
長崎補聴器
【長崎店】長崎市中町 TEL.(095)823-6228【佐世保店】佐世保市下京町 TEL.(0956)23-3268

【諫早店】諫早市東ノ」ヽ路0丁  TEL.(0957)47-5433
補聴器 店頭価格の10%割引 /対象:会員、家族

メガネ・補聴器 表示価格の10%割引
(特価品・コンタクトレンズを除く)/対象:会員、家族

コクラヤ
【アミユプラザ店】長崎市尾上町 TEL(095)828‐ 0003【万屋店】長崎市万屋町 TEL.(095)825-2600
【東長崎店】長崎市田中町 TEL.(095)830-2738

九州リオン株式会社
リオネットセンター

【長崎】長崎市大黒町 TEL.(095)826-1133
【諫早】諫早市八坂町 TEL.(0957)22-3341

【佐世保】佐世保市八幡町 TEL.(0956)24-8611
【大村】大村市植松 TEL.(0957)46-3382

リオネット補聴器 希望小売価格の10%割引
/対象:会員、家族

ヨネザワ

メガネレンズ・フレーム・補聴器

∃ネザワ価格の10%割引

/対象:会員、家族

【浜町長崎本店】長崎市浜町 TEL(095)816‐ 2005【フレスポ深堀店l長崎市深堀町 TEL.(095)832-3580

【西友道の尾店】長崎市葉山 TEL.(095)857‐ 5959【京坪店】佐世保市松川町   TEL(0956)22‐ 3080

1佐世保四ケ町店】佐世保市本島町 TEL(0956)24‐ 7855【佐世保日宇店】佐世保市日宇町 TEL(0956)20-8121

〔佐世保本山店】佐世保市下本山町 TEL(0956)48‐ 7130【 佐世保日野店l佐世保市日野町 TEL.(0956)29-2120

【東諫早店】諫早市長野町 TEL.(0957)35-5163【 島原店】島原市北門町    TEL.(0957)65‐ 5080

【イオン有家店l南島原市有家町 TEL(0957)65-2360〔大村空港通り店l大村市桜馬場 TEL(0957)27-3588

【イオン大村店l大村市幸町 TEL(0957)54-8992 【五島シティーモール店】五島市吉久木町TEL.(0959)88‐ 9601

1イオン時津店l西彼杵郡時津町 TEL(095)813‐ 2066【時津日並ブイパス店】西彼杵郡時津町TEL.(095)894-1705

【イオンタウン長与店l西彼杵部長与町 TEL(095)801‐ 2227

メガネのオカコー
佐世保市島瀬町‐
「 EL.(0956)23-8910

店頭価格の20%割引
/対象:会員、家族

蒲原時計店
佐世保市松浦町
‐
「EL(0956)22-4269

店頭価格からメガネ・宝石20%割引、
時計10%割引、電池交換1,000円
※但しメーカー送りを除く
/対象:会員

正義堂
佐世保市上京町
TEL.(0956)22-5」 74

メガネ・時計・貴金属 店頭価格の
10%割引 /対象:会員、家族

メガネ・補聴器・時計・貴金属
割引価格の5%割引
/対象:会員、家族

尚時堂

【マックスパリュ佐々 店l北松浦郡佐々 町‐
「EL.(0956)63-2235

【佐々 ショックグデバート店】北松浦郡佐々 町
TEL.(0956)63-2110

ドコモショップ

【特約契約元】
◆マツ八ヤ・コーポレーシヨン
各店舗が定める価格で提供
※但し、一部商品を除く/対象:会員

【長崎大波止店】長崎市五島町 TEL0120-503-900 1長崎浜町店】長崎市万屋町 TEL.0120-555-707
【浜町アーケード店】長崎市浜町 TEL.0120-208-662【 滑石店】長崎市滑石    TEL.0120-579-151
【みなとインター店】佐世保市千尽町 TEL.0120-715‐ 445【 多良見店】諫早市多良見町 TEL.0120-602-025

【大村店】大村市古賀島町 TEL.0120-390-809【 愛野展望台店】雲仙市愛野町 TEL.0120-362-630
【佐世保大塔店】佐世保市大塔町 TEL 0120-694-925

和光スポーツ 長崎市岩

'|1町

 
‐
「EL(095)844-4355 定価から15%割引※但し一部商品を除く/対象会員

八スポ
【波佐見本店】東彼杵郡波佐見町 TEL.(0956)85‐ 5116【スタンドイン長崎店】長崎市御船蔵町 TEL.(095)801‐ 5689

【スタンドイン佐世保店】佐世保市山県町 TEL(0956)23‐ 5598
定価から15%割引
※但し特別価格商品を除く/対象:会員

1 特約店名 ′

長崎仏光堂
長崎市鍛冶屋町
T〔三L.(095)825-6386

諫早仏光堂
諫早市小川町
TEL.(0957)23-1282

佐世保仏光堂
佐世保市藤原町‐
「 EL.(0956)20-1966

近代仏壇専門店
ギャラリープリエ

長崎市万屋町
TEL(095)895-5316

通常価格の20%割引
/対象:会員、配偶者、父母、子供、

祖父母、兄弟・姉妹

配偶者の父母、祖父母、兄弟・姉妹

松田石材 石工房
佐世保市小佐々町‐
「〔三L(0956)68-2259 店頭価格の10%割引 /対象:会員

岡佛壇店
佐世保市福石町‐
「 EL.(0956)31-4456

店頭価格の30%割引 /対象会員

山崎佛壇店
佐世保市若葉町
TEL.(0956)33-6698 店頭価格の30%割引 /対象会員

まるこし仏壇店
北松浦郡佐々町
TEL.(0956)62-3803 店頭価格の10%割 引 /対象会員

有川喜石材店
五島市三尾野
TEL.(0959)72-2457 店頭価格の10%割引 /対象会員

特約店名 所在地・電話 サービスの内容

柴田べつ甲店 長崎市諏訪町  1‐ EL.(095)822-7100 店頭価格の20%割 引 /対象i会 員、家族

おしゃれきもの館とだか 佐世保市下京町 TEL(0956)25-5812 店頭価格の10%割引 /対象:会員

小栗洋服店メンズフアッション小栗 佐世保市上京町 TEL(0956)22-9241 店頭価格の10%割引 /対象:会員、家族

インテリアよどや 佐世保市俵町 TEL.(0956)25-8816 カーテン・ブラインドなど:定価の30%割引 (クロスなどの張替も割引有)/対象会員、家族

手作り雑貨屋トミーカ
ライム 佐t」イ呆司5オロ,甫 ]] 

‐
l~EL.(080)6441-7825 買上げ1,000円 以上会員割引 /対象:会員

岸川印房 佐世保市松浦町  TEL.(0956)22-2448 注文印鑑5,000円以上の品10%割 引 (捺印マット進呈)/対象:会員

木村美術堂 佐世保市本島町 
‐
「 EL.0956)22-6536 店頭価格の10%割引 /対象:会員

フラワー橋□ 佐世イ果市本公

'|1町

 ]‐ EL.(0956)25-2367 買上げ3,000円以上10%割 引 /対象:会員

花徳造花・生花 佐世保市島瀬町 TEL.(0956)24-8719 5,000円以上の商品5%割引 /対象:会員

とぎや金物店 佐世保市京坪町 TEL.(0956)23-8642

庭木商店 佐世イ呆市E三 ,甫 町 ]~EL.(0956)24-1256 竹製品、荒物、印鑑 店頭価格の10%割引 /対象:会員

佐世保電販住宅設備 佐世保市神島町 TEL.(0956)23-1451 家電品・Iアコン等:相場価格にて販売、長期修理保証(5～ 10年対応)/対象会員

タイヤ館佐世保北 佐世イ呆Tわり||~下 町 可
~EL.(0956)42-3050

店頭価格の10%割引※但し特価商品を除</対象:会員

佐世保市俵町 TEL.(0956)22-8288

九十九島かき本舗 佐世保市鹿子前町 TEL.(0956)28-0923 店頭価格から会員割引 /対象:会員

佐世保市大宮町 TEL.(0956)31-2008

◆お買い物の割ヨ|《 補聴器・メガネ。時計・貴金属 》

‐特約‐店名

特約店名 所在地燿 話 サ‐ビスの内容`特約店名 藤1在地 1,‐ 電話 サ‐ビスの内容

≪携帯電話 》

1特約店名 所在地・電話 サービスの内容

所在地●電話 サ=ビスの内容サービスの内容 特約店名|

店頭価格の10%割引 (刃物のみ)※但し特価商品を除く /対象:会員

中島 (鯨)商店 店頭価格の15%割引 /対象:会員

梶出製菓舗 買上げ2,000円以上10%割 引 /対象:会員


