
いけだ 俵町 22-6878

西沢本店 島瀬町 24-8111 いずみや 俵町 22-9518 ＡＢＣマートえきマチさせぼ えきマチ 23-3482 ベスト電器　佐世保本店 大塔町 33-1627 Ｋ’ｓ（ケイズ） 下京町 25-2470 タケモト 本島町 22-8569 Ｂ．Ｂｌｕｅ 白岳町 20-8877 オートバックス佐世保日宇店 日宇町 33-9112

トゥインクル西沢 本島町 24-4141 総合衣料よどや 俵町 24-0046 ＡＢＣマートイオン大塔 イオン大塔 27-2322 ベスト電器長崎四ケ町店 本島町 23-1333 Relax Salon　Ｓｗｅｅｔ 白南風町 60-9222 Pendule doux佐世保 上京町 23-7030 Back　Stage 早岐 38-0097 タイヤショップウエック 吉岡町 40-7923

ｐａｓ　ａ　ｐａｓ 瀬戸越 40-7050 ＡＢＣマートさせぼ五番街 五番街 37-2260 エディオン　佐世保店 日宇町 27-8311 ＹＳ、ますもと 小佐々町 69-2704 ＴＡＴＳＵＹＡ大塔店 大塔町 27-2180 Ｂｅａｕ　Ｒｏｉｒｌ 上相浦町 48-7710 タイヤ館　佐世保 日宇町 31-0160

Ｍ’ｓ　ｏｎｅ 瀬戸越 49-4375 ＪＲ 常盤町 24-3866 ハートプラザ佐世保本店 常盤町 22-0202 メディカルサロン　リリィ 勝海町 27-5515 プールムッシュさせぼ五番街店 五番街 37-1123 ビューティショップ ナカハラ 園田町 22-8651 タイヤ館　佐世保北 川下町 42-3050

ユニクロ 佐世保矢峰店 松原町 41-4080 ＫＳパルコ 下京町 25-7234 ハートプラザ大塔デジタル 大塔町 26-1755 エスティン絵美寿 天神 34-2528 ヌーベルデペッシュドゥワカキ 五番街 59-5751 クオーレ 島瀬町 22-7010 早岐タイヤー商会 早岐 38-3366

Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ 下京町 22-7021 ファッションハウスKUBO 松瀬町 40-9978 リーガルシューズ佐世保店 下京町 25-0711 １２３デンキグリーン店 俵町 23-0286 エステラピーサロンさくらさくら 有福町 58-4568 こらぼ庵たく 春日町 25-0227 ＢＥＥ 常盤町 26-4888 長崎オートガラス 大和町 31-1874

Ｆｌｉｋａ 下京町 23-9339 洋服の青山 田原町 40-5890 シューレスキューａｒｕｋｕ 上京町 23-3251 ウエムラ電器商会 花園町 22-1345 おしゃれのユーミ 権常寺 38-4441 ＣＵＲＶＥ 上京町 42-4172 豊福タイヤ販売 稲荷町 31-5882

エバーグリーン 下京町 37-3088 ブティックなかむら 田原町 49-4800 草津履物店 俵町 22-2240 エコログ佐世保相浦店 中里町 42-6222 おしゃれの店タナカ結夢観月館 祇園町 80-1620 HAIR　MAKE　LARGE 松浦町 22-3341 中村タイヤ商会 城山町 22-7217

ジャックポット 下京町 22-2678 ｍｕｇｕｅｔ 大野町 37-9231 東京靴流通センター早岐広田店 広田 39-4113 エディオンアサノデンキ 若竹台町 38-0822 サロングリーン 有福町 58-5009 Hair  Space  A to Z 相生町 25-8958 イシダタイヤ 湊町 22-2039

ファンタジーク　佐世保店 下京町 25-0211 Ｆｉｎｃｈ 柚木町 46-2370 シュー・プラザ早岐店 広田 26-5320 エディオン平松電器 潮見町 33-3172 てるや化粧品店　大宮店 大宮町 31-1261 ＨａｉｒＺＩＰ 大宮町 33-9135

ふじや洋装店 下京町 25-3626 はるやま商事 吉岡町 49-9088 シュー・プラザ矢峰店 松原町 41-4120 ハードオフ　佐世保 日宇町 76-9033 てるや化粧品店　下京店 下京町 23-1533 尚美堂 島瀬町 25-7777 Ｊａｍｕｐ 山祇町 33-7723

西牟田 下京町 22-6256 Life　window　はべ 皆瀬町 49-2257 チヨダ大野モール店 瀬戸越 41-0171 ハイランド松尾 黒髪町 32-7330 てるや化粧品店　天神店 天神 31-3343 金子真珠 島瀬町 25-1278 ＬＯＯＰ 浜田町 23-3969

ＢｏｕＴＩＱＵＥ　ＭＡＲＲＹ 上京町 22-5515 はいじ 皆瀬町 49-2365 岩盤浴・サンスパ 藤原町 33-8383 ハマダ電器商会 母ケ浦町 48-2023 トミナガ薬品 あつこ店 日野町 28-3710 ビーチェンジ 上京町 22-0585 ｒｅｐｏｓｏ 日野町 28-1350

chi to ki 上京町 25-2223 山田屋　御船店 御船町 22-4227 もとやま電化 天神 32-5265 ノエビア化粧品佐世保販売会社 下本山町 48-4974 永田宝石店 上京町 25-6666 Strange　Power 常盤町 25-5650 ★ Relax ＡＵＴＯ  ＣＬＵＢ 卸本町　 56-8870

ＣＯＲＲＥＣＴ×ＣＯＮＮＥＣＴ 上京町 22-2296 江島衣料品店 日野町 28-6027 やましな電器 松原町 49-6960 ビィーンズ 早岐 38-0709 荒木貴金属店 上京町 22-2476 Strange　Power.3 常盤町 59-5517 ★ ウエストモーター 指方町 58-6255

ジャスミン 上京町 25-0938 ウィーヴ 谷郷町 22-6800 Ｅ－ＳＴＹＬＥ　佐世保早岐店 早岐 20-5858 メナード化粧品佐世保販売 三浦町 23-5779 正義堂 上京町 22-5174 ストレンジパワー俵町サロン 俵町 25-2757 ★ オートショップエース 田の浦町 38-3634

マダム・ルイーズ 上京町 24-6258 ユニエース 指方町 27-0203 パソコンエービーシー 指方町 59-5600 モイスティーヌ長崎販売 常盤町 42-0360 タナカゴールド 下京町 23-8084 ウエムラ美容室 上町 25-1055 ★ カーセンタータクシマ 横手町 20-3377

メンズファッション　小栗 上京町 22-9241 織美 小野町 48-2380 でんきや　パナサン 重尾町 39-0506 ラ・メルシェ 常盤町 23-6067 宮崎宝石店 松浦町 23-0403 Ｃｏｓｍｉｃ　Ｂｉｒｔｈ 京坪町 25-1189 ★ カーハウスドリーム，Ｋ 小佐々町 68-2995

川尻商事 上京町 22-4260 Ｐｅｋｏｅ 川下町 42-6070 有限会社　星佑空調 母ケ浦町 47-3825 リメール 早岐 38-5822 蒲原時計店 松浦町 22-4269 サイクサ大野店 田原町 49-5677 ★ ＧａｒａｇｅＭ 白岳町 33-5086

中村衣料 上京町 23-2104 小川衣料品店 相浦町 47-2430 でんきや　ヤマモト 新田町 47-5243 素肌サロンＹＯＵ 下京町 22-2827 きたむら 塩浜町 22-6775 ヘア－ズ・サエミ 天神 31-5409 ★ ツカサモータース 折橋町 22-6381

ＰＬＵＮＧＥ 本島町 22-3734 久地浦商店 吉井町 64-2063 松浦電気商会 世知原町 76-2526 素肌サロンもりやま 新田町 47-4140 まきのジュエリー 栄町 23-0870 サロン・ド・たなか 須佐 24-4700 ★ ラッキー自動車 俵町 23-3612

ヴェスティート 本島町 23-8058 オフハウス　佐世保 日宇町 76-9040 パソコンショップコムコム 下京町 23-7223 泰徳貿易 本島町 22-8176 山口貴金属店 栄町 22-2774 サロンド・よしむら 島瀬町 24-5169 ★ 吉井モータース 吉井町 64-2211

ジョリ・ファム佐世保店 本島町 25-2017 洋品とはきもの　ひさの 黒髪町 31-8202 ＴＡＫＡＫＩ 上京町 22-0422 ヨシトミ電器 俵町 22-7323 武富至誠堂薬局 大宮町 31-5267 ジュエリーハウスきこ 湊町 25-9700 サロンドえじま 黒髪町 31-3513 ★ 江川自動車整備工場 大和町 32-4070

チュチュアンナ佐世保 本島町 42-1100 大松 卸本町 31-0054 宮地金物店 下京町 22-5890 原野住宅器材店 瀬戸越 41-4366 ローズティ 光月町 76-7336 ジュエル・ジョイ 浜田町 25-1700 しげとみ美容院 稲荷町 31-1564 ★ 崎元自動車整備工場 名切町 22-1818

ＮＥＷ　ＳＢＴ 島瀬町 42-5111 しぼりや 卸本町 31-3131 楽膳 下京町 24-3690 桜空設 有福町 58-3600 モイスティーヌ広田サロン 広田 27-5088 美宝堂 京坪町 24-5688 ダーナヘアー＆メイクアップ 中里町 48-3925 ★ 西九州モータース 崎岡町 38-3969

ト－タルファッションみや美 島瀬町 24-7518 マルマツアパレル 卸本町 32-1626 つながる雑貨屋　てとて舎 下京町 76-8266 モイスティーヌサロン ルシェル 上京町 25-2790 ガージュ佐世保店 陣の内町 26-5777 ナギサ美容室アリーナ 中里町 48-7939 ★ 川久保自動車 吉井町 64-4050

ナチュラル ハイ 島瀬町 22-2180 ユニクロ 佐世保大塔店 大塔町 31-3391 雑貨の店華 木場田町 25-7910 ビューティーセンター山本 世知原町 76-2111 タミチ 俵町 25-4448 シャンプーボーイＣＲＥＷ 常盤町 24-6668 ★ 扇平自動車工業 中里町 48-2111

Ｒｅｄｌｉｇｈｔ 湊町 23-7633 紳士服のフタタ 大塔町 32-2012 カギ屋佐世保 八幡町 42-0007 コスメティックガーデンあずま 栄町 24-2088 ナガタめがね時計店 瀬戸越 49-2012 シャンプーボーイＡＮＮＥＸ 権常寺 39-3033 ★ 大谷モータース 小舟町 46-0300

ＢＳワカキ 湊町 25-8934 はるやま商事 大塔町 32-9948 Ｗｉｔｈ　高砂店 高砂町 24-8961 うえきカメラ 三浦町 24-5530 素肌サロン　リンク 鹿子前町 76-9189 ミネマツ時計店 大宮町 31-8657 シャンプーボーイＤＡＩＴＯ イオン大塔 20-0246 ★ 大陽自動車工業 皆瀬町 49-2609

ＤＩＣＯ 湊町 25-1289 プラチノ・ロッサ大塔店 イオン大塔 20-1021 Ｗｉｔｈ　早岐店 権常寺 39-5492 フォトスクエア宇土卸本町店 卸本町 46-6118 ＰＯＬＡ エステ in みなみ 日宇町 33-8114 永尾宝飾 三浦町 090-1192-6677 シャンプーボーイ佐世保駅前店 えきマチ 42-1345 ★ 大和ボデー 天神 31-8066

ＣＬ．１９７８ 常盤町 22-9885 ニューヨーカーイオン大塔店 イオン大塔 27-2114 ベルフェア 大和町 34-3288 宇土綜合写真 湊町 23-5331 美あっぷも里 松川町 22-6408 　　　　 佐野宝石 宮田町 23-9228 シャンプーボーイＨＩＮＯ 日野町 29-2345 ★ 谷口自動車整備工場 有福町 58-5877

ヴェニス 常盤町 24-1311 ｉｋｋａ イオン大塔 27-2134 喫茶・雑貨アリス 稲荷町 34-3588 森白汀 栄町 24-5252 クロロフィル佐世保美顔教室 潮見町 34-3625 土井時計店 稲荷町 31-8627 ビューティサロン大川 日宇町 31-4501 ★ 朝長自動車整備 白岳町 33-3838

じん 常盤町 22-8818 ルーシュ　大塔店 イオン大塔 34-0003 村上彫刻 中里町 37-8114 長尾カメラ 八幡町 24-1234 Ｓａｌｏｎ　ミュウ 三浦町 80-3550 平和堂ジュエリー 春日町 22-7543 ヘアー＆フェイスゆき 宮崎町 29-3530 ★ 長崎日産 島地町 24-2323

ボイスクラブ 常盤町 24-4630 ハグハグ　大塔店 イオン大塔 76-8833 Zakka＆cafe ｅＱ えきマチ 24-7117 うえのスタジオ佐世保店 有福町 59-7070 コスメティックＹ 田原町 40-8080 ルベル 常盤町 42-4074 ヘアーショップ恵 常盤町 25-1610 ★ 天神ボデー 大塔町 32-6057

絣専門店　からしま 栄町 24-5773 Ｔ'ｓ　collection イオン大塔 37-8027 ビューティサロンＳＴＡＲＴ 白岳町 34-5090 岡田真珠 大黒町 31-0944 ヘアースタジオＭ’ｓｂｙ髪風船 日宇町 31-9920 ★ 島野ボデー工場 日宇町 34-7589

Ｏｈ！ 栄町 23-7302 ニュー家族館 早岐 38-3402 丸幸 白木町 24-6060 九州製核 勝海町 38-2502 ＢｏｏＴ　ｂｙ　Ｍ‘ｓ 田原町 40-6620 ★ 日産プリンス長崎販売大野 田原町 49-2321

アミューズメント 栄町 25-0400 ＭＩＸＥＲ 三川内本町 30-7530 fros たんぽぽ 日野町 80-3073 ヘアーハウスＯｎｅ 白南風町 24-5853 ★ 日産プリンス長崎販売早岐 田の浦町 38-5532

コーザ・ノストラ佐世保店 栄町 22-2428 Ｎｏｉｒ 港町 80-5055 ヘアスペース　ポルカドット 権常寺 39-4503 ★ 日産プリンス長崎販売大塔 大塔町 32-1140

ノーブルレディースファッション 栄町 22-7638 クロスワーカー佐世保卸団地店 卸本町 20-1230 島村楽器えきマチ佐世保店 えきマチ 42-0220 ユージ 大宮町 32-4027 ★ 日産プリンス長崎販売北バイパス 上本山町 40-9111

モンティカティーニ 松浦町 24-3138 ユニラボ佐世保店 卸本町 46-5541 川下ピアノ店 本島町 23-7777 Ｇ－ｇｒａｐｈｉＣ 山県町 22-2204 髪ＳＥＩＺＥ 上京町 23-2099 ★ 濱本モータース 俵町 24-2144

ポアレ企画 松浦町 24-2630 クロスワーカー大塔店 大塔町 34-0677 前川楽器店 栄町 22-6582 ガーデンギャラリーＩＫＵＥ 広田 38-8813 シャディサラダ館日野店 日野町 28-2093 アイコンタクトレンズ 三浦町 24-6175 夢屋 塩浜町 22-8385 ★ アクトフォー 相浦町 56-7666

ｅ（ｍ）ｕ 浜田町 24-2542 クロスワーカー下本山店 下本山町 48-8800 アルス楽器　佐世保店 折橋町 23-5262 嘉泉窯 三川内町 30-8201 丸久 卸本町 31-4936 グラス・モード 矢峰町 42-9100 髪切り屋わおん 白南風町 25-2205 ★ ｇａｒａｇｅ　ＮＯＴＥ 木風町 76-9510

ギャルリーアン 浜田町 22-7280 和信産業 卸本町 34-1425 佐世保ピアノ 有福町 58-3299 山喜陶園 木原町 30-8840 小倉ハンター 白岳町 31-6822 シティコンタクト 上京町 23-5359 美容サイクサ 本島町 22-6708 ★ いすゞオート佐世保 棚方町 47-4111

レディスショップラブ 浜田町 25-3337 松華堂 栄町 22-9277 フラワーコンタクト佐世保店 島瀬町 29-0771 美容室ＳＵＭＭＡ 川下町 37-8189 ★ 西九州マツダ　佐世保店 大和町 33-1515

ａｎｎｉｋＡＮＮＩＫ 元町 37-9171 木村美術堂 本島町 22-6536 メガネのアイランド 吉岡町 49-3100 ＴＯＭ　ＢＯＹ 栄町 59-7029 ★ グローバルクレスト相浦 中里町 26-2345

ハトヤ衣料 戸尾町 23-0427 龍弘堂 三川内本町 30-8019 めがねのいずみ 宮崎町 22-2218 美容室ＭＡＳＨ 吉井町 64-2011 ★ カービックサービスセンター 有福町 59-8833

ＢＥ－ＦＬＡＴ 塩浜町 23-8867 臥牛窯　窯元ぎゃらりい 木原町 30-8653 オカコー 島瀬町 23-8910 美容室ＭＩＳＳＹＯＵ 元町 23-2345 ★ リフレッシュギア 奥山町 59-3176

ワークショップ蜂屋 塩浜町 22-8751 あおき　トイセンター 大塔町 33-7000 めがねの三光堂 権常寺 39-4888 美容室アクアヘブン 有福町 58-7957 ★ オガワ自動車 上本山町 49-2987

ｔｏａｌｕ 万津町 59-7434 あおき　本島店 本島町 24-1500 ウインドジャック 早岐 39-2399 メガネのフキ 相浦町 47-2698 美容室ファースト 上京町 24-0905 ★ 藤川モータース 御船町 22-5455

麻と木と・・・佐世保 万津町 23-6355 サン・チャイルド 上京町 22-6655 ゴルフ・ドゥ　佐世保店 干尽町 31-5455 メガネの一光 黒髪町 31-6997 美容室フリーダム 常盤町 25-9550 ★ 島﨑ボデー 崎岡町 38-0629

アンジェリコルーチェさせぼ店 五番街 25-2900 ワイワイ貿易 島瀬町 25-2271 ゼロスポーツ 広田 39-3166 メガネの三城イオンタウン早岐店 広田 38-1350 アートウェーブ 若葉町 33-7301 ★ 夫津木自動車 指方町 58-2759

シューケットさせぼ五番街 五番街 56-3606 吉田玩具店 山県町 22-2048 ネイチャーショップウミアック 鹿子前町 28-1124 メガネの三城　佐世保東店 田の浦町 38-1301 ＣＥＬＬ 湊町 80-3826 ★ スズキゼノン 吉岡町 49-7739

ａｍｉｃｏ＋ａｍｉｃａ 島瀬町 25-2828 人形の春月 小舟町 46-2020 スタンドイン佐世保店 山県町 23-5598 メガネの大久保 黒髪町 32-5980 美容室Ｋ－１ 瀬戸越 40-5051 ★ カープランナー須藤 小川内町 40-7800

ｅａｒｔｈ　ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏ えきマチ 37-1122 からしま 高梨町 22-5954 人形の松川 俵町 22-7547 共立自動車学校　日野校 椎木町 47-2124 ファイテンショップ　佐世保店 五番街 42-5008 メガネの大久保　吉岡店 吉岡町 40-8024 ６０１　Ｍａｄｉｓｏｎ 松浦町 22-1601 ★ ＧＡＲＡＧＥ　ＫＥＮ’Ｓ 吉岡町 80-7178

ＩＮＤＥＸ えきマチ 24-4077 きものと帯いけだ 山祇町 32-4111 西海模型センター 湊町 23-6294 共立自動車学校　大野校 瀬戸越 49-4244 カワシモレコード＆スポーツ 本島町 22-4839 めがねのアウトレット倉庫させぼ 八幡町 23-8790 ＭＡＨＡＲＯ 栄町 55-6152 ★ 川浪自動車 柚木元町 46-0709

ＭＫミッシェルクラン えきマチ 56-3146 稲田屋 天神 32-5298 ｍｉｃｒｏｃｏｓｍ 三浦町 42-5280 ヒューマンスクール早岐 早岐 38-2126 ピットスポーツ 日宇町 76-9912 メガネプラザ早岐店 権常寺 39-5891 hair make Ｃｒｅｅｒ 戸尾町 42-5035 ★ ガレージ中山 針尾東町 58-3558

グレディブリリアン　佐世保店 えきマチ 42-0702 永安商店 小佐々町 69-2639 佐世保中央自動車学校 沖新町 32-2500 ドリームスポーツ佐世保支店 常盤町 29-3070 シティコンタクトさせぼ五番街店 五番街 37-3717 ヘアメイク　シェモア 木風町 33-6156 ★ カードクターＫ 白岳町 34-1135

サマンサ・モスモス えきマチ 37-0671 永渕総合学院 鹿子前町 28-5181 佐世保大塔自動車学校 大塔町 31-9177 ＭＡＲＵ　ＳＰＯＲＴＳ 光月町 37-6485 メガネのヨネザワ 佐世保日野店 松川町 22-3080 ブラックスペース 湊町 25-5422 ★ シラカワ自動車販売 吉井町 64-2297

ジャンニロサンク えきマチ 56-3688 きものブティックおかもと 浜田町 22-5832 メガネのヨネザワ 京坪店 日野町 29-2120 Ｌｅ　Ｂｒｕｎ 下京町 24-8880 ★ 西川自動車 吉井町 41-2537

スーツセレクト佐世保 えきマチ 37-0220 丸屋本店 相浦町 47-2031 ｒｏｏｍｓ＋ｃａｆｅ 光月町 22-5170 メガネのヨネザワ 佐世保本山店 下本山町 48-7130 hairsalon　Ｒｅｖｉｅ 大野町 80-4531 ★ Ｔ-セブン 吉井町 64-4040

ライトオン えきマチ 22-0324 京都呉服みやま 保立町 25-0390 インテリアタナカ 干尽町 32-6466 メガネのヨネザワ 佐世保四ケ町 本島町 24-7855 Hair’s　ＴＡＣＫ１０２ 木場田町 25-5835 ★ イケダオートサービス 矢峰町 41-0133

ＭＯＯＮＣＨＩＬＤ 潮見町 34-8115 さんわ　佐世保店 三浦町 25-2800 マキノ もみじが丘町 34-8800 メガネのヨネザワ 佐世保日宇店 日宇町 20-8121 ａｋａ’ａｋａ 小佐々町 68-2008 ★ 崎田オート 指方町 58-6810

洋服の青山 潮見町 34-6566 京都つづれ屋　佐世保店 島瀬町 25-8133 近藤家具 上原町 59-7788 神吉商会 松浦町 23-6166 花徳造花・生花 島瀬町 24-8719 レイコンタクトレンズ 竹辺町 47-8810 ｐｏｒａｌｉｓｔｙｌｅ 万津町 76-9522 ★ 崎田オート　早岐店 田の浦町 38-4433

衣料の愛幸 木風町 34-0796 きもの処和楽 ハウステンボス 58-5668 佐世保ミシンセンター 相浦町 47-2988 中多自転車商会 城山町 22-6455 生香園 黒髪町 31-2066 永田メガネ 上京町 22-0110 ＣＨＯＵＥＴＴＥ 名切町 59-7793 ★ 白岳自動車商会 白岳町 33-5252

おしゃれの店ピエロ 福石町 34-5634 ふりそでの下川 大野町 49-4188 富士文化工業 瀬戸越 49-4402 武富商会 上京町 22-4584 風花 えきマチ 24-3987 タジマ眼鏡店 栄町 25-1919 Ｒｉｐｐｌｅ 下京町 25-2010 ★ オートサービス吉村 柚木元町 46-0565

ファッション美花 稲荷町 33-3751 ★ 北村ホンダ販売 本島町 24-5511 グリーンズ　中里店 中里町 29-1878 武田メガネ　イオン大塔店 イオン大塔 27-2111 ヘアハウス　ノンノン 俵町 25-1657 ★ 知浩自動車 日野町 28-3278

マルタ 稲荷町 33-4444 ピュアショップさせぼ 白南風町 76-7878 美容室　満天星 木風町 31-1637 ★ 平野自動車 上原町 38-2138

ラ・セルバ 天神 34-1269 よしとみメガネ 宮田町 23-3747 クレッシュ大川 京坪町 24-3877

Ｍｉｃｃａ 大黒町 090-8408-5033

佐世保漁具店 塩浜町 24-2212 佐世保ハイウェイゴルフコース 口の尾町 30-7611

笹山布団店 相浦町 47-2423 つくもゴルフコース 原分町 49-2331 ★ ヒラファイト 勝海町 39-0747

中嶋寝装店 小野町 48-4441 ★ 増本石油 松浦町 23-1155

武田蒲団店 上京町 24-5414

　 ★印・・・1回払い3％払い戻し対象外

呉服 免許

家具・カーテン

ガソリンスタンド

生花・造花二輪

寝具
漁具 ゴルフ

スポーツ用品

衣料品

時計・宝石

日用品・雑貨

カメラ・写真

楽器

記念品・贈答品 メガネ・コンタクト
美術品

玩具・人形

自動車整備・車検

加盟店一覧(佐世保市）
大型店 履物 家電・オ－ディオ 化粧品 バッグ・カバン 美容院 カ－用品



ＤＲＥＡＭＥＲ 下京町 24-0300 おみやげ　ほがや えきマチ 23-2326 ★ こにし歯科医院 椎木町 47-3410 まつお動物病院 勝富町 42-1881 ｉｔプラザ 羽須和免 41-1220 アサヒ屋 宮の町 22-2079 サロン・ド　みよし 栄町 82-2056

ＰｏｏｈＢａｈ 下京町 25-6126 わいんのこが 湊町 22-6309 ★ さざ歯科医院 もみじが丘町 34-0808 松葉屋　江迎店 江迎町 65-2175 佐々ショッピング 羽須和免　 63-2052 髙砂商会 宮の町 22-3158 おかべ京染店 栄町 82-2459

カレー＆ケーキの店ブラック 下京町 25-2595 好竹園 島瀬町 22-6263 ★ なかがわ歯科医院 白南風町 29-0170 松葉屋　相浦店 川下町 47-7123 ビュ－ティ－ハウスピア 羽須和免 62-2294 マルニシ 宮の町 22-2960 衣料のおかむら 栄町 82-2377

季節の味処しぐれ茶屋 下京町 25-1194 松月堂 上京町 22-4458 ★ ほかお歯科医院 黒髪町 34-0120 松葉屋　矢峰店 矢峰町 42-8050 メガネプラザ　佐々店 羽須和免　 62-6711 江田時計店 宮の町 22-2248 永田メガネ川棚店 栄町 82-6000

焼肉処ふくい 下京町 25-2282 文明堂総本店 佐世保店 島瀬町 22-0002 ★ マツナガ歯科 本島町 23-8211 松葉屋　吉井店 吉井町 64-4488 お食事処　まつお 羽須和免　 47-2552 イワミ屋 職人町 22-3412 京美本店 栄町 82-3767

お酒鉄板料理文月 下京町 76-9896 文明堂総本店えきマチ佐世保店 えきマチ 23-0022 ★ やまさき歯科医院 相生町 25-0648 アイフルケア 稲荷町 33-3320 松葉屋　波佐見店 波佐見町 20-7171 Ｗｉｔｈ　佐々店 本田原免 63-5805 ラ・メール 木引田町 22-4343 今西衣料品店 栄町 82-2219

Ｅ－ｂａｒ 下京町 25-2377 sweets SASEBOX99 えきマチ 070-7652-2300 ★ よしむら歯科医院 金比良町 22-7356 リオネットセンター佐世保 宮﨑町 24-8611 松葉屋　松浦店 松浦市志佐町 72-2549 うえのスタジオ 本田原免 63-5111 きでら薬局 木引田町 22-2058 よしだ衣料 栄町 82-2762

ささいずみ 下京町 23-3933 九十九島せんぺい本舗松浦店 松浦町 22-9109 ★ 安西歯科医院 島瀬町 24-5581 長崎補聴器佐世保店 下京町 23-3268 エレナ　miniサンクル店 常盤町 22-7300 ギフトプラザ ホウチエン佐々店 本田原免 62-6033 木田家具店 木引田町 22-3000 シューズセンター大安 栄町 82-2246

Ｆｌａｔｔｏｒｉａ　ｔｉｔａ 下京町 23-3933 ミヤビ・スイーツ・サロン 常盤町 59-9974 ★ 井上歯科医院 吉岡町 40-8054 エレナ　相生店 相生町 22-5551 靴の辻 本田原免 62-2514 エフワン　マツモト 木引田町 23-3818 まつだ玩具店 栄町 82-2779

イオ・ロ・マネッジョ 下京町 22-3415 九州銘菓　佐世保駅前店 白南風町 25-0503 ★ 岡歯科医院 高砂町 22-6959 エレナ　名切店 名切町 24-3537 ぴのきお 本田原免 62-6622 ほり江 木引田町 23-2600 マツミ 栄町 82-2291

銀寿司 上京町 22-6832 九州銘菓　島瀬店 島瀬町 23-1113 ★ 沖永歯科医院 黒髪町 33-5665 エレナ　相浦店 川下町 26-2777 ｃｈｉ－ｃｈａ 本田原免 62-2010 大阪屋 木引田町 22-3562 木場屋燃料店 栄町 82-2808

中国名菜　天津包子館 上京町 23-1111 ささいずみ商店 下京町 23-3933 ★ 蒲地歯科医院 戸尾町 25-8693 エレナ　広田店 広田 27-5200 佐々協同ガス 本田原免 62-3616 カメラのたかた　平戸店 木引田町 23-3030 カメガワ 白石郷 83-2880

ソウルキッチンジャパン 上京町 25-8308 サイエンスパティスリーササ 万津町 23-3933 ★ 丸山朋彦歯科医院 梅田町 24-0088 エレナ　京坪店 京坪町 29-3300 尚時堂 本田原免 63-2235 めがねのまみい 岩の上町 23-8811 ★ トクマル 白石郷 82-5255

ｆｏｒｍ 塩浜町 22-5088 梅ヶ枝酒造 城間町 59-2311 ★ 吉田歯科 勝海町 39-1188 エレナ　大塔店 大塔町 32-0200 パレット佐々店 本田原免 41-1590 まるきん平戸店 岩の上町 22-7122 こうの薬局 下組郷 82-4514

スナック華 塩浜町 25-4457 肉のあいかわ　直売所 有福町 58-5335 ★ 宮島歯科医院 赤崎町 28-2285 ＭＩＺえきマチ1丁目佐世保店 えきマチ 42-1105 エレナ　山祇店 山祇町 33-4005 福田履物店 本田原免 62-2225 衣料センターしみづや 崎方町 22-2671 コミネ電化センター 下組郷 82-3301

鼎鮨 塩浜町 22-8308 前田製茶 世知原町 78-2627 ★ 迎歯科クリニック 早苗町 39-4488 力武薬局 下京町 22-9543 エレナ　吉岡店 吉岡町 40-9880 モイスティーヌアクアサロン 本田原免 63-5363 ★ ベスト電器　長崎平戸店 崎方町 22-3600 メナード化粧品東彼販売 下組郷 83-2200

鮨処いわさき 塩浜町 22-0128 豊味館 大塔町 27-8009 ★ 犬塚歯科診療所 上京町 22-7006 堤常仁堂薬局 島瀬町 22-5227 エレナ　えきマチ1丁目店 えきマチ 42-0001 スワンドライ　ＭＶ佐々店 本田原免 63-3875 神田スポーツ 魚の棚町 22-3400 はるみ家電サービス 中組郷 82-2105

晴　ＨＡＲＵ 塩浜町 090-5385-0856 ふるふる京屋　島地店 島地町 23-3775 ★ 野本歯科医院 下京町 22-6919 木村薬局 本島町 22-4671 エレナ　五番街店 五番街 59-5555 ハートプラザ　佐々店 本田原免 62-2699 清水屋本店 崎方町 22-2028 サクランボ 百津郷 82-5995

ささの離 塩浜町 23-3933 ふるふる京屋　俵町店 俵町 25-2511 ★ 古川歯科アポロニアクリニック 大宮町 31-0271 あいおい薬局 浜田町 24-6288 エレナ　早岐店 早岐 59-6000 雑貨 Ｒｏｓｅ Ｍ Ｃａｆｅ 本田原免 59-6039 早岐タイヤー商会　平戸営業所 戸石川町 22-2562 タゾエ 百津郷 82-2275

スナック　ジョイ 山県町 23-8839 オーガニックショップ　エール 浜田町 56-3170 ★ 高木歯科医院 京坪町 22-8788 オカムラ薬局 万津町 24-4488 エレナ　天神店 天神 59-6111 ★ ふくだ歯科医院 本田原免 42-7020 大和屋 築地町 23-2376 バザールドプロヴァンス 百津郷 83-3559

Ｇａｔｈｅｒ 山県町 29-0007 ★ 国松歯科医院 光月町 22-0433 谷本薬局 俵町 23-6271 エレナ　大野店 瀬戸越 76-8333 ★ みくりや歯科医院 本田原免 63-2220 トータルギフト　きらり 荻田免 57-1003 川棚自動車学校 百津郷 82-5155

ナイトルームミチル 山県町 22-0095 ★ 佐々木歯科 春日町 25-1001 野口薬局 俵町 22-5068 エレナ　佐々店 佐々町 41-1515 ★ カーライフ国見 本田原免 62-3316 メナード化粧品平戸深川代行店 深川町 28-1620 ★ カーウイングル 新谷郷 82-5511

木楽屋 山県町 22-9042 ★ 佐々木歯科医院 栄町 23-1765 くすりと化粧品ののぐち 俵町 22-5068 エレナ　西海店 西海町 0959-37-7700 あおやぎ薬局佐々店 須崎免 63-3494 ニュー家族館生月店 生月町 53-3222

ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ 山県町 22-9135 インテリアよどや 俵町 25-8816 ★ 山崎歯科医院 稲荷町 34-0111 吉牟田薬局 田原町 49-5428 エレナ　川棚店 川棚町 83-2330 角床釣具店 須崎免 62-3322 平戸たびら温泉サムソンホテル 田平町 57-1110

愛山亭 本島町 25-2764 テンジン内装 天神 31-0951 ★ 山本歯科医院 藤原町 32-5026 エレナ　波佐見店 波佐見町 85-7990 ゴルフサポートフィール 小浦免 62-3360 はたえコンタクト 田平町 57-0109

もとくら庄屋四ヶ町店 本島町 22-1600 ハイテックサービス 大宮町 33-6350 ★ 松添歯科医院 日野町 28-2423 エレナ　平戸店 平戸市 0950-23-8585 前川衣料品店 小浦免 62-2463 ★ ベスト電器　たがわ田平店 田平町 57-1126

吾妻寿司 本島町 22-6317 パロマ佐世保サービスショップ 桜木町 24-8222 ★ 松本浩歯科 須田尾町 34-5336 ＬａＬａ黒髪 黒髪町 31-5371 ハイパーフクダ新店 小浦免 63-2053 ブティックあき 井石郷 85-6460

牛右衛門四ケ町店 本島町 22-1600 ライフガード佐世保中央 福石町 31-1744 ★ 上野歯科医院 卸本町 33-7227 ＬａＬａ花高 花高 26-5200 ひじり花店 小浦免 62-3485 ファッションハウスカミムラ 井石郷 85-2019

千福寿司 島地町 22-2852 井手畳店 今福町 24-6764 ★ 森永歯科医院 比良町 23-8811 ＬａＬａ日野 日野町 28-3200 ブリヂストンタイヤサービス九州 古川免 41-1185 エフワンミリオン 井石郷 85-2512

CAFÉ.5 万津町 22-8505 喜多畳表店 潮見町 31-6321 ★ いずみ歯科 早岐 38-3311 フルノストアー夢市場 上京町 76-8383 ★ オートサービスオカモト 市瀬免 63-2451 Ｆ・Ｇジグザグ 志佐町 72-4967 ＨＡＮＡわくすい 井石郷 85-8155

椿食堂　サセボ中央駅前店 島瀬町 22-0170 久保表具店 稲荷町 31-9045 ★ 曽我歯科医院 天神 33-6480 フルノストアーサザ 羽須和免　 63-2052 ライフスタイルマーケット 市場免 62-4145 ギフトプラザ ホウチエン松浦店 志佐町 72-2296 モンネ・ポルト 井石郷 76-7163

マリナホリデイ 湊町 23-8766 日宇森畳商店 日宇町 31-3736 ★ 大串歯科医院 日宇町 34-2063 フルノストアーラピタ店 市瀬免 42-7720 丸越仏壇店 市場免 62-3863 小山電器 志佐町 72-3107 南創庫 井石郷 76-7214

蜂の家 栄町 24-4522 セイヨー 赤崎町 28-2211 ★ 太田歯科診療所 若葉町 31-0914 チュール 木風町 32-3220 和香園 沖田免 62-3282 ブルドック 志佐町 72-1455 ＧＲＯＣＥＲＹＭＯＲＩＳＵＫＥ 井石郷 090-45192-795

処江Ⅱ 栄町 23-5532 ハウジングスタジオ辛島 白岳町 31-4853 ★ 谷脇歯科 矢峰町 40-9177 フレンド鳥獣店 塩浜町 22-6795 ★ 佐々自動車整備工場 沖田免 62-2375 べっぴんはうす美貴 志佐町 72-5005 ハスポ波佐見店 折敷瀬郷 85-5116

酒場　明清 浜田町 25-7800 佐世保しろありセンター 皆瀬町 41-0230 ★ 朝村歯科医院 宮田町 25-8866 まるこま 白南風町 22-1212 ★ 鈴鹿オートサービス 石木場免 62-3666 大栄　松浦店 志佐町 72-5286 天鐘 折敷瀬郷 85-2869

ＨＡＮＡ 相生町 23-2771 三井消毒 早苗町 38-1221 ★ 長富歯科医院 若葉町 31-4530 エコＺＯＮＥ 下京町 59-4333 ★ 木下車輌整備 中川原免 63-2489 ミュー百武 志佐町 72-3000 藍水 折敷瀬郷 85-3711

つぼみ 天満町 25-6888 新日本ガス 花高 38-3608 ★ 長富歯科医院 早岐 38-2460 キャンドゥ えきマチ 22-1235 ★ ロイヤルオート長崎 神田免 41-1117 メガネショップまつうら 志佐町 73-4884 ★ 谷本自動車 折敷瀬郷 85-4719

ログキット本店 矢岳町 24-5034 空調クリーンシステム 大和町 31-1650 ★ 鳥越歯科医院 大和町 32-0707 ダイワ工芸 長坂町 28-5640 ★ ６０２ＭＯＴＯＲＩＮＧ 中川原免 62-2262 モール 志佐町 72-5050 ふくだ手芸店 長野郷 85-5864

レストラン本陣 干尽町 33-1630 清流ながさき 田の浦町 59-7819 ★ 田中けん歯科 戸尾町 22-6685 川原ネオン広告 指方町 58-3766 ★ 木田自動車 沖田免 63-3168 筑後屋 志佐町 72-0025 ★ なかはら歯科 長野郷 56-6677

蜂の家 日野町 28-2069 木田プラス 小佐々町 68-2548 ★ 歯科タナカ 谷郷町 22-4793 古賀実業 大塔町 32-1933 ナフコ　佐世保みなとインター店 干尽町 46-5581 木寺スポーツはきもの店 志佐町 72-5830 おしゃれの店さわだ 湯無田郷 85-3509

吾妻鮨　日野店 日野町 28-3030 西九州消毒 日宇町 32-3309 ★ 東歯科医院 瀬戸越 49-7000 ★ 佐世保法倫會館　大塔斎場 大塔町 33-4000 ナフコ　佐世保東店 田の浦町 39-1165 ヒューマンスクール松浦 調川町 72-0107 メガネの松原 湯無田郷 85-7202

させぼサンセットとことわ 鹿子前町 28-3353 ★ 庭建 大塔町 31-2611 ★ 徳富歯科医院 栄町 22-6479 あいほん市場 相生町 76-7412 ナフコ　佐々店 松瀬免 63-5911 ★ ハートモータース 調川町 72-0330 舘山堂 湯無田郷 85-4066

牛右衛門大塔店 大塔町 32-7033 あおい消毒 棚方町 76-9500 ★ 日宇歯科医院 日宇町 33-5821 ラフィネえきマチ佐世保店 えきマチ 24-7081 ナフコ　江迎店 江迎町 73-1515 ★ ハイマート松浦店 志佐町 27-9301 松尾時計店 湯無田郷 85-2700

焼肉あいかわ 有福町 58-5335 親永産業 三川内本町 30-7171 ★ 佛坂歯科医院 潮見町 31-5921 はりきゅうサロン Ｋajico 園田町 22-8057 ナフコ　西海店 西彼町 0959-29-7031 ★ ベスト電器松浦店 志佐町 72-3003 伸栄住設 湯無田郷 85-6208

食酒三昧　なかしま 権常寺 38-1581 日本エコネット 卸本町 76-8156 ★ 兵働歯科医院 万徳町 25-8135 ヤクルトエステサロン大野店 日宇町 49-8963 ナフコ　田平店 田平町 0950-21-1501 ビジネスホテル富士屋 江迎町 65-2016 西村釣具店 御厨町 75-1101 野田電器 湯無田郷 85-2209

ラッキーズ　鹿子前店 鹿子前町 28-4470 ★ 豊村洋歯科医院 小舟町 46-1100 リンパエステＡｎ -Ｌｅａｆ 日野町 080-1703-1767 ナフコ　平戸店 山中町 0950-26-4011 中村呉服店 江迎町 65-2270 ★ みくりや自動車工業 御厨町 75-0151 ★ 林歯科医院 湯無田郷 85-3086

させぼ観光酒場９９ えきマチ 070-7652-2300 ★ 麻生歯科医院 高天町 22-6347 Ｇｒｅｅｎ　Ｄａｙｓ 小佐世保町 25-4826 ナフコ　波佐見店 田ノ頭郷 26-7671 スタイリッシュワーズ 江迎町 65-2540 ★ 道脇自動車 御厨町 75-0441 松尾陶器 皿山郷 85-4583

浜勝　佐世保駅前店 えきマチ 42-1301 図書 ★ 林歯科医院 椎木町 48-4832 エムテックガレージ 中里町 76-9485 グリーンズ　江迎店 江迎町 65-2788 富高布団店 田ノ頭郷 85-5674

ペッパーランチ　 えきマチ 37-6329 育文堂 宮崎町 24-4588 薬のあおやぎ 江迎町 66-2206 ジュエルモア 宿郷 85-2175

シアトルズコーヒー佐世保店 えきマチ 42-0231 金明堂　京町店 下京町 22-4214 プレゼントショップともなが 江迎町 65-3871 土蔵 宿郷 85-6131

金明堂　日野店 日野町 29-2085 レディスサロンヤマノ 江迎町 66-9416 林電気商会 宿郷 85-3256

金明堂　大野モール店 瀬戸越 76-7566 木下燃料店 江迎町 66-2371 メガネの三光堂　波佐見店 宿郷 85-6282

博文堂 上京町 22-6311 ★ サンキューカーサービス 江迎町 65-3105 ＢＡＵＭ 宿郷 85-4890

★ 三根モータース 江迎町 66-9212 トータルファッション　たじま 村木郷 85-2900

★ 松永クリニック 早岐 39-3511 させぼパール・シー 鹿子前町 28-4187 ★ 高尾自動車整備工場 川内郷 85-3177

★ 東島レディースクリニック 大宮町 31-5758 ZOO SHOP Kirara 船越町 28-0011

スワンドライ ララ日野店 日野町 28-6042 ★ つきやま産婦人科 光月町 22-5913 シルバーボウル 早岐 38-4141 共立自動車学校　江迎校 鹿町町 65-3171

スワンドライ ララ花高店 花高 38-1182 ★ アイメディクリニック 上京町 22-1667 パラダイスボウル 崎岡町 39-4800 レディース　なんばら 鹿町町 77-4117

スワンドライ イオン佐世保店 島瀬町 25-3003 ★ 西諫早病院PET/CT佐世保 浜田町 59-7777 ★ 山口モータープール 鹿町町 66-2860

お佛壇のかたやま 潮見町 32-5555 スワンドライ イオン白岳店 白岳町 32-1313 ★ えんどうファミリークリニック 相生町 23-7007 夢ぎゃらりぃ笑楽 西海町 32-1414

吉村仏具店 宮田町 22-5254 スワンドライ イオン大塔店 大塔町 33-6075 ＬＵＺ 西海町 32-0181 入江京呉服店 蔵本郷 46-0125

山崎仏壇店 若葉町 33-6698 スワンドライマックスバリュ早岐店 広田 39-1716 あおい薬品 西彼町 28-0432 ＴＡＣＫ 東彼杵本店 蔵本郷 46-1176

姉川佛具店 稲荷町 31-6970 タイヤショップヒデ 西彼町 28-0987 三島コンタクトレンズ 蔵本郷 46-0360

大潟霊苑 大潟町 47-5567 ★ 井手薬局　京町店 下京町 37-2020 ゑべすや　エレナ西海店 西彼町 28-1761 メガネの三光堂　彼杵店 蔵本郷 47-0801

白蓮堂 日宇町 33-3056 井手印章堂 高砂町 24-8515 ★ 井手薬局　栄町店 栄町 23-3293 ★ 北村自動車整備工場 西彼町 27-0284 山崎衣料 蔵本郷 46-1037

岸川印房 松浦町 22-2448 ★ 井手薬局　塩浜店 塩浜町 37-2626 長崎バイオパーク 西彼町 27-1090 旭タイヤステーション 彼杵宿郷 47-1394

古賀文具店 天満町 25-8811 ★ 井手薬局　松浦店 松浦町 22-7770 ゑべすや 大瀬戸町 22-0076 ＧＯＮＵＴＳ 瀬戸郷　 090-1927-4401

セントラルホテル佐世保 上京町 25-0511 古賀文具店 吉岡町 37-6439 ★ トラスト薬局　城山店 城山町 29-0881 Ｂ・Ｏｎｅタナカ 大島町 34-2315 九州たまがわ 三根郷 47-1188

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗJRﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ ハウステンボス 58-7111 水田 島瀬町 22-4918 ★ トラスト薬局　波佐見店 波佐見町 59-6755 化粧品のヒラタ 大島町 34-2048

佐世保グリーンホテルいけす博多 三浦町 25-6261 ★ トラスト薬局　万徳店 万徳町 25-5155

佐世保ワシントンホテル 潮見町 32-8011 ★ 井手薬局　在宅療養支援つむぎ 野中町 59-6436

ホテルローレライ 南風崎町 59-3939 ★ 西肥バス旅行社 白南風町 23-8080 ★ 井手薬局　あいのうら 相浦町 76-9762

ザ・パラダイスガーデンサセボ 崎岡町 39-4800 ★ 西肥自動車 白南風町 23-2155

ホテルパラダイスイン佐々インター 小佐々町 68-3990 　

★印・・・1回払い3％払い戻し対象外 現在

 

病院

鹿町

レジャ－施設

ホテル

バス定期券・旅行代理店

クリーニング

2022年4月末日

西海市(0959)仏壇・仏具・墓石
東彼杵町(0957)

調剤薬局
事務用機器

松浦市

佐々町

その他

ホームセンターナフコ
（1回払い1％払戻し）

江迎

住宅設備

波佐見町

加盟店一覧(佐世保市） 加盟店一覧（平戸市・佐々町・その他）
飲食 食品・洋菓子 歯科 動物病院

スーパー（1回払い1％払戻し）
平戸市(0950) 川棚町

医療器具

医療品


