
西沢本店　大村 本町 54-1111 野田額縁店 宮小路 55-8077 ★ ドライブすてーしょん 久原 54-5811 ユニクロ　アクロスプラザ諌早店 久山町 20-9863 イワサキ電器 栄町 23-3010 入江京呉服店 蔵本郷 46-0125 おしゃれハウスＹＯＵ 吾妻町 38-6788

オリーブハウス 本町 53-3120 あすなろ画材 西本町 54-2782 ★ プラザファイブ 桜馬場 53-2150 洋服の青山アクロスプラザ諫早 久山町 25-2448 ハードオフ　諌早店 幸町 35-1777 エレナ　大村中央店 大村市杭出津 20-7171 ＴＡＣＫ 東彼杵本店 蔵本郷 46-1176 牛花　愛野店 愛野町 36-7200

毛糸・手芸いわい 本町 52-3370 玖島陶苑 水主町 53-7007 ★ 上谷自動車 森園町 53-5557 ＰＡＰＡ’Ｓ＆ＭＡＭＡ’Ｓ諌早 宇都町 35-8818 ハードオフ　多良見店 多良見町 27-2610 エレナ　久原店 大村市久原 20-8311 三島コンタクトレンズ 蔵本郷 46-0360 スワンドライ愛野マルキョウ店 愛野町 36-3002

ＥＳＳＥＸ（エセックス） 本町 54-7863 カレイプランニング 東三城町 52-1156 ★ 西九州マツダ　大村店 松並 53-1106 ドール 山川町 26-4447 ★ ベスト電器 多良見店 多良見町 27-2170 エレナ　高来店 諫早市高来町 27-7120 メガネの三光堂　彼杵店 蔵本郷 47-0801

バイソン 本町 53-2448 ＶＡＳＫＹ 永昌東町 23-8578 ★ ベスト電器長崎喜々津店 久山町 49-8555 エレナ　竹松店 大村市大川田町 47-8778 やまさき衣料 蔵本郷 46-1037

銀屋　エルメゾン店 本町 52-2191 クール・カレアン諌早店 八天町 22-0912 ★ ベスト電器タケミ山川店 山川町 26-2821 エレナ　アゼリア店 諫早市永昌町 49-8800 旭タイヤステーション 彼杵宿郷 47-1394

レディースファッション銀屋 本町 52-2191 テイクオフ　諌早店 東本町 24-1813 エディオン諌早店 長野町 35-0811 エレナ　国見店 雲仙市国見町 61-7088 ＧＯＮＵＴＳ 瀬戸郷　 090-1927-4401 メガネのヨネザワ　島原店 北門町 65-5080

アノン 本町 53-7085 カンカンポア 東本町 22-7636 きよしや電器 栄町 22-0074 エレナ　島原店 島原市城内 64-8008 九州たまがわ 三根郷 47-1188 メガネ本舗　島原店 北門町 65-5300

キャンビー 本町 54-5005 ★ ベスト電器　ＢＦＳ大村東店 水計町 51-0456 橋口ホンダ商会 乾馬場町 52-2885 ブティック樹里 栄町 23-6631 エレナ　島原栄町店 島原市栄町 68-8800 京都つづれ屋 大手原町 63-7631

スタジオフラッシュ 本町 53-7133 山田電気商会 宮小路 55-0111 掘内モータース 原口町 55-8720 アンジェロ 栄町 21-2347 なかよし村　有喜店 諫早市松里町 28-6677 シュー・プラザ島原店 北門町 65-4174

ビーメン 本町 54-5062 ハードオフ　大村店 古賀島町 52-4480 オートバックス長崎空港店 協和町 50-3011 シモン諫早店 栄町 23-2546 ＬａＬａ富の原 大村市富の原 56-2400 エディオン島原店 弁天町 65-0711

シェリーフルフル 本町 52-4533 たにうえ電器 諏訪 52-2947 タイヤ館　大村 松並 20-8501 シモン　リンドバーグ 栄町 24-1773 かとりストア　原口店 大村市原口町 55-8131 あおき　島原店 田町 63-2344

リトルシアター里夢店 東本町 53-6614 アオバラジオ商会 東本町 52-6151 自由区 栄町 22-3600 ファッションプラザ　シャイン 永昌東町 22-3583 大きな新鮮村 大村市東本町 47-5311 サロン・ド　みよし 栄町 82-2056 ★ 西九州マツダ　島原店 北門町 62-6131

テイクオフ　大村店 東本町 53-0065 写真　いけだ 東本町 53-5535 銀屋 栄町 22-1790 イノウエ 高城町 23-4117 おかべ京染店 栄町 82-2459

テイクオフ　リペア店 東本町 46-5630 写真のいけだ　古賀島店 古賀島町 53-5536 ローズボウル栄町店 栄町 35-5515 かめがわ 山川町 26-2819 衣料のおかむら 栄町 82-2377

まことや 東本町 54-1036 双葉ミシン電機商会 片町 52-3245 平野婦人服部 栄町 23-3335 ジュエルフジマキ 馬渡町 26-0710 永田メガネ川棚店 栄町 82-6000

銀屋大村　ネジュアン 東本町 53-7151 チャーム 山川町 26-2891 宝石・時計のナカヂ 本町 22-1582 京美本店 栄町 82-3767

彩苑 東本町 53-7505 ゴルフドゥ　大村店 古賀島町 49-5050 カジュアルショップマツヤ 山川町 26-2626 フロオレスオガワ 本町 23-2632 今西衣料品店 栄町 82-2219 ヨネザワ　イオン有家店 有家町 65-2360

クチュール桂子 東本町 53-0080 片岡スポーツ 西三城町 54-3725 ファッションハウスマツヤ 山川町 26-7666 ナフコ　南大村店 大村市杭出津 48-5681 よしだ衣料 栄町 82-2762 ★ ベスト電器　マツオ南有馬店 南有馬町 85-4343

Ｅ’ｓ　ＳＥＬＥＣＴ 東本町 54-9528 ガロショップ 小川町 24-4401 ナフコ　北大村店 大村市富の原 27-4371 シューズセンター大安 栄町 82-2246

てづくりのみせ風姿 宮小路 55-4311 九州教具 桜馬場 53-2177 はるやま　諫早店 小川町 24-0176 ナフコ　東諫早店 諫早市宗方町 35-1951 まつだ玩具店 栄町 82-2779

八反田衣料品店 宮小路 55-7220 Ｃｌｉｐｓ　えきまえ文具 東本町 52-3860 ブティック　かねよし 小川町 22-1772 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ諫早店 八坂町 27-0837 ナフコ　諫早店 諫早市多良見町 43-7021 マツミ 栄町 82-2291

ＴＡＣＫ 大村店 古賀島町 20-8144 クリップス　オン 東本町 53-2180 ブティック花都貴 泉町 24-5960 めがねのエイキ 栄町 22-0567 ナフコ　高来店 諫早市高来町 27-7601 木場屋燃料 栄町 82-2808

オフハウス　大村店 古賀島町 52-4490 勝手タタミ・フスマ店 松山町 52-3360 マツヤ 多良見町 43-2626 メガネのポイント・センター 東本町 23-3300 ナフコ　愛野店 雲仙市愛野町 27-5811 谷山油糧 城山町 82-3171

ロングテーブル　大村店 古賀島町 50-3700 かつて畳内装 松山町 52-0571 オフハウス　多良見店 多良見町 27-2610 メガネのヨネザワ　東諫早店 長野町 35-5163 ナフコ　口之津店 南島原市口之津町 75-1310 こうの薬局 下組郷 82-4514

ブライダルアルバーナ 古町 54-7350 新夢ハウス 東大村 52-8573 諌早ヨーガンレール 八坂町 24-1760 メガネの三城　諌早店 栗面町 24-4068 ナフコ　国見店 雲仙市国見町 61-7151 コミネ電化センター 下組郷 82-3301

はるやま大村店 松並 52-4895 大岡時計店 乾馬場町 52-3871 ＧＲＥＥＮ　ＳＴＹＬＥ 本町 24-0082 武田メガネアクロスプラザ諌早店 久山町 25-5401 ナフコ　島原店 島原市城内 62-0035 メナード化粧品東彼販売 下組郷 83-2200

ギャラリーラム 松山町 54-0523 富永時計眼鏡店 竹松本町 55-3833 ジョリ・ファム　諫早店 本町 21-7357 メガネプラザ諫早店 貝津町 26-9860 ナフコ　波佐見店 波佐見町田ノ頭郷 0956-26-7671 はるみ家電サービス 中組郷 82-2105

フタタ　大村店 幸町 53-2001 塩田時計店 片町 52-2368 オフハウス　諌早店 幸町 35-1778 メガネ本舗　諌早店 小船越町 21-7033 ★ トクマル 白石郷 82-5255

Pate bloom garden大村 幸町 46-5955 中村時計店 本町 52-3254 寿楽 杭出津 54-4424 ブルーベルベット 本町 35-1288 サクランボ 百津郷 82-5995

コックス 幸町 27-3492 仲野時計店 本町 52-2752 ちとせ鮨 桜馬場 52-3439 タゾエ 百津郷 82-2275

ラッピンナイン　イオン大村店 幸町 27-3458 小森時計店 竹松本町 55-8334 寿し駒 諏訪 54-6163 貝津町 25-5208 バザールドプロヴァンス 百津郷 83-3559

ハグハグ　大村店 幸町 53-2380 井沢真珠 本町 54-1611 日本料理実り 東本町 54-2565 川棚自動車学校 百津郷 82-5155

マレットメット大村店 幸町 52-0222 ジュエルキシカワ 本町 52-6042 清香園　古町本店 古町 52-2353 オートバックス長崎　諌早店 小船越町 23-6613 ★ カーウィングル 新谷郷 82-5511

ＰＡＰＡ’Ｓ＆ＭＡＭＡ’Ｓ大村 幸町 48-7611 浦宝飾店 松並 54-7503 清香園　総本店 杭出津 54-8492 タイヤ館　諌早 小川町 21-1120

バナナワイズ　大村店 富の原 28-8118 牛花　大村店 幸町 48-7111 ★ 西九州マツダ　諫早店 久山町 26-4394

デソートクロージングカンパニー 西大村本町 56-8801 小林呉服店 栄町 23-1391

リーフ 片町 56-8121 さんわライフプラザ 川内町 22-7555

Ｄｅａｒ 大川田町 55-4088 大石京染店 川内町 22-3931

メンズ・ファッションＳＡＴＯ 竹松本町 55-1131 メガネのヨネザワ　大村空港通店 桜馬場 27-3588 花栞 天満町 21-5170 ファッションハウスカミムラ 井石郷 85-2019

クロスワーカー大村富の原店 富の原 28-8060 メガネの三城　大村空港通り店 古賀島町 53-6903 篠原皮ふ科クリニック 上諏訪町 50-1677 おしゃれハウスＹＯＵ 栄町 23-3011 エフワンミリオン 井石郷 85-2512

メガネ本舗　大村店 協和町 48-5707 ★ とやま歯科 富の原 55-6255 前田化粧品店 八天町 22-3422 ＨＡＮＡわくすい 井石郷 85-8155

★ もりもと歯科医院 木場 50-1091 ひらの洋傘店 栄町 23-3333 カネボウ 栄町 22-1790 モンネ・ポルト 井石郷 76-7163

おおしま薬局　富の原店 富の原 55-8855 セレクトひらの 栄町 23-3335 南創庫 井石郷 76-7214

グリサリーモリスケ 井石郷 090-45192-795

もろおか幸盛堂薬局 本町 24-1547 ブティックあき 折敷瀬郷 85-6460

サロン・ド・パール 古町 53-8826 もろおか薬局　幸町店 幸町 36-6001 ハスポ波佐見店 折敷瀬郷 85-5116

美容室ヴァラ 植松 53-2600 薬舗　もろおか 多良見町 28-5067 天鐘 折敷瀬郷 85-2869

美容室エランドール 竹松本町 55-8746 バスキー 永昌東町 23-8578 しらぬひ薬局 永昌東町 22-3430 藍水 折敷瀬郷 85-3711

Ｃａｒａかおり美容室 富の原 55-0086 靴のアイカワ 永昌東町 22-0748 パサージュしらぬひ薬局 永昌東町 21-0311 ★ 谷本自動車 折敷瀬郷 85-4719

染と織はやし 宮小路 55-8795 エクセレンテインターナショナル 水主町 52-3913 靴のまえだ 本町 23-2356 ★ 西諫早病院PET/CTセンター 貝津町 25-6666 ふくだ手芸店 長野郷 85-5864

きもの櫻 幸町 20-8500 ＳＥＥＤ 古賀島町 52-1203 村田神仏堂 本町 52-3504 東京靴流通センター諫早店 鷲崎町 24-3913 ★ なかはら歯科 長野郷 56-6677

中嶋呉服店 松原本町 55-8508 利休園 東三城町 53-5852 バッグハウスキムラヤ 栄町 22-0512 おしゃれの店さわだ 湯無田郷 85-3509

さんわ 東三城町 52-6551 ピーシーサポート長崎 大川田町 47-9751 ABC-MART 諫早店 鷲崎町 32-8080 スワンドライ　西諫早店 山川町 25-4540 メガネの松原 湯無田郷 85-7202

小林呉服店 本町 53-6101 スワンドライ　長野店 長野町 24-0005 舘山堂 湯無田郷 85-4066

武田呉服店 本町 54-3637 大村ヤスダオーシャンホテル 西本町 53-4125 スワンドライ久山マルキョウ店 久山台 25-6579 松尾時計店 湯無田郷 85-2700

スワンドライ諫早マルキョウ店 福田町 22-3576 伸栄住設 湯無田郷 85-6208

マツバラスポーツＱスタジアム 栗面町 21-9999 スワンドライＭＶ諫早中央店 野中町 22-5700 野田電器 湯無田郷 85-2209

千住スポーツ店 上町 22-1071 スワンドライイオンT西部台店 大さこ町 26-2884 ★ 林歯科医院 湯無田郷 85-3086

松原スポーツ 本町 22-3420 ラ・ヴァージュまるたか幸町店 幸町 22-3553 松尾陶器 皿山郷 85-4583

スワンドライ　ララ富の原店 富の原 56-2066 マツバラスポーツ フィールド館 栗面町 21-9977 ラ・ヴァージュまるたか多良見 多良見町 43-3840 富高布団店 田ノ頭郷 85-5674

シュー・プラザ　大村空港通り 古賀島町 20-8172 スワンドライ　イオン大村店 幸町 27-3448 ジュエルモア 宿郷 85-2175

バックの多津屋 幸町 27-3445 スワンドライ　溝陸店 溝陸町 50-1622 土蔵 宿郷 85-6131

ＡＢＣ－ＭＡＲＴイオン大村店 幸町 46-5461 ラ・ヴァージュ まるたか池田店 池田 53-8558 株式会社　こよみ 目代町 46-3384 林電気商会 宿郷 85-3256

★ 諫早法倫會館 栗面町 24-4000 メガネの三光堂　波佐見店 宿郷 85-6282

牛右衛門　諫早店 宇都町 49-8866 ＢＡＵＭ 宿郷 85-4890

ひかり亭 永昌東町 35-1715 トータルファッション　たじま 村木郷 85-2900

梅月堂　多良見店 多良見町 56-8558 ★ 高尾自動車整備工場 川内郷 85-3177

たかはま化粧品店 古町 52-3283

トリアノン 東三城町 52-1185 素肌サロンｈｕｌａ 松並 50-1246

ブライダルグッズポケット 協和町 48-5822 おしゃれの店大粧 東本町 52-3782

岩井屋 本町 53-2133 おーみや化粧品店 本町 52-2623

やすなが 池田 53-2175 現在

　 ★印・・・1回払い3％払い戻しサービス対象外

飲食・食品

雲仙市

川棚町(0956)

クリーニング

波佐見町(0956)

メガネ・コンタクト・補聴器

化粧品

自動車・カ－用品

島原市

南島原市

病院・医療品

日用品

バッグ・履物

スポーツ用品

衣料品
スーパー（1回払い1％払戻し）

2022年4月末日

加盟店一覧(大村市）
家電・カメラ玩具・美術品

日用品
化粧品

ホームセンターナフコ
（1回払い1％払戻し）

東彼杵町(0957)

住宅設備・営繕

スポーツ用品

加盟店一覧(諫早市）

その他

加盟店一覧（東彼杵郡・島原地区）

時計・宝石

その他

クロスワーカー諌早インターチェンジ店

呉服

衣料品

呉服

バッグ・履物
クリーニング

病院・医療品

二輪・自転車・カ－用品家電・カメラ

事務用品・通信機器

ホテル

メガネ

飲食

美容院

自動車整備・車検

時計・宝石


