愛蓮」心斎橋店

飲

食

〒542-0081 大阪市中央区南船場3-5-15 コクミン心斎橋ビル８F

06-6120-2228

10%割引（ディナー時のみ）

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-22

0120-02-7039

期間限定割引

〒030-0197 青森県青森市荒川南荒川山国有林酸湯沢50番地

017-738-6400

1泊2食宿泊料10%割引

〒563-0013 大阪府池田市中川原町16番地3

072-751-4418

カネミ時計店

宝石・貴金属

酸ヶ湯温泉旅館

旅

伏尾ゴルフ倶楽部

ゴルフ

エフワン神戸店

館

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮2丁目10番7号（グレースコウベビル１階）

078-599-8807

10％割引

京料理「箔」

飲

食

〒604-8001 京都府京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町528-3

075-254-8717

5％割引

福喜鮨

飲

食

〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目19番6号

06-6632-0865

1品（小鉢）サービス

ボア・エ・ディポン

飲

食

〒761-0113 高松市屋島西町2490

087-841-8886

ワンドリンクサービス

北六甲カントリー倶楽部

ゴルフ

〒651-1522 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢1982番地

078-954-0721

日本旅行

旅

直営38店舗（近畿地区20店舗・北陸地区3店舗・四国地区4店舗・
中国地区11店舗）

新規協賛店
店舗名
八甲田ホテル

ファッション

行

ペットボトル1本サービス
国内パック旅行5％（赤い風船、WENS赤い風船）
、
海外パック
旅行5％（マッハ）
、3％（ベスト、
ベストエクセレント）
割引

※協賛店でご利用いただいた場合、ご請求は協同組合からではなく三井住友カード㈱からとなります。
種

別

ホテル

住

所

ＴＥＬ

特

典

〒030-0198 青森県青森市八甲田山１（十和田八幡平国立公園内）

017-728-2000

1泊2食10％割引＋ウエルカムドリンク

中国料理「桃谷樓」

飲食

〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町2-11-6

0120-300-262

10％割引

オーベックファン神戸

飲食

〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町4-2-7 BB Plaza4F

078-881-1530

10％割引（3名様までのご利用）

〒669-3622 兵庫県丹波市氷上町三原60-1

0795-82-7711

宿泊＆ゴルフのセット季節特別価格

〒600-8015 京都府京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町180

075-351-8541

10%割引（1グループ10名まで）

ザ・サイプレスゴルフクラブ
鮒鶴 京都鴨川リゾート

ゴルフ
飲食

全国のドクターとそのご家族でご利用いただけるステイタス
JAPAN DOCTOR’S CARD

新規会員募集中!!

百貨店やホテル、
レストラン、
ショップなど全国400店舗余りの
加盟店にて、JDカードならではの各種特典を受けることがで
きる、
三井住友カードとの提携カードです。
利用限度額も医師
にふさわしい高額設定となっております。

加盟店につきましては、
「加盟店ガイドVol.3」
および、
各医師協同組合のホー
ムページよりご覧いただける
「JDカードなび」
にも、
詳しく掲載しております。
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JDカード加盟医師協同組合（50音順）
青森県医師協同組合
足立医師協同組合
石川県医師協同組合
荏原医師協同組合
愛媛県医師協同組合
大阪府医師協同組合
大森医師協同組合
岡山医師協同組合
沖縄県医師協同組合
香川医師協同組合
蒲田医師協同組合
岐阜県医師会協同組合
京都府保健事業協同組合
高知医師協同組合

℡.017-723-1911
℡.03-3896-2211
℡.076-239-4144
℡.03-3784-1348
℡.089-986-9978
℡.06-6768-2053
℡.03-3772-2156
℡.086-201-1414
℡.098-889-0081
℡.087-876-5300
℡.03-3736-4111
℡.058-274-1116
℡.075-212-4193
℡.088-833-1241

神戸医師協同組合
滋賀県医師協同組合
静岡県医師協同組合
高松市医師協同組合
千葉市医師協同組合
東京中央医師協同組合
徳島医師協同組合
富山県医師協同組合
奈良県医師協同組合
西東京医師協同組合
広島県医師協同組合
福井県医師協同組合
宮城県医師協同組合
山形県医師会協同組合
和歌山県医師協同組合
全国医師協同組合連合会

発行元／大阪府医師協同組合 〒 5 4 2 - 8 5 8 0 大阪市中央区上本町西 3 丁目1 番 5 号

http://www.omca.or.jp

℡.078-241-8819
℡.077-516-8660
℡.054-246-0001
℡.087-812-1866
℡.043-242-1089
℡.03-5524-8701
℡.088-624-6411
℡.076-429-7185
℡.0742-34-7991
℡.042-524-6411
℡.082-568-4511
℡.0776-24-0367
℡.022-722-8241
℡.023-666-5300
℡.073-422-2678
℡.03-3562-4333

