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鈴与商事ニュースリリース 

鈴与商事株式会社 

株式会社杏林堂薬局 

 

 

杏林堂薬局×鈴与商事タイアップによる 

サービスステーションでの杏林堂クレジットカード優遇サービス開始について 

 

 株式会社杏林堂薬局（以下「杏林堂薬局」）および、鈴与商事株式会社（以下「鈴与商事」）は、 

鈴与グループの給油サービスステーション（以下「SS」と表記）において、杏林堂薬局が発行   

するポイントカード機能付きクレジットカード「杏林堂クレジットカード」への優遇サービスを

以下の通り開始します。 

 

杏林堂薬局と鈴与商事は、互いに静岡県を基盤として地域に密着した事業展開をしております。 

この度、両社が提携し、杏林堂クレジットカードにて SS での優遇サービスを開始することに 

より、更に多くの方に利便性をご提供して参ります。 

  

記 

【優遇サービス概要】 

■目的 

・杏林堂クレジットカードを利用されるお客様の燃料費の軽減に貢献するとともに、給油の      

支払いも杏林堂クレジットカードに集約いただくことを可能にし、カード利用の利便性を        

向上させる。 

・また、鈴与グループのＳＳにおいて、給油以外の各種自動車関連サービスをご利用いただき、  

お客様に安心・安全なカーライフを提供する。 

 

■対象カード 

杏林堂クレジットカード（JCB、VISA） 

 

■サービス内容 

 鈴与グループの S-net 静岡株式会社、および、株式会社 ENEOS ウイングが運営する静岡県内の

ＳＳ計８０店舗において下記対象商品を購入し、対象カードでお支払された場合、鈴与グループ

が発行するＴカード プラス（スマイルパーソナル）、及びスマイルパーソナルカードと同値の  

特別価格を適用いたします。 

 

【対象商品】 

  ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油 

   ※カードの提示のみでは、本サービスは適用されません。 

※店頭では、お支払方法別に価格が異なります。また、価格は店舗により異なります。 



   ※対象店舗は以下の看板が目印です。尚、ENEOS ウイングの店舗につきましては、一部   

サービス対象外となる店舗がございます。 

 

          

■サービス開始時期 

 平成 28 年 11 月 1 日（火）～ 

 

以上 

 

≪杏林堂クレジットカードに関するお問い合わせ先≫ 

株式会社杏林堂薬局 

営業本部 マーケティング室 

053-453-5111 

≪給油サービスステーションに関するお問い合わせ先≫ 

鈴与商事株式会社 

マーケティング部 

054-273-7760 

【杏林堂クレジットカードの概要】 

＜カード名称／デザイン＞   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

      杏林堂・JCB カード          杏林堂・VISA カード               

 

 

＜年 会 費＞ 

本 会 員  初年度無料、2 年目以降は 1,250 円+消費税 

家族会員  初年度無料、2 年目以降は 1 枚あたり 400 円+消費税 

※但し、年間の本会員と家族会員のカードショッピングご利用回数が 1回以上

の場合、本会員・家族会員ともに次年度の年会費も無料となります。 

 

＜ポイントサービス＞ 

◆付与 

カードショッピングご利用金額 100 円（税込）ごとに「杏林堂クレジットポイント」1 ポイ

ントが付与されます。 

 なお、杏林堂薬局の「杏林堂ポイントカード(※1)」機能を付帯していることから、杏林堂薬

局各店でご利用の場合は、お買上げ金額 100 円（税別）ごとに「杏林堂ポイント(※2)」1 ポ

イントも付与されます。 

◆交換 



「杏林堂クレジットポイント」は、500 ポイント以上 100 ポイント単位で「杏林堂ポイント」

に交換いただけます。 

 なお、交換レートは、「杏林堂クレジットポイント」1ポイント＝「杏林堂ポイント」1ポイ

ントになります。 

＜ご入会特典＞ 

◆ご入会で「杏林堂割引券」1,000 円分をもれなくプレゼント。 

◆ご入会後のカードショッピングご利用累計額に応じて、最大 5,000 円分の杏林堂値引き枠 

(※3)をもれなくプレゼント(※4)。 

・ 5 万円以上のご利用 ⇒ 杏林堂値引き枠 2,000 円分をプレゼント  

・ 7 万円以上のご利用 ⇒ 杏林堂値引き枠 3,000 円分をプレゼント  

・10 万円以上のご利用 ⇒ 杏林堂値引き枠 5,000 円分をプレゼント  

 

＜付帯保険＞ 

◆海外旅行傷害保険（最高 2,000 万円） 

◆国内旅行傷害保険（最高 1,000 万円）  

◆カード盗難保険・ネット安心サービス(※5) 

 

(※1) 杏林堂薬局が発行するクレジット機能の無いポイント専用カードです。杏林堂薬局各店サービスカウンタ

ーにお申し出いただければ、その場でご入会・発行が可能です。 

(※2) 杏林堂薬局が提供するポイントサービスで、お買上げ金額 100 円（税別）ごとに 1ポイントが付与されま 

す。1ポイント＝1円としてお買上げ商品代金の一部に充当することができます。 

(※3) 杏林堂薬局各店におけるカードショッピング利用金額から、杏林堂値引き枠を差し引いてご請求する値引 

きシステムです。 

(※4) カード到着後 3ヵ月以内のカードショッピングご利用累計金額が基準となります。またカード送付時に 同

封されている専用応募用紙による応募が必要です。     

(※5) インターネットで不正利用され、身に覚えのない請求が届いたときに、当社届出日から 90 日間までさか   

のぼり、不正利用による損害を補償するサービスです。 

                 

             



給油所名 運営会社 郵便番号 住　　　　　　　　　所 電話番号 給油形式 備考

沼津インター給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 410-0011 静岡県沼津市岡宮1291-6 055-927-2300 スプリット

沼津バイパス上りTS ㈱エネオスウイング 410-0302 静岡県沼津市東椎路37-2 055-929-7121 スプリット

沼津バイパス下りTS ㈱エネオスウイング 410-0302 静岡県沼津市東椎路444-1 055-929-2411 スプリット

沼津上香貫給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 410-0814 静岡県沼津市⽟江町6-1 055-933-6665 スタッフ

Dr.Drive沼津下香貫SS ㈱エネオスウイング 410-0822 静岡県沼津市下⾹貫前原1492-10 0559-32-1055 スタッフ

沼津西給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 410-0861 静岡県沼津市真砂町11-1 055-964-1100 セルフ

セルフ大仁SS ㈱エネオスウイング 410-2322 静岡県伊⾖の国市吉⽥390-1 0558-75-5581 セルフ

セルフ梅名SS ㈱エネオスウイング 411-0816 静岡県三島市梅名605 055-972-1223 セルフ

２４６長泉北給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 411-0932 静岡県駿東郡⻑泉町南⼀⾊402-1 055-986-6002 スタッフ

セルフ長泉なめりSS ㈱エネオスウイング 411-0933 静岡県駿東郡⻑泉町納⽶⾥10-1 055-980-6652 セルフ

ルート２４６御殿場下りTS ㈱エネオスウイング 412-0033 静岡県御殿場市神⼭1925-229 0550-87-5140 スタッフ

ルート２４６裾野インターTS ㈱エネオスウイング 412-0033 静岡県御殿場市神⼭1925 0550-87-0380 スプリット

富士たで原給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 416-0931 静岡県富⼠市蓼原53-2 0545-66-2111 セルフ

田子の浦港SS ㈱エネオスウイング 416-0937 静岡県富⼠市前⽥弥六島652-5 0545-33-1127 スタッフ

富士TS ㈱エネオスウイング 416-0945 静岡県富⼠市宮島840-3 0545-63-4469 スタッフ

本吉原SS ㈱エネオスウイング 417-0001 静岡県富⼠市今泉1-14-30 0545-52-3571 スタッフ

富士今泉給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 417-0001 静岡県富⼠市今泉3003-1 0545-22-4320 スタッフ

セルフ広見インターSS ㈱エネオスウイング 417-0061 静岡県富⼠市伝法3-26 0545-37-2202 セルフ

富士インターTS ㈱エネオスウイング 417-0061 静岡県富⼠市伝法3201-1 0545-57-7550 スタッフ

富士宮駅前給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 418-0077 静岡県富⼠宮市東町23-17 0544-22-2918 スタッフ

セルフ厚原SS ㈱エネオスウイング 419-0201 静岡県富⼠市厚原1-31 0545-73-2822 セルフ

静岡田町給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 420-0068 静岡県静岡市葵区⽥町2-140-1 054-652-1418 スタッフ

千代田給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 420-0801 静岡県静岡市葵区東千代⽥2-11-18 054-261-6707 スタッフ

セルフ沓谷SS ㈱エネオスウイング 420-0816 静岡県静岡市葵区沓⾕6-17-4 054-262-6123 セルフ

静岡SS ㈱エネオスウイング 420-0859 静岡県静岡市葵区栄町1-3 054-254-5371 スタッフ

静岡丸子TS ㈱エネオスウイング 421-0103 静岡県静岡市駿河区丸⼦6812-3 054-256-0508 スタッフ

静岡みずほ給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原3-7-25 054-256-3421 セルフ

静岡手越原給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 421-0131 静岡県静岡市駿河区⼿越原69-1 054-256-2660 セルフ

ルート１富士蒲原TS ㈱エネオスウイング 421-3203 静岡県静岡市清⽔区蒲原5335-10 054-385-7401 スタッフ

静岡南SS ㈱エネオスウイング 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲⾦5-17-7 054-282-1731 スタッフ

静岡小鹿給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 422-8021 静岡県静岡市駿河区⼩⿅191-1 054-288-5119 セルフ

高松SS ㈱エネオスウイング 422-8034 静岡県静岡市駿河区⾼松1-3-7 054-237-6763 スタッフ

静岡高松給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-30 054-237-6620 セルフ

石田SS ㈱エネオスウイング 422-8041 静岡県静岡市駿河区中⽥4-1-10 054-281-7455 スタッフ

セルフ静岡インターSS ㈱エネオスウイング 422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新⽥118-1 054-203-5123 セルフ

静岡インター北給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 422-8053 静岡県静岡市駿河区⻄中原1-6-22 054-282-4081 スタッフ

清水インター東TS ㈱エネオスウイング 424-0031 静岡県静岡市清⽔区横砂1546-1 054-361-1400 スタッフ 改装休業中

清水インター下りTS ㈱エネオスウイング 424-0038 静岡県静岡市清⽔区⻄久保46-3 054-365-6413 スタッフ

清水インター上りTS ㈱エネオスウイング 424-0038 静岡県静岡市清⽔区⻄久保45-3 054-367-6200 スタッフ

セルフ高橋SS ㈱エネオスウイング 424-0043 静岡県静岡市清⽔区永楽町14-40 054-361-1151 セルフ

セルフ草薙SS ㈱エネオスウイング 424-0068 静岡県静岡市清⽔区⻑崎南町6-38 054-345-8211 セルフ

Dr.Drive清水西SS ㈱エネオスウイング 424-0831 静岡県静岡市清⽔区⼊江3-9-18 054-366-6856 スタッフ

清水船越給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 424-0865 静岡県静岡市清⽔区船越3-14-20 054-353-8215 セルフ

セルフ村松SS ㈱エネオスウイング 424-0924 静岡県静岡市清⽔区清開3-2-15 054-337-1055 セルフ

Dr.Driveセルフ梅が岡SS ㈱エネオスウイング 424-0938 静岡県静岡市清⽔区梅が岡7-15 054-353-8822 セルフ

Dr.Drive清水TS ㈱エネオスウイング 424-0944 静岡県静岡市清⽔区築地町11-1 054-351-0307 スタッフ

セルフ焼津SS ㈱エネオスウイング 425-0014 静岡県焼津市中⾥305-1 054-621-5758 セルフ

焼津小川給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 425-0036 静岡県焼津市⻄⼩川7-2-26 054-626-7999 セルフ

焼津石津給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 425-0041 静岡県焼津市⽯津24-2 054-625-1377 セルフ

藤枝横内給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 426-0002 静岡県藤枝市横内2099 054-645-5520 セルフ

藤枝藤岡給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 426-0006 静岡県藤枝市藤岡5-15-25 054-645-3676 セルフ

セルフ藤枝大手SS ㈱エネオスウイング 426-0017 静岡県藤枝市⼤⼿1-22-45 054-647-1140 セルフ

Dr.Driveセルフ浜松南陽SS ㈱エネオスウイング 430-0817 静岡県浜松市南区頭陀寺町96-1 053-466-0700 セルフ

浜松中央通りSS ㈱エネオスウイング 430-0946 静岡県浜松市中区元城町217-7 053-454-4351 スタッフ

セルフ新居SS ㈱エネオスウイング 431-0301 静岡県湖⻄市新居町中之郷2295-1 053-595-1721 セルフ

浜松西インターTS ㈱エネオスウイング 431-1103 静岡県浜松市⻄区湖東町東名南5744-2 053-486-3333 スプリット

三ヶ日インターTS ㈱エネオスウイング 431-1402 静岡県浜松市北区三ヶ⽇町都筑1300-1 053-526-2546 スタッフ

かささぎ大橋給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 431-3102 静岡県浜松市東区豊⻄町1039-1 053-431-0687 スタッフ

浜松インターTS ㈱エネオスウイング 431-3104 静岡県浜松市東区貴平町497 053-431-1611 スプリット

セルフ有玉SS ㈱エネオスウイング 431-3121 静岡県浜松市東区有⽟北町699-3 053-431-6350 セルフ

Dr.Drive浜松西SS ㈱エネオスウイング 432-8048 静岡県浜松市中区森⽥町38 053-452-3875 スタッフ

浜松中田島下りTS ㈱エネオスウイング 432-8054 静岡県浜松市南区⽥尻町782-1 053-442-0852 スタッフ

浜松中田島上りTS ㈱エネオスウイング 432-8056 静岡県浜松市南区⽶津町2470 053-443-1300 スタッフ

セルフ入野SS ㈱エネオスウイング 432-8061 静岡県浜松市⻄区⼊野町9684-1 053-445-3125 セルフ

セルフ小豆餅SS ㈱エネオスウイング 433-8113 静岡県浜松市中区⼩⾖餅2-1-5 053-416-1283 セルフ

浜松高丘西TS ㈱エネオスウイング 433-8118 静岡県浜松市中区⾼丘⻄4-5-15 053-437-3533 スタッフ

セルフ浜北平口SS ㈱エネオスウイング 434-0041 静岡県浜松市浜北区平⼝330 053-584-3100 セルフ

セルフ天竜川SS ㈱エネオスウイング 435-0017 静岡県浜松市東区薬師町59 053-423-1600 セルフ

市野給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 435-0051 静岡県浜松市東区市野町2744-2 053-466-3221 セルフ

ルート１掛川TS ㈱エネオスウイング 436-0004 静岡県掛川市⼋坂字頭地507-1 0537-27-2065 スタッフ

掛川TS ㈱エネオスウイング 436-0038 静岡県掛川市領家1128-1 0537-22-1680 スタッフ

掛川北SS ㈱エネオスウイング 436-0052 静岡県掛川市柳町10 0537-24-3882 スタッフ

原谷SS ㈱エネオスウイング 436-0111 静岡県掛川市本郷182-1 0537-26-0207 スタッフ

袋井TS ㈱エネオスウイング 437-0012 静岡県袋井市国本908-6 0538-44-7111 スタッフ

袋井インターTS ㈱エネオスウイング 437-0065 静岡県袋井市堀越710-6 0538-45-3660 スタッフ

袋井堀越給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 437-0065 静岡県袋井市堀越1丁⽬11-5 0538-44-2779 スタッフ

上山梨SS ㈱エネオスウイング 437-0125 静岡県袋井市上⼭梨3-14-5 0538-48-6018 スタッフ

西貝塚給油所 Ｓ－ｎｅｔ静岡㈱ 438-0026 静岡県磐⽥市⻄⾙塚2249-3 0538-33-3838 セルフ

セルフ磐田一言SS ㈱エネオスウイング 438-0811 静岡県磐⽥市⼀⾔32 0538-39-3911 セルフ

セルフ菊川SS ㈱エネオスウイング 439-0031 静岡県菊川市加茂6112 0537-37-2424 セルフ

注）セルフ…セルフ給油
　　　スプリット…⼤型軽油⾞両を除きセルフ給油
　　　スタッフ…スタッフ給油
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