
メンズショップ　バロン 浜町 820-2915

浜屋百貨店 浜町 824-3221 モーダ彩 古川町 827-0800 今村呉服店 万屋町 824-6100 ア　リトルアクト 鍛冶屋町 826-1620 とみた 浜口町 844-0768

リビングかねとき 築町 823-2649 きもの処ふかまち 浜町 827-0233 オーロラ 万屋町 822-9898 メガネのヨネザワ 浜町店 浜町 816-2005

ローザ＆ビギン 浜町 828-2111 今昔きもの　いちぞうや 浜町 823-3535 岡本時計店 浜町 824-0292 メガネのヨネザワ フレスポ深堀店 深堀町 832-3580

エディオン 長崎本店 浜町 826-4151 ロゼハウス　若草店 若草町 849-0760 創作呉服　山野 浜町 822-1394 金子真珠　長崎浜町店 浜町 825-1119 ヨネザワ 西友道の尾店 葉山 857-5959

タケダカメラ 浜町 822-1842 Bou jｅ ｌｏｕｄ 万屋町 895-9340 髙橋呉服店 浜町 821-0771 グラスロード　１５７１ 南山手町 822-1571 ヨネザワ 浜町店 浜町 821-6163

秋浦トータルサービス 館内町 822-8762 BREEZE　長崎浜町店 浜町 823-2501 きもの和風館　西沢 浜町 826-9391 ジュエリーサロン　フローレス 万屋町 822-4749 サバエメガネ館 浜町 801-0510

★ ベスト電器　長崎本店 浜町 821-0692 INDIGO　BLUE 万屋町 811-3099 西沢本店長崎 万屋町 822-7364 ジュエリーミヤモト 魚の町 821-1939 南長崎コンタクトレンズ 柳田町 832-5012

★ ベスト電器　南長崎店 磯道町 878-2333 ＫＩＭＵＲＡ 油屋町 828-1170 三田村呉服店 浜町 823-2413 永田宝石店 浜町 820-6666 思案橋コンタクトレンズ 油屋町 820-1663

★ ベスト電器　住吉店 大橋町 845-5165 Ｍａｘ　Ｍａｒａ　長崎店 浜町 821-0626 中尾呉服店 万屋町 821-2339 ブランドＫ ｂｙ マエダ 浦上店 岩川町 846-5522 コクラヤ眼鏡店　万屋店 万屋町 825-2600

★ ベスト電器　Ｓ東美店 浜町 829-2765 チベタンマーケット 万屋町 820-7088 わらく 浜町 828-8748 ブランドＫ ｂｙ マエダ 浜町店 銅座町 818-7211 コンネックス 古川町 811-1570

でんきのアタル 上野町 844-9793 ＴＩＶＯＬＩ 滑石 857-6508 有限会社　永尾 虹が丘町 856-0162 本間宝石 万屋町 824-8091 コクラヤ眼鏡店　東長崎店 田中町 830-2738

ＤＥＬＣＯ　ＫＮＩＴ 浜町 826-1479 Ｗａｎｏｋａ 中園町 848-3333 柴原貴金属店 鍛冶屋町 823-5900 メガネのフィットアイ 西山 826-3191

モルト　ベーネ　ドゥーエ 鍛冶屋町 820-3340 京弥　本店 鍛冶屋町 824-3678 アラキ時計宝飾 築町 823-3888 松尾時計店 築町 823-2472

タオ　カレイドスコ－プ 東古川町 822-7863 京弥　加工センター 橋口町 849-1110 筒井宝飾 滑石 855-3456 アイプラス 浜町 832-2288

絣専門店　からしま長崎店 本石灰町 825-0326 呉服のすぎおか 桜馬場 823-5541 藤田宝飾 桜馬場 826-1909 メガネプラザ上戸町店 上戸町 878-2481

西沢本店長崎店 万屋町 822-9236 レディース　ハヤシダ 籠町 826-2423 京都屋 上町 824-3535 山口時計店 丸山町 822-5029 中央橋コンタクト 銅座町 818-6188

西沢本店滑石店 大園町 856-9412 ビギン 橋口町 841-8050 長崎西沢 浜町 826-9391 ＦＩＯＲＥＴＴＯ 諏訪町 811-3300 

あせんど 銀屋町 818-3100 ＳＩＯＮ 大浦町 829-4677 着物工房井手 五島町 823-1878 アクセサリーショップ　ババール 万屋町 828-1655

アニー 新大工町 829-0330 靴下屋 浜町 811-3480 きものさろん　かみと 上戸石町 538-5708 あかつき 銅座町 821-0766

リサイクルショップゲスト 古川町 822-1933 リトルシアター江川店 江川町 878-3688 ヴァージュインターナショナル 赤迫 855-8148

エルパナリ　プラス1 浜町 824-0241 Ｍｏｎ－Ａｍｉ　ＢＬＵＥ 浜町 826-8060

クリスタル　カワナミヤ 新大工町 822-3466 マルメククリ 諏訪町 829-3001 アピエ202 浜町 823-2020

クレア本店 万屋町 827-4125 ＦｒｅｅＳｔｒａｉｎ 万屋町 816-3535 靴 はきもの 奈良崎　 新地町 825-7677

クレール・レポス 万屋町 826-8277 プレール 銅座町 822-1942 サブリナ 諏訪町 820-4353 オシャレハウス　カツモト 諏訪町 824-3544

サンクレア 古川町 828-7587 ＳｐＲａｙ　長崎店 銅座町 826-1130 シューズオオイシ 飽の浦町 861-3306 博多屋　 浜町 822-0968

新樹苑　本店　 浜町 824-0713 ｇｒａｓｏｌ　ｃｌａｓｓｉｃ 千歳町 849-0055 シューズオオイシ滑石店 滑石 856-6601 博多屋　 滑石 857-3334

スタジオ　エミィ 鍛冶屋町 827-4140 ｇｒａｓｏｌ　Ｂｏａｔ 元船町 822-8945 シューズショップ　山口屋 片淵 822-7347 化粧品のとみなが 宝栄町 861-1822

ソ・レール　しらいし 浜町 822-9330 ｇｒａｓｏｌ東古川店 東古川町 823-8127 シューズモリ　本店 浜町 822-0678 つるや化粧品店 新大工町 822-6419

ソワレ・ド赤シャツ 滑石店 大園町 857-2951 ＭｉｎａＭｏ 東古川町 823-5663 シューズヤマモト　籠町本店　 籠町 822-6604 家具の二神 若葉町 844-1372 COMFORT PLACE 221 新大工町 823-1648

ダケシタ本店 矢上町 839-8877 ＴｅＲＲｉＴｏＲｙ 鍛冶屋町 825-1577 シューズヤマモト　新大工町店 新大工町 825-6374 馬場家具　葉山本店 葉山 857-3666 アクア長崎 桜馬場 821-4466

だるまや 新大工町 824-2823 クール・カレアン長崎店 新大工町 822-4890 多津屋本店　 浜町 821-8979 鈴木寝具店 麹屋町 826-9358

タナカヤ 浜町 825-2221 パーマネント　ビザ 川口町 842-0326 東京靴流通センター・長崎矢上店 矢上町 838-4746 はた仏具店 浜町 823-6909

タナカヤ　滑石ブティック 滑石 856-6606 ｔｏｒｃｈ 東古川町 823-3635 バッグの市丸　 万屋町 825-1010 さんち家具 元船町 826-4111

テイクオフ 港店 元船町 801-5015 ラ・モーダ・ジーナ 浜口町 865-7271 ハッシュパピー　長崎店 浜町 828-0828 大川龍家具店 松山町 844-0359

テイクオフ 長崎店 万屋町 823-2646 アイディール 浜町 826-8383 南靴店 浜町 822-0373 山口寝具 下町 822-9463

デルコ 浜町 822-7008 カジュアル赤シャツ 大園町 856-3553 モード・エ・ジャコモブティック 浜町 828-0355 山口寝具　住吉店 住吉町 844-3044

長崎ＰＩＥＳＳＡ 万屋町 895-9414 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ　ＳＴＡＴＩＯＮ 元船町 825-8466 リード靴店 万屋町 822-7666 新丸亀寝具店 新大工町 822-7211 シャンプーボーイＦｌａｐ 浜町 827-4889

レディースファッション　バニー 浜口町 846-7356 ＬＡＩＳＳＥＲ-ＦＡＩＲＥ 万屋町 821-5568 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ長崎浜町店 浜町 811-6311 マグレール 扇町 842-5302 フラクタルデザイン 万屋町 818-3603

ファッション　コバヤシ 新大工町 821-2725 洋服の青山　長崎松が枝店 松が枝町 821-1518 香りと灯りの店　きはら 浜町 825-5050 フラクタルデザイン アティック 住吉町 841-8055

ブティック　アバン 中園町 848-2789 洋服の青山　東長崎店 かき道 839-6641 ギャラリーメモリア長崎 鍛冶屋町 818-3940 ＲｏｏＴｒｅｅ 目覚町 844-5160

ブティック　ムーブ　本店 諏訪町 820-1885 シャロムＮＡＧＡＳＡＫＩ 古川町 823-5010 TERSO．HAIR SALON 万屋町 832-8115

ブティック　ムーブ　中通り 諏訪町 823-8040 クロスワーカー南長崎店 江川町 878-3130 ｖｉｃｕｓ　ｈａｉｒ 万屋町 822-3202

ムーブ・ムーブ 浜町 818-5931 ＳＯＲＡ 浜町 826-2223

ベルウッド 馬町 823-8188 アダチコミュニケーションズ 浜町 822-0104 サロンドボーテ　ＲＥＩ　 大黒町 829-3456

マルベニ 金屋町 825-4129 アートショップ　光風堂 鍛冶屋町 822-6256 ＥｙｅＢｒｏｗスタジオＹ’Ｓ 鍛冶屋町 826-1663

マルワ本店 葉山 857-2568 ＨＩＲＡＫＯＢＡ 浜町 829-3058 スタジオアッシュエフヘアメイク 古川町 823-4322 

ミツタケ 新大工町 822-4420 中の家旗店 鍛冶屋町 822-0059 美容室　髪風船 万屋町 825-6679

ミルク 浜町 822-2400 彩美堂 八幡町 824-8774 ｱｸｾｻﾘｰﾊｳｽ プティマーレ 浜町 826-5780 Ａｓｉａ－エイジア　 古川町 827-0321

メゾン・ド・レポス 住吉町 848-5192 マツヤ万年筆病院 浜町 822-4058 安達株式会社 浜町 822-0161 ウィスブロス 栄町 824-9986

ハンコ屋さん21　長崎店 浜町 801-1277 アンティーク・マヨリカ 油屋町 827-1102 hair　crossoverplay 栄町 824-9721

大和屋 栄町 822-1177 うつわや洒舎 万屋町 825-4860 リッツファミリーズ　ニコ 本原町 847-7484

石丸文行堂　本店 浜町 828-0140 大曲洋傘店 浜町 824-5825 リッツファミリーズピコ東長崎店 田中町 839-6120

ギフトセンターひろたか 魚の町 826-2311 リッツファミリーズピコめがね橋店 栄町 895-9960

藤野金物店 万屋町 822-1728 Ｄ－ｂｏｒｎ　 新大工町 822-1128

人形のたていわ 賑町 821-3751 野口陶器店 築町 821-1882 ヘアーアンドメイクナンプウ 銅座町 801-7777

ＷＩＳＨ 銀屋町 825-7129 Ｋ・Ｙランド 万才町 824-8414

絃洋会 楽器店 浜町 821-2326 道具屋ふじの 万屋町 818-5020

おもちゃのあおき道の尾店 葉山 894-9561 タシロ 銅座町 822-0816

アルス楽器　長崎店 昭和 820-5345

★印・・・1回払い3％払い戻し対象外

家具・寝具・仏具

携帯電話

人形・玩具・楽器

★長崎市加盟店一覧★
百貨店

日用品

家電・カメラ

美容院

衣料品・婦人服・紳士服

呉服

履物・靴・バック

時計・宝石 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

化粧品

文具・絵画・骨董品



唐草　本店 樺島町 824-2521 居酒屋 やまぼうし 船大工町 820-5248 スワンドライ　古賀工場店 古賀町 838-8080 ニルスタイルカフェ 衣料品 844-2237

清風堂　グラバー坂店 南山手町 825-8218 おにぎり　茶の間　大波止店 元船町 820-6530 スワンドライ　ララ愛宕店 愛宕 822-4001 ナフコ　フレスポ福田店 小浦町 833-4301 ハグハグ　長崎店 衣料品 865-8998

梅月堂　本店 浜町 825-3228 会楽園 新地町 822-4261 スワンドライ　エレナ日見店 宿町 839-6777 ナフコ　琴海店 西海町 814-3351 パパス＆ママス 衣料品 845-3284

梅月堂　江川店 江川町 878-0616 ５時からホルモン　 浜口町 842-6868 スワンドライダイレックス岩見店 岩見町 862-7610 ナフコ　南長崎店 竿浦町 832-5931 パパママキッズ 衣料品 848-7501

文明堂総本店　観光通店 浜町 823-0002 新和楼 新地町 822-3016 スワンドライダイレックス東長崎店 高城台 838-6560 ナフコ　畝刈店 多以良町 814-1861 プラウドジー 衣料品 848-7502

文明堂総本店　浜町店 浜町 825-0002 竹生 稲佐町 861-9005 スワンドライダイレックス滑石店 滑石 856-3200 ナフコ　東長崎店 戸石町 813-3661 マレットメットココウォーク 衣料品 813-0155

文明堂総本店　本店 江戸町 824-0002 中華屋　竹林 栄町 829-3539 スワンドライ　南長崎店 磯道町 879-1200 ナフコ　時津店 時津町 886-8661 アンジェリコルーチェ長崎店 衣料品 845-7838

文明堂総本店　南山手店 相生町 826-0002 なごみ 浜町 827-2762 スワンドライ　東町店 東町 839-2060

文明堂総本店　駅前店 大黒町 821-0002 長崎グリル 銅座町 816-2929 スワンドライ　桜馬場店 桜馬場 823-9506

文明堂総本店　平和公園店 岡町 844-0002 フュージョンディッシュ　蘭桂坊 大黒町 811-2323 スワンドライ　新大工店 新大工町 827-8700

亀屋饅頭 築町 822-5539 水辺の森レストランOPENERS 常盤町 811-6222 スワンドライ　油屋店 油屋町 822-9940 ベベ夢彩都店 衣料品 824-0714

長崎カステラ糖庵 畝刈町 840-1331 ゆうき寿し　 銅座町 824-2807 スワンドライ　本原店 本原町 846-9549 Ｓ東美 浜町 826-0121 OPTIQUE PARIS MIKIゆめタウン彩都店 メガネ 829-0677

吉宗 浜町 821-0075 スワンドライ　葉山店 葉山 856-9480 エスマート　新漁港店 京泊 850-5371 武田メガネ　ゆめタウン夢彩都店 メガネ 818-4730

GOLF BAR GROSS 銅座町 895-9171 スワンドライ　戸町店 新戸町 878-2020 エスマート  新大工店 新大工町 818-3633 角煮家こじま 食品 829-3012

GROSS　VOX 銅座町 895-9174 スワンドライ　本原交差点店 小峰町 842-4555 エスマート　田上店 田上 821-3413 ★ ベスト電器　長崎夢彩都店 家電 832-6500

小野原本店 築町 824-0261 VIDAROSA 銅座町 895-9161 スワンドライ　住吉店 住吉町 845-1311 エスマート　茂木店 茂木町 836-2802 ラ・ルイーズ 衣料品 832-6125

角煮家　こじま 銅座町 822-7811 ＷＡＩ　ＷＡＩ　ＤＩＮＩＮＧ 鍛冶屋町 818-6555 スワンドライ　ララ矢上店 東町 838-4506 エレナ　葉山店 葉山 801-3636 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ夢彩都店 履物 832-6160

しっぽく料理仕出し　山ぐち 万才町 822-1384 コルドーネ 船大工町 816-0600 スワンドライ　まるたか東長崎店 平間町 838-3355 エレナ　稲佐店 丸尾町 801-3553 ジョリファム　長崎店 衣料品 821-2711

中嶋屋本店 築町 821-6310 御台所　一福　 船大工町 822-9717 スワンドライ　イオン東長崎店 田中町 839-9555 エレナ　上小島店 上小島 832-2882 中央コンタクト メガネ 832-6600

髙野屋 築町 822-6554 割烹　こじま 銅座町 827-1696 スワンドライ　ココウォーク店 茂里町 843-3066 エレナ　日見店 宿町 833-0301 スワンドライ　夢彩都店 クリーニング 824-7775

みろくや　浜町店 浜町 828-3698 ティア　長崎銅座店 銅座町 828-2984 ラ・ヴァージュ　諏訪町店 諏訪町 824-2414 エレナ　福田店 大浜町 833-4008

白水堂　本店 油屋町 826-0145 銀鍋 銅座町 821-8213 ラ・ヴァージュ　新大工店 新大工町 825-4458 エレナ　小江原店 小江原 845-8100

白水堂　築町店 築町 826-5411 祥満　司清 浜町 822-1237 ラ・ヴァージュ　平和町店 平和町 846-2276 エレナ　時津町 時津町 865-8200

光富商店 万屋町 822-0490 鉄板や　万采 銅座町　 826-1823 ラ・ヴァージュ　新戸町店 新戸町 879-5004 エレナ　矢上町 矢上町 865-9500 アプレミディ東長崎店 衣料品 839-8000

大和屋 万屋町 829-0420 はくしか銅座店 銅座町 824-5949 エレナ　深堀店 深堀町 871-6355 武田メガネ　イオン東長崎店 メガネ 894-7811

井上商店 築町 824-2351 よってこ田中町店 田中町 839-8929 エレナ　長与店 長与町 887-1158

中野蒲鉾店 築町 822-7464 ホルモン清香園　 千歳町 843-8929 エレナ　三和店 布巻町 892-7954

ワタナベ商店 築町 824-0561 駅前炉ばた　甚十郎 大黒町 829-0787 ＬａＬａ新戸町 新戸町 879-1800 ハードオフ　時津店 家電 882-4066

森内酒店 大黒町 822-1430 和食　よひら 船大工町 824-3450 ＬａＬａなめし 滑石 855-1000 ★ ベスト電器　時津店 家電 881-7177

田中旭榮堂 上町 822-6307 コーラスライン 本石灰町 822-7003 ＬａＬａ矢上 東町 838-7300 パパス＆ママス　時津店 衣料品 882-9373

酒菜処　のさ庵 鍛冶屋町 824-0031 ＬａＬａながよ 長与町高田郷 840-5300 クロスワーカー時津店 衣料品 882-8286

長崎炉ばた　はち舎 本石灰町 828-6888 いりえ 銅座町 822-4719 ＬａＬａあたご 愛宕 825-5100 GARO SHOP時津店 婦人服 814-2177

puchi break 鍛冶屋町 825-0013 古賀実業　長崎営業所 平間町 839-4360 はるやま 長崎店 紳士服 882-1999

わかな 船大工町 827-5072 ★ 長崎法倫會館 茂里町 849-4000 紳士服のフタタ 時津店 紳士服 882-2882

ダウンタウン 船大工町 822-8225 ★ 積法社 梁川町 861-4200 大阪屋　時津店 飲食店 881-0101

フラワーサロン　花昌 浜町 827-4515 日本料理　竹生 稲佐町　 861-9005 ★ 西九州マツダ　西九州店 本河内 827-1515 東京靴流通ｾﾝﾀｰ 時津ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 履物 882-9941

flower　shop　花楽 万屋町 829-2620 シトラスカフェ 万屋町 823-3459 くじら工芸 万屋町 823-1765 オートバックス　長崎時津店 カー用品 882-9100

百花苑　 新大工町 822-1610 ＫＡＺＵ 浜町 824-2225 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ 銅座町 807-0723 メガネのヨネザワ イオン時津店 メガネ 813-2066

フローリスト　ウッディウッド 岩川町 846-3386 ピアチェーボレ 銀屋町 825-1222 コリアンダーの家 築町 893-6300 メガネのヨネザワ 時津日並バイパス店 メガネ 894-1705

串乃屋 麹屋町 828-0948 ざぼんちゃん浜町認定こども園 築町 823-2204 メガネの三城 長崎北店 メガネ 882-7786

花ござ 古川町 818-8753 ざぼんちゃん浦上認定こども園 川口町 845-2204 時津ヤスダオーシャンホテル ホテル 882-0100

和食旬菜　いまじん 築町 826-5145 鈴文商店 築町 824-1633 武田メガネ　時津店 メガネ 881-0211

ゴルフドゥ　東長崎店 田中町 813-3181 歌わんばあ 船大工町 801-4649 長崎つきまち株式会社 築町 823-9333 フラクタデザイン　時津店 美容室 882-3603

博多屋　武道具店 築町 826-0548 牛花　築町店 築町 818-2700 ブック船長 古川町 895-9180 スワンドライ　ＭＶ時津店 クリーニング 882-8020

ウェスティサーフ 住吉町 865-9551 繪梨香 銅座町 821-7766 好文堂書店 浜町 823-7171 Ｒｉｎ　櫻 呉服 881-7729

Ｂ．Ｂ．ＦＩＶＥ 栄町 823-6173 Ｎｏｄａ 本石灰町 829-5678 ★ ホテルニュー長崎 大黒町 828-7216 ABC-MART　長崎時津店 履物 813-2062

ゴルフドゥ　長崎城栄店 城栄町 801-2010 酒菜屋　ながれ 万屋町 824-1003 松尾石材 平間町 838-2449 オフハウス時津店 リサイクル 894-9805

ビストロ　ボルドー 浜町 825-9378 ＤＯＧＣＡＴＩＳＴＡ 浜町 801-1012

レストラン　メイジヤ 浜町 827-1129 Ｇｒｅｅｎ 田上町 820-2040

ｂａｒ　ｎａｇａｒｅ 浜町 824-6437

★ 杏クリニック皮膚科・美容皮膚科 中町 895-7118 ひかり亭　大黒町店 大黒町 823-2422

★ 桝屋歯科医院 八千代町 816-3948 洋食　中村屋 恵美須町 826-3211 パパス＆ママス　長与店 衣料品 894-8213

海の幸 大黒町 821-3693 ロゼハウス　長与店 衣料品 883-6563

ママン・ガトー 古川町 827-6766 モードサロンマルワ長与店 衣料品 883-1423

浮世 船大工町 821-2301 ヨネザワ ｲｵﾝﾀｳﾝ長与店 メガネ 801-2227

竹谷健寿堂 浜町 822-6605 豆腐料理　六弥太 油木町 848-7739 スワンドライ　ララ長与店 クリーニング 883-8884

天理漢方堂 浜町 822-8251 スワンドライ　長与本店 クリーニング 883-2000

野田薬局 万屋町 822-1697 石丸文行堂　長与店 事務用機器 801-2140

ドラッグ　エンゼル 平和町 845-7356

漢方松風堂 東古川町 823-5712

★印・・・1回払い3％払い戻し対象外 現在2022年4月末日

ホームセンターナフコ
（1回払い1％払戻し）

ココウォーク内

イオン東長崎店内

時津

長与

医療品

ゆめタウン夢彩都内

飲食店和菓子・洋菓子

スーパー（1回払い1％払戻し）

生花

食品

歯科・病院

その他

スポーツ用品・漁具

クリーニング


