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〒894－0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町20－3 ＴＥＬ0997－53－3366 ＦＡＸ0997－53－3371
（奄美市役所 第２別館２階）

発行　（公財）奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

ゆいセンター全会員を対象に、コンピューターで抽選します。応募は不要です。（令和5年4月1日現在、在籍会員）
令和5年4月7日(金)
当選者の発表は、事業所名のみ次回の会報で掲載させて頂きます。（商品は事業所へ発送）

奄美ゆいセンター会員だけのお得な情報満載
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（対象：令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日まで）

添付書類：

添付書類：完走証・完漕証

サービスセンターが指定した施設及び催物の入場料を助成いたします。
催物例…闘牛・コンサート・ミュージカル・その他
施設例…やけうちの里・どぅくさぁや館・ふれ愛の郷・奄美体験交流館サウナ・三儀山施設・奄美山羊島ホテル（大浴場・サウナ）・フローラルホテルサウナ
　　　　  喜界ガーデンゴルフ・大原カントリークラブ・タラソおきえらぶ・タラソ奄美の竜宮

余暇活動の一環として旅行や芸術文化鑑賞等に対して助成を行います。

会員が出張以外で旅行した時の宿泊費もしくは交通費に対して助成します。●旅行費助成（年1回）…5,000円以内

会員が、地域内外で行われる参加料を徴収する各種イベントへ参加した場合，参加料に対し助成致します。
（例：●加計呂麻ジョギング大会　●トライアスロン in 徳之島　●ヨロンマラソン ●奄美シーカヤック in 加計呂麻大会　●鹿児島マラソン等）

（開催例）立川志の輔独演会・会員交流会・ 
　　　　  ハッピードリームサーカス・いろは座・
　　　　  「が～まるちょば」ショーなど

サービスセンター主催で、会員交流の場として
色々なイベントを 12市町村で開催いたします。

●イベント参加料助成（複数回可）…2,000円以内（参加料1000円以上のイベントに限る）

●芸術・文化鑑賞費助成（入場料助成）

●会員交流会・各種コンサート・その他

★イベント事業

※ご利用の際は必ず会員カードを提示して下さい。

●入会手続きをした日の翌月 1 日からの入会となります。●入会後、１年以上の雇用が見込まれる方の入会をお願いします。（１年未満で退会の場合、
会費は返納しません。）●退会は月単位となっております。退会届を受理した日の月末が退会日となります。特に、月末に退会がある場合で届け出が遅れ
ますと、翌月分の会費も徴収の対象となりますのでご注意ください。（あらかじめ退職日が分かっている時は、早めの届け出をおすすめします。）●会員が死亡
した場合は、必ず退会届の提出をお願いいたします。退会届が遅れますと、会費の返納ができない場合がございますので予めご了承ください。

割引指定店一覧（12市町村版）・全福ネットガイドブック（全国版）

指定店の食事券配布。指定店における購入割引制度の実施。（割引指定店の拡大）
九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体等や、
（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンターとの利用提携。

 ……… e チケットの控え（会員本人名義と金額が記載されているもの）か会員本人名義領収書＋搭乗券航空券の場合
船舶・宿泊・JR の場合  ……… 会員本人名義の領収書

（お一人のお子さま
  に対し 1回限り）

（お一人のお子さまに対し 1回限り）

（
数
え
年
）

令和５年度事業計画内容

申請有効期限
（給付発生日より1年間）2 0歳祝金

●遠隔健診の紹介・受診料の割引（斡旋）
●無料健康相談
●インフルエンザ予防接種 指定病院に限る

人間ドック・脳ドック

　PETドック

一般健診・乳がん検診等

●健康診断・人間ドック・インフルエンザ
＜奄美市名瀬＞奄美中央病院・朝沼クリニック・大島郡医師会病院・屋宮医院・名瀬徳洲会病院・むかいク
リニック・重信医院・よしかわクリニック・和光整形外科　＜奄美市笠利町・住用町＞笠利病院・記念クリニッ
ク奄美・住用診療所　＜瀬戸内町＞いづはら医院・瀬戸内徳洲会病院　＜喜界町＞喜界徳洲会病院　
＜徳之島＞徳之島徳洲会病院・宮上病院・あまぎユイの里医療センター・伊仙クリニック　
＜沖永良部＞町田医院・沖永良部徳洲会病院　＜与論＞与論徳洲会病院

※募集人員に達した場合、受付を終了する場合がございます。お早目にお申し込み下さい。　※協会けんぽ等の一般健診は、人間ドックの助成対象にはなりません。【 注 意 】

健康管理、健康増進の一環として健康診断、人間ドック等
に対して、助成します。必ず受診前に申し込んで下さい。

4/１ より
受付開始

★各申請書の事業所代表者　・
　会員個人　は忘れずに！

印
印

年1回助成（1項目のみ）が受けられます。（マンモグラフィーを含む。）

★指定店購買事業

★入会・退会について

※購入履歴詳細のコピーでも可。

奄美民謡大賞

映画の割引

会員料金（大 人） 1,100円 （一般1,980円）
会員料金（高大生） 1,100円 （一般1,650円）
会員料金（子 供）      880円 （一般1,100円）

ブックス十番館プラス1　TEL：0997-54-3219
会員証1枚で2人まで割引対象

問 合 先

入場料（税込）

上映時間は映画館にお問合せ下さい。

※映画館にて会員証を提示のうえ会員料金をお支払い下さい。
　提示が無い場合は割引できませんので、必ず会員カードをご持参下さい。

便利なインターネットでのお申込み便利なインターネットでのお申込み

講座価格の

％
支援

①全福センターのホームページ（https://www.zenpuku.or.jp/）に
　アクセスします。
②カテゴリ「カルチャー」の中から「通信・通学講座」を選択します。
③「ユーキャン」をクリック後、ID・パスワードを入力し、ログインします。

④パスワード

⑤ログイン後、ユーキャンのページへアクセスして講座の内容を確認後、
お申込みください。

ログインID：ko パスワード：zenpuku

生涯学習のユーキャンが
皆様の学びを応援！

～映画情報～

＜チケット斡旋・割引情報＞

第34回 徳之島全島一
ミニ軽量級優勝旗争奪戦

日  　時 令和5年5月4日（木）
午前10：００開始予定

場　  所 なくさみ館（伊仙町）
入 場 料 会員2,000円

（通常 3,000円）
※1会員2枚まで

チケット販売所
入場券は大会当日、
ゆいセンター会員
専用窓口にて、
カードを提示して
ご購入して下さい。

入場券は大会当日、
ゆいセンター会員
専用窓口にて、
カードを提示して
ご購入して下さい。

※新型コロナウイルスの影響で、中止または延期の場合もございますのであらかじめご了承ください。

場　　所 奄美文化センター

日　　時
令和5年6月24日（土）
開場：午前9時30分
開演：午前10時

チケット販売所

奄美ゆいセンター事務局（TEL:0997-53-3366）

会員料金 500円（通常1,000円）
※1会員2枚まで

イカダ釣り
釣りイカダ宇検

対 象 会員及び家族（1会員2枚まで）
※限定30枚（先着順）

料 金 1,000円引き
使用期限 令和5年5月31日(水)まで

ご予約先 釣りイカダ宇検　TEL:0997-67-6633

クーポン申込及び受け取り場所
奄美ゆいセンター事務局 TEL:0997-53-3366

カヌー体験
黒潮の森　マングローブパーク

対 象 会員及び家族（1会員2枚まで）
※限定30枚（先着順）

料 金 1,000円引き
使用期限 令和5年5月31日(水)まで

ご予約先 黒潮の森 マングローブパーク　TEL:0997-56-3355

クーポン申込及び受け取り場所
奄美ゆいセンター事務局 TEL:0997-53-3366
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奄美歌謡選手権大会

場　　所

令和5年4月23日（日）
開場：午後6時  開演：午後6時30分

喜界島予選大会

喜界町体育館予定

ブックス銀座

入場料金 会員500円（通常1,000円）
※1会員2枚まで

プレイガイド 奄美ゆいセンター事務局

場　　所

令和5年6月11日（日）
開場：午後5時  開演：午後6時

奄美本戦大会

奄美文化センター

入場料金
１階指定席 会員800円（通常1,300円）

会員500円（通常1,000円）
※1会員2枚まで

チケット販売所

自由席

割引情報割引情報

奄美ゆいセンター会報96号
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■スポーツイベント参加料助成

注意 ： 奄美ゆいセンターが、指定したスポーツイベントに限ります。

助成料金（会員のみ）
2,000円以内

頑張る会員の皆様を応援いたします。
※1,000円以上の参加料を徴収するスポーツイベント

例：トライアスロンIN徳之島（6/25）
　   奄美シーカヤックマラソンIN加計呂麻（7/2）

4

奄美ゆいセンター会報96号
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4

奄美ゆいセンター会報96号

今後はLINE公式アカウントにてお得な情報を配信予定です。

㈲笠利清掃社、内山商事㈱、㈱あまみらい、共栄開発工業㈱、㈱アタリ開発、㈲前川酒店、あさひメガネ、よしかわクリニッ
ク、㈱有村倉庫、㈱宇検村元気の出る公社、重田クリーニング、むかいクリニック、春日保育園、与那城つきあげ店、
㈱グリーンストア、あまみ農業協同組合大島事業本部、ニューオートムラタ、㈲フタバ、㈱西組、大成ビルサービス㈱、
ワークセンター奄美勤労者会、大和村社会福祉協議会、㈱エムアンドエム、㈱新日本試験室、のぞみ園、なのはな園、
かごしま電工㈱、㈱勇建設、大棚簡易郵便局、悦田税理士事務所、㈱奄美航空、有村商事㈱、㈱ヤマア、夢はうす、
㈲伊津部薬局、㈲丸平リース工業、瀬戸内町教育委員会、渡辺自動車整備工場、吉田商事㈱、㈲竹田石材工業、愛の浜園、
㈱奄美ガス、㈲むさし屋、畑島石油店、㈲松山、中田清掃社、奄美看護福祉専門学校、㈲坂本モータース、㈱GEL あまくま整骨院、
虹の丘、奄美市社会福祉事業団、あんだぎや、㈱ばしゃ山、㈲高野食品、あまみ農業同組合喜界事業本部、喜界島酒造㈱、
㈲幸陽苑、中村建設㈲、㈲松村、タケダ環境保全㈱、㈲丸福、喜界島空港売店ますだ、㈲橘建設、徳之島ビジョン㈱、
徳之島町社会福祉協議会、宮上病院、仙寿の里、㈲芝田組、㈲徳之島自動車学校、三原モータース、㈲総合測量設計、
亀津保育園、南西糖業共済組合、徳之島福祉会、久志設備㈱、南日本新聞亀津販売所、田川通信サービス、徳之島愛心会、
南風園、徳之島徳洲会病院、山田海陸航空㈱、知名町社会福祉協議会、㈲美屋ストアー、しらゆりの園、㈲新山建設、若大将、
トヨタレンタリース鹿児島　沖永良部空港店、おきえらぶフローラル㈱、沖永良部生コンクリート㈱、知名町役場臨時職員共済会、
㈲中田自動車、和泊町社会福祉協議会、南栄糖業㈱、㈲瀧久建設、ヨロン島観光協会、プリシアリゾートヨロン、与論徳洲会病院、
与論町社会福祉協議会、ヨロン SC

＜会報 95号プレゼント当選者＞＜会報 95号プレゼント当選者＞

※敬称略、当選事業所のみ紹介させて頂きます。（全会員 4,852 名より抽選）

おめでとうおめでとう
ございます♪ございます♪★初夢宝くじ 10枚（100名）

モバイルページを、3月末にて終了させていただきます。
それに伴い、モバイル会員証も終了になります。

ご利用、ありがとうございました。

お友達登録をよろしくお願い致します。

割引内容の変更のお知らせ

★タラソ奄美の竜宮

割引終了のお知らせ

☆ヘアークリエイトいずみ　　☆きゅらさ��はなさはうす　紬
☆ビッグフィッシング　　　　☆内山商事㈱

以下店舗は割引契約を終了いたしました。

★つぼ八奄美店 毎週木曜日
ボトルを注文するとお会計より 10％割引

変更前

技術料より 10％割引変更前

車検･修理･鈑金塗装工賃 10％割引
新車・中古車の販売料金 3～ 10％割引　

変更前

変更後 飲食代より 10％割引

大浴場＆サウナの入浴料
1,500 円を 1,200 円

変更前

会員料金 800円
入場券はゆいセンターにてお買い求め下さい。

変更前 変更後

変更後 大浴場＆サウナの入浴料
2,000 円を 1,600 円

★髪切倶楽部 変更後 パーマ 1,000 円割引　カット 300円割引

★カープラザ奄美
変更後 車検・修理・鈑金塗装工賃 7％割引

新車・中古車の販売料金 3～ 10％割引

★奄美山羊島ホテル

会員料金 500円
入場券はゆいセンターにてお買い求め下さい。

奄美ゆいセンター会報96号
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● 宿 泊　※割引内容等は、変更になる場合も御座いますので、予めご了承ください。
笠利町 ばしゃ山村 ☎ 0997-63-1178 宿泊料より10％割引

笠利町 コーラルパームス ☎ 0997-63-8111 宿泊料より30％割引

笠利町 レスト＆ロッジ翔 ☎ 0997-63-8588 宿泊料より10％割引

入舟町 ホテルニュー奄美 ☎ 0997-52-2000 宿泊料より200円割引

入舟町 シティーホテル奄美 ☎ 0997-52-7222
会員価格：スモールシングル 3,465円 / 
シングル 4,515円 /デラックスシングル 4,725円 /
ツイン 8,400 円 / デラックスツイン 8,925円

長浜町 ホテルビッグマリン奄美 ☎ 0997-53-1321 宿泊料より10％割引  

住用町 うちうみバンガロー ☎ 0997-69-5081 宿泊料より10％割引

名音 フォレストポリス ☎ 0997-58-3166 支払いの総額より10％割引

古仁屋 サンフラワー・シティーホテル ☎ 0997-72-0350 宿泊料より500円割引

湾 ビジネスホテル喜界 ☎ 0997-65-3838 宿泊料より10％割引

湾 喜界第一ホテル ☎ 0997-65-2111 宿泊料より10％割引

徳之島町 ホテルニューにしだ ☎ 0997-83-2400 宿泊料より10％割引

徳之島町 ホテルグランドオーシャンリゾート ☎ 0997-83-3333 宿泊料より500円割引

天城町 ホテルサンセットリゾート ☎ 0997-85-2349 宿泊料より10％割引

知名町 おきえらぶフローラルホテル ☎ 0997-93-2111 宿泊料より10％割引

和泊町 ホテルシーワールド ☎ 0997-92-1234 宿泊料より10％割引

立長 プリシアリゾート ☎ 0997-97-5060 宿泊料より20％割引

鹿児島市 ホテル　ニューニシノ ☎ 099-224-3232 シングル→ 5,000 円　ツイン→8,500 円
※土・祝前日はプラス1,500 円

● 飲 食　※割引内容等は、変更になる場合も御座いますので、予めご了承ください。
笠利町 ばしゃ山村 ☎ 0997-63-1178 レストラン飲食料より10％割引

笠利町 レスト＆ロッジ翔 ☎ 0997-63-8588 飲食料より10％割引

伊津部町 奄美鶏飯と島料理の鳥しん ☎ 0997-53-6515 鶏飯セット発送に限り10％割引

港町 鯨石庵（奄美観光ホテル） ☎ 0997-52-2221 5％割引（会員及び家族）　
※アルコール・一品料理は対象外

末広町 フランドール・奄美きょら海工房 ☎ 0997-52-7345 10％割引　※ポイントカードとの併用不可

入舟町 レストラン南風（ホテルニュー奄美）☎ 0997-52-2000 飲食料より5％割引　※他の割引券との併用不可

金久町 つぼ八奄美店 ☎ 0997-58-5800 飲食代より10％割引

金久町 ロードハウス　アシビ ☎ 0997-53-2223 通常営業時10％割引　※イベント・貸切時以外

金久町 居酒屋　むちゃかな ☎ 0997-52-8505 10％割引

金久町 ゆらい処大蔵 ☎ 0997-52-6529 10％割引

長浜町 奄美屋台村（ビッグマリン屋上） ☎ 0997-53-1321 5％割引

長浜町 レストランあさばな（ビッグマリン）☎ 0997-53-1321 10％割引

住用町 奄美薬膳　つむぎ庵 ☎ 0997-69-2390 飲食料より10％割引（飲食代のみ）

古仁屋 喫茶・パブ　ふれんず ☎ 0997-72-3400 20％割引

湾 花のれん ☎ 0997-55-3435 10％割引

徳之島町 居酒屋　風来坊 ☎ 0997-82-0084 10％割引

徳之島町 焼肉　よしむら ☎ 0997-82-1337 10％割引

伊仙町 居酒屋信吾 ☎ 0997-86-2945 10％割引

知名町 ろばた焼　若大将 ☎ 0997-93-5270 8％割引

知名町 ピュアゴールド宮花庭 ☎ 0997-81-5858 5％割引

割引指定店一覧
令和５年3月1日現在
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知名町 フローラルホテル　レストラン ☎ 0997-93-2111 5％割引　※ポイントカードとの併用不可

和泊町 海幸 ☎ 0997-92-3826 10％割引

茶花 居酒屋　ひょうきん ☎ 0997-97-3557 飲食料 10％割引

茶花 居酒屋　ティダ ☎ 0997-97-4378 飲食料 10％割引

立長 もずくそばレストラン　蒼い珊瑚礁 ☎ 0997-97-3599 当社製造のおみやげ品を 10％割引

立長 プリシアレストラン「ぴき」 ☎ 0997-97-5060 飲食料 10％割引

● 観光・施設・サウナ・タラソ等 ※割引内容等は、変更になる場合も御座いますので、予めご了承ください。
笠利町 あまみティダパーク　グラウンド　

ゴルフ場 ☎ 0997-63-2515 利用料金より10％割引　※会員本人のみ

笠利町 ケンムン村（ばしゃ山村） ☎ 0997-63-1178 体験料（黒糖・塩づくり等）より10％割引

笠利町 ふれ愛の郷 ☎ 0997-63-2299 会員料金300円

大熊 奄美カントリークラブ ☎ 0997-54-1313 プレイ料金より525円割引　※セルフプレーもＯＫ
※メンバーの方・薄暮プレー・団体割引等の併用は不可

大熊字鳩 奄美山羊島ホテル ☎ 0997-54-5111 大浴場＆サウナの入浴料2,000 円を1,600 円

入舟町 ホテルニュー奄美 ☎ 0997-52-2000 会員料金 550円　※男女入替制　

長浜町 ホテルビッグマリン奄美 ☎ 0997-53-1321 会員料金 900円　※会員本人のみ

佐大熊町 あすびや ☎ 0997-57-1777 レンタル料金より10％割引

小宿 奄美市運動公園体育施設 ☎ 0997-54-8706 プール210円、トレーニングルーム160円
※回数制限なし

小宿 奄美海洋展示館 ☎ 0997-55-6000 100 円割引　幼児（4～ 6歳）は100円を50円

小宿 タラソ奄美の竜宮 ☎ 0997-55-6211 会員料金 500円
入場券はゆいセンターにてお買い求め下さい。

住用町 マングローブパーク ☎ 0997-56-3355 各ご利用料金より10％割引

住用町 奄美体験交流館 ☎ 0997-56-2030 会員料金320円　※回数制限なし

古仁屋 カケロマリゾート ☎ 0997-72-1326 海中乗船料金より10％割引　※会員及び同居家族に限る

赤尾木 大島紬村 ☎ 0997-62-3100 入場料より10％割引

瀬留 どぅくさぁや館 ☎ 0997-62-2820 会員料金300円

戸口 夢しぼり ☎ 0997-62-2679 体験料より 10％割引

湯湾 やけうちの里 ☎ 0997-67-2295 通常入浴料より 200 円割引

湾 喜界第一ホテルサウナ ☎ 0997-65-2111 通常入浴料より 200 円割引

湾 喜界ガーデンゴルフ ☎ 0997-65-1855 プレイ料金より 500 円割引
※回数制限あり（月 3回まで）

徳之島町 大原カントリークラブ ☎ 0997-83-0013 プレイ料金より 500 円割引
※回数制限あり（月 2回まで）

伊仙町 ほーらい館 ☎ 0997-86-3319 温浴＋プール＋ジム・スタジオ　→　500 円

知名町 フローラルホテルサウナ ☎ 0997-93-2111 通常料金より 100 円割引　※回数制限なし

知名町 沖永良部昇竜洞 ☎ 0997-93-4536 通常入洞料金より大人 200 円・
小中学生 100 円・幼児 20円割引

和泊町 タラソおきのえらぶ ☎ 0997-92-3002 入場料より 300 円割引

麦屋 ヨロン島シーマンズクラブ ☎ 0997-97-3207 マリンスポーツ一式より 10％割引

鹿児島市 天然温泉＆サウナホテルニューニシノ ☎ 099-224-3232 サウナ・温泉→ 1,000 円 

鹿児島市 マルヤガーデンズ　ガーデンズシネマ ☎ 099-222-8746 入館料より 500 円割引

● ガソリン・タクシー・レンタカー・美容関係等 ※割引内容等は、変更になる場合も御座いますので、予めご了承ください。
笠利町 あまみ空港前レンタカー ☎ 0997-55-2711 10％割引　※現金のみ、他の割引との併用不可

笠利町 奄美観光レンタカー tuk × 2 ☎ 0997-63-2122 10％割引
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笠利町
奄美ラッキーレンタカー

☎ 0997-58-8667
現金時：10％割引　カード決済：5％割引

奄美ラッキーパーキング 支払い額より100円割引

鳩浜町 出光鳩浜ＳＳ ☎ 0997-53-1180 １リットルあたり2円割引

伊津部町 髪切倶楽部 ☎ 0997-52-6553 パーマ1,000 円割引、カット300円割引

幸町 ＨＡＩＲ Ｐｉｚｚｉｃａｒｔｏ ☎ 0997-54-3555 技術料より10％割引

長浜町 美容室ＣＨＥＤＵ ☎ 0997-53-3847 技術料より10％割引

朝仁新町 有馬朝仁給油所 ☎ 0997-52-5853 通常料金より1リットルあたり3円割引
※他の割引との併用不可

久里町 大島タクシー ☎ 0997-52-2233 10％割引　現金のみ　※他の割引との併用不可

上嘉鉄 （有）ヤマサン給油所（上嘉鉄給油所）☎ 0997-65-0014 １リットルあたり5円割引

早町 （有）ヤマサン給油所（早町給油所） ☎ 0997-66-1558 １リットルあたり5円割引

湾 ゆたか商事スタンド ☎ 0997-65-0127 １リットルあたり5円割引　※他のカードとの併用不可

中里 喜界レンタカーサービス ☎ 0997-65-3618 10％割引

徳之島町 ＥＮＥＯＳ（亀津中央給油所） ☎ 0997-82-0774 １リットルあたり5円割引　満タン車は洗車無料

天城町 ＥＮＥＯＳ（平土野給油所） ☎ 0997-85-2057 １リットルあたり5円割引　満タン車は洗車無料

天城町 タイムズ　カー　レンタル（空港店）☎ 0997-85-5656 各レンタル料金より500円割引 /
亀津港店　☎ 0997-82-0777

立長 プリシアレンタカー ☎ 0997-97-5060 15％割引

天城町 タイムズ　カー　レンタル（空港店）☎ 0997-85-5656 各レンタル料金より 500 円割引 /
亀津港店　☎ 0997-82-0777

立長 プリシアレンタカー ☎ 0997-97-5060 15％割引

●ショッピング　※割引内容等は、変更になる場合も御座いますので、予めご了承ください。
笠利町 ばしゃ山村 ☎ 0997-63-1178 お土産10％割引　※酒類を除く

大熊 洋服の青山 ☎ 0997-54-1224 AOYAMAタイアップカード入会で割引価格より更に10％
割引（全国）

浦上 奄美マイカーセンター ☎ 0997-53-1155 車検･修理･板金塗装工賃10％割引
新車・中古車の販売料金3～10％割引

伊津部町 伊津部薬局 ☎ 0997-52-1192 医薬品及び健康食品から10％割引

小浜町 カープラザ奄美 ☎ 0997-53-1166 車検･修理･鈑金塗装工賃 7％割引
新車・中古車の販売料金3～10％割引

港町 川畑呉服店　紬レザーかすり ☎ 0997-52-0030 5,000 円以上購入で10％割引　※革製品のみ

末広町 池田時計メガネ店 ☎ 0997-52-0882 店内表示価格より5～10％割引

末広町 中央写真館 ☎ 0997-52-1273 5 ～10％割引

末広町 メガネスーパー ☎ 0997-53-3046 5 ～10％割引　※チラシ掲載商品は対象外

幸町 メガネの光学堂 ☎ 0997-53-4877 5 ～10％割引

幸町 名島時計店 ☎ 0997-52-0665 店内表示価格より5～10％割引

入舟町 アクアネオス ☎ 0997-52-3151 新規のお客様にアクアネオス（RO水）1本サービス

入舟町
フラワーショップ　さと

☎ 0997-54-3581
花束料金等より10％割引　※割引できない場合も有り

長浜町 ☎ 0997-52-8772

中勝 サンマルト ☎ 0997-62-3010 10％割引ふすま及び障子の張替え１枚
※ただし１２月と３月は除く

徳之島町 徳之島総合陸運整備工場 ☎ 0997-82-1236 車検・修理・工賃より 10％割引

伊仙町 んと元気な直売店　百菜 ☎ 0997-86-2793 5％割引
※委託販売及び特売日を除く自社製品に限り割引
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