◎買物、飲食など
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村
店舗名
電話番号
特典
大分県信用農業協同組合連合会
（JA大分信連）

097-538-6393

為替手数料の免除（窓口扱いに限る）

野田麗花園 （本店）

097-532-0700

本店のみ10％引（JFTDや特別割引商品を除く）

小さな美術館 アート樂

097-541-5008

全商品5％引

のだ山幼稚園

097-549-5843

家族の方の入園の際粗品進呈

大分総合警備管理株式会社

097-548-7222

通常警備料金の5～10％引

有限会社木上畳工業所

097-541-0070

料金の5％引

有限会社木村写真場

0977-23-1122

各種証明写真料金15％引

有限会社 天寿堂

0977-22-5609

時計電池交換500円引

セントラルスタジオ

0977-26-0913

各種証明写真1,000円を500円に、肖像写真15%引き

株式会社フジヤマ時計店

0977-22-8818

8％引

三味ざぼん店

0977-23-1664

全品10％引

豆の木珈琲

0977-75-7799

珈琲100g毎に10％増量

グリルみつば

0977-23-2887

食事をした方にソフトドリンクをサービス

株式会社明生不動産
mini mini FC中津店

0979-22-5131

ミニミニ君キーホルダー進呈

有限会社玉屋本店

0972-22-0621

セール期間中でも5％引

有限会社飯田陶磁器店

0120-88-0667

全品10％引

お食事処 ひょうたん小路

0972-23-5800

ソフトドリンク1杯無料（お食事の方）

株式会社ジュエル・アンドウ

0972-23-4733

宝飾品・時計・バッグ5％引
佐伯市内に限り時計の電池交換配達

株式会社佐伯富士甚

0972-22-3535

LPガス器具・住宅設備機器を購入時に粗品を進呈

有限会社ウチダ写真館

0120-251-519

証明写真１００円引

有限会社佐野金物店

0972-22-0022

商品5％引

ぶんご銘醸 株式会社

0972-58-5855

全商品5％引

有限会社スーパーやの

0972-54-3336

パン・ジュース10％引

大分市

別府市

中津市

佐伯市

市町村

店舗名

電話番号

特典

寿司・工房 しらなみ鮨

0972-32-3126

1,000円以上の寿司を食べると、コーヒー・カラオケサー
ビス

首藤内装

0972-22-5823

襖貼替・クロス貼替工事等5％引

二宮印刷

0972-23-0460

名刺・はがきを10%引

有限会社 丸二水産

0972-42-1600

筏釣り10%引

サンテツ佐伯給油所

0972-22-5211

本人提示に限り、店頭価格の2円引・キャンペーン等は
除く
取扱品→ガソリン、灯油（配達も含む）、軽油、A重油

株式会社サンテツ有機資材部

0972-23-8202

ご来店の方に定価の10%引（キャンペーンは除く）

有限会社アオキ

0972-22-5067

はがき印刷5%～8%引

山田花店

0972-24-0086

全商品10%引（本人に限る）

グリーンハウス やよい

0972-46-1187

全商品１０％引（本人に限る）

NPO法人 しおさいの里

0972-25-9111

食事、10%引（本人に限る）

有限会社 御所ノ井

0972-23-7172

交通事故無料相談・保険見直し相談無料（歩行者・自
転車）

大分県中央農機センター有限会社

0972-46-1900

肥料、農薬5％引

くらぱん

0972-25-3111

商品1,000円以上お買い上げの方へ粗品を進呈

カメラのけんこう

0972-24-0009

証明写真撮影料10％引

株式会社 リエンプロ

0972-20-5155

工事代金10％引

有限会社 佐伯被服

0972-22-1311

2,000円以上お買い上げの方に粗品進呈

株式会社 あいあい

0972-23-8422

全商品お買い上げの2,000円以上の方に粗品贈呈

チャーリーブラウン

0972-23-8697

コーヒー1杯サービス（本人に限る）、パスタ、ピザお食
事の方

佐伯市

市町村
竹田市

店舗名

電話番号

特典

かじか庵

0974-75-2580

平日宿泊料金10％引（同伴者も含む、GW等繁忙期を
除く）

菓子禅 髙田屋

0978-22-3033

商品5％引(本人のみ）

有限会社豊島食堂

0978-22-2451

ソフトドリンク1杯サービス

マルイ醤油

0978-22-0894

全商品10％引(本店のみ)

インテリアやまもと

0978-54-3337

粗品贈呈

野村電機商会

0978-24-2673

来訪者に単Ⅲアルカリ電池2本サービス

いとう美容室

0978-22-1050

ヘアカラーのみ5％引

有限会社 在永商店

0978-22-3232

ガス器具等購入粗品進呈(本人のみ)

ドラコ・ビッグ有限会社

0978-22-0202

ゴミ収集運搬長期契約の方初回半額

きつき衆楽観

0978-66-1112

通常料金200円引 観覧時、座椅子無料サービス

きつき漁菜館

0978-62-2263

食事代から5%引

ハリカ 杵築店
（ビッグウッド杵築店内）

0978-69-7887

お買い上げのお客様には、お茶・粗品サービス
カタログ(紫織）からの商品は30%引でご提供

有限会社 楽四季舎

0977-75-1335

1,000円以上のお買い上げで、粗品進呈

株式会社スタジオ麻生

0978-62-2308

肖像写真15％引

有限会社オガタ

0978-44-1281

電池交換粗品進呈、補聴器電池100円引

縣屋酒造株式会社

0978-44-0022

酒類買上麦焼酎安心院蔵1本贈呈

岩下コレクション

0977-28-8900

入館料割引き（本人及び同伴者含む）大人600円が500
円 中高生400円が300円 小学生100円が50円

九州自動車歴史館

0977-84-3909

入館料800円を600円（シルバー（100円引）＋返納特典
（100円引）＝200円引）

由布院ステンドグラス美術館

0977-84-5575

入館料１００円引（他の割引との併用不可）

由布院空想の森 アルテジオ

0977-28-8686

入館料100円引

豊後高田市

杵築市

宇佐市

由布市

市町村

日出町

店舗名

電話番号

特典

Giornos Bread&Deli
手作りパンの店｢ジョルノス｣

0977-72-8874

1,000円以上お買い上げのお客様に100円引

有限会社 フタバ写真スタジオ

0977-72-0048

各種証明写真10%引

カリー＆オムライス MIND'S

0977-73-2379

食事された方にソフトドリンク１杯サービス

ＤＥＮＳＵＫＥ

0977-72-2259

サービスチケット進呈

木戸産業株式会社
パナソニックリフォームグループハート 0120-810-541
フルホーム

ハートフルホーム、リファイン日出…工事代金より3%引

有限会社岩尾商事
イワオデンキ

0977-72-5533

粗品進呈

やまが亭 喜楽

0977-73-2261

ソフトドリンク1杯サービス

有限会社ヤマヨシ

0977-72-0582

掃除代金の10%引

大分ファームCoCoキッチン

0977-72-0644

500円以上お買い上げの方新鮮な卵を2個プレゼント

株式会社ケイ・エス・ケイ
ケイ･エス･ケイ･スタラボ

0977-72-8330

日出・杵築・別府への出張及び送迎付きでの3Dフィ
ギュア造形サービスを行います。更に2,000円の値引も
しくは10%の値引

有限会社ケイユ－プラン

0977-72-1778

仲介手数料の10%引

ほけんクレパス日出店

0120-505-277

おたのしみグッズプレゼント

日水加工株式会社
漁師の匠 ちりめん屋

0977-73-1334

お買い物をされたお客様にちりめんをプレゼント

