
伊万里二神 伊万里町 23-4758 ヘアースポット順子 伊万里町 23-0720 Ｎｕ 桑古場 42-6637 フタタ　 武雄町昭和 23-0900 ＨＥＡＤ’Ｓ 武雄町昭和 22-0457 洋服の青山　佐賀鹿島店 高津原 62-4164 エディオン　佐賀本店 兵庫北 33-7011

みつみぞ 伊万里町 23-2389 ＫａｍｉＫａｍｉ 二里町 22-9731 ナフコ  伊万里店 二里町 0955-23-8057 こぺっと 本町 42-3369 ユニクロ　武雄店 武雄町昭和 26-0527 ヘアーサロンＢｏｃａｇｅ 北方町 36-5757 コムサイズム　カシマピオテン 高津原 63-9488 モードモーダアンドモードヒルズ イオン佐賀大和 64-8088

おしゃれの店　えぐち 伊万里町 22-6015 リリアン 二里町 22-6537 ナフコ　有田店 有田町南原 0955-41-1711 ガロ 本町 42-4559 フイ－ユ　イワナガ 武雄町昭和 22-2793 ＨＥＡＤ’Ｓ２ｎｄ 北方町 36-4056 ブランシュ 高津原 63-3388 ミュージアム イオン佐賀大和 64-8090

レディス　マキ 伊万里町 23-6887 とあれ美容室 立花町 23-1605 ナフコ　武雄店 武雄市武雄町 0954-22-0725 ロアール 本町 42-5552 ｒｉｃｏｃｈｅｔ 武雄町昭和 22-6722 サロンモード 高津原 63-2848 ★ ベスト電器　佐賀本店 ゆめタウン佐賀 36-8200

コムサプラチナ　伊万里店 伊万里町 23-0012 ナフコ　鹿島店 鹿島市森 0954-63-1177 アトリエＭ－ＹＵＫＯ 外尾町 42-3175 ブルー　ライン 武雄町昭和 28-9501 セレクション 高津原 63-2848 ★ ベスト電器　佐賀大和店 大和町 64-8139

なんば衣料 伊万里町 23-8215 ナフコ　牛津店 小城市牛津町 0952-66-6051 ブティックベル 岩谷川内 43-2883 青山　 武雄町富岡 23-8924 コレクション　エムズ 高津原 63-3488 ★ ベスト電器　佐賀本庄店 本庄町 27-8060

ブティックたんごや 伊万里町 23-2732 ナフコ　小城店 小城市小城町 0952-71-1841 リーベ 桑古場 42-2625 二神 武雄町富岡 22-3521 ブティック　まつや 高津原 63-2527 Ｓｅｒａｐｈｉｎ 鍋島 33-5301

鈴屋 伊万里町 23-2430 ナフコ　唐津店 唐津市和多田 0955-73-1555 ルモンド 武雄町富岡 22-3053 大阪屋本店 高津原 62-4426 レ・ジュウィール 北川副町 37-1557

ブティックモリ 伊万里町 23-8141 若松屋 伊万里町 23-2486 ナフコ　多久インター店 多久市北多久町 0952-75-8471 ダイアナかずか 武雄町武雄 20-0041 ヘルシー武雄薬局 武雄町昭和 22-2335 オダ薬局 高津原 62-3349 まるきん　佐賀北部バイパス店 開成 36-6880

ベルセゾン 二里町 23-5088 おしゃれの店きしかわ 山代町 28-4567 ナフコ　佐賀店 佐賀市 0952-30-4161 ＮＡＴＵＲＡ　Ｉｗａｎａｇａ 武雄町武雄 23-0243 モイスティーヌサロン優 武雄町昭和 22-4554 アムール 高津原 63-0480 中央コンタクト ゆめタウン佐賀 31-5011

フタタ 二里町 23-2002 Ｃｒｏｗｎ　Ｊｅｗｅｌ伊万里店 立花町 22-2412 ナフコ　南佐賀店 佐賀市 0952-34-7811 リップスティック ゆめタウン武雄 22-5089 夢空館 武雄町富岡 22-2673 ★ ベスト電器　鹿島店 高津原 63-1006 ＳＡＮＫＹＯＧＥＭ 卸本町 31-7575

桔梗屋 二里町 23-7194 モイスティーヌ西伊万里サロン 二里町 23-2522 ナフコ21S　佐賀店 佐賀市 0952-36-5161 呉服のあおい 蔵宿 46-3574 ルージュ ゆめタウン武雄 22-5089 宮﨑薬局本店 武雄町武雄 23-1165 メガネのヨネザワ　鹿島ＢＰ店 高津原 69-8010 エスポワール 神野東 20-2007

Ｗｉｔｈｈｅａｒｔ 脇田町 23-1258 ナフコ　中原店 みやき町 0942-94-5370 創作きものさやま 原明甲 46-5556 モードビス　モードハウス ゆめタウン武雄 22-5088 やながわや 武雄町武雄 22-2455 メガネのヨネザワ　鹿島ピオ店 高津原 63-0211 ミスティークアンドモードスタイル 佐賀市駅前 41-4055

洋服の青山　伊万里 新天町 22-5932 ナフコ　鳥栖店 鳥栖市 0942-84-4891 富貴屋呉服店 本町 42-4086 セントエリーネ　武雄店 ゆめタウン武雄 22-5116 宮﨑薬局　東部店 武雄町富岡 26-8222 ウィズオガワ 高津原 63-4191 ル－シ－＆バ－スト モラージュ佐賀 41-1209

青緑 新天町 22-7059 マックレガー ゆめタウン武雄 26-0521 ＰＵＡ　ＬＡＮＩ　ＳＰＡ 武雄町昭和 27-7535 ＬＩＦＥＳＰＯＴ 高津原 63-2161

川久保商店 山代町 28-2033 杏土窯 大川内町 22-4395 ＧＡＴＨＥＲ　ゆめタウン武雄店 ゆめタウン武雄 22-8185 あかね化粧品店 山内町 45-4243 ＭＩＳＴＲＡＬ 高津原 69-8218

生活市場自由軒 大坪町 23-5949 伊万里陶苑ショールーム 大川内町 22-3080 モード　メゾン ゆめタウン武雄 22-5800 フラッグ 高津原 63-5588

とんぼ舎 大川内町 22-7305 畑萬陶苑 大川内町 23-2784 おしゃれの店くみこ 岩谷川内 43-2883 山下百貨店 山内町 45-2116 ビバモード 高津原 63-4588 大丸スポーツ 北多久町 74-2322

魯山窯 大川内町 20-1366 銘品堂 幸平 42-4107 エンドレス・ダイアナ 山内町 45-3559 ラモード 高津原 63-4488 ★ 山本自動車 北多久町 75-4644

松葉屋　有田店 有田町 0955-42-6512 婦人服・ふとんの店フルカワ 山内町 45-2034 シモン鹿島店 高津原 63-1337 ★ 藤井商店 多久町 75-3903

松葉屋　脇田店 伊万里市 0955-22-6288 宮﨑薬局　鹿島店 納富分 63-1833

松葉屋　六仙寺店 伊万里市 0955-20-1080 朝日自動車 朝日町 22-3412 おしゃれ館かわはら 納富分 62-6443

なかよし村　北波多店 唐津市 0955-51-2500 チャイナ・オン・ザ・パーク 原明乙 46-3900 ★ 有明鈑金塗装 朝日町 23-4138 ★ 鐘ヶ江自動車 古枝 69-8288

エレナ　相知店 唐津市 0955-51-8100 深川製磁本店 幸平 42-5215 ★ 貴輪商会 武雄町昭和 22-3131

エレナ　太良店 太良町 0954-67-2456 うつわ処けいざん 幸平 43-4533 ★ Ｍ２Ｆａｃｔｏｒｙ 武雄町富岡 26-0488

大和プロパン 脇田町 23-4346 エレナ　伊万里店 伊万里市 0955-20-4071 香蘭社 幸平 43-2132 ★ 木寺石油 武雄町武雄 23-4148 ガージュ唐津店 原 77-0777

石見屋呉服店 伊万里町 23-3231 伊万里バーナー商会 山代町 23-3527 エレナ　塩田店 嬉野市 0954-68-0155 陶芸ギャラリーつじ信 大樽 43-4375 大坪時計店 相知町 62-2002

今坂呉服店 伊万里町 23-1202 伊万里ガス 二里町 23-4191 岩尾エンヂニヤリング 大樽 42-5841 シモン唐津店 米屋町 74-4775

京都きもの亀や 立花町 25-9887 明治屋 二里町 22-2677 大樽陶山堂 大樽 42-2069 シモンコベントガーデン 大名小路 72-6454

イマリキッチン川東 二里町 23-9466 渕上陶磁器 本町 42-2575 大阪屋　嬉野店 下宿 43-2208 ヌーベルバーグ 新興町 74-0715

今右衛門 赤絵町 42-3101 山口商店 下宿 42-1072 ウインドジャック 浜玉町 56-6623

賞美堂本店 中の原 42-2261 糸屋呉服店 武雄町武雄 23-2282 オートバックス武雄店 武雄町富岡 27-8511 ブティック　ミモザ・ルイ 下宿 42-0476

源右衛門窯 丸尾 42-4164 ヤマモトデンソー 武雄町富岡 22-3316 ★ ベスト電器　きしかわ嬉野店 下宿 42-1669

アンティークギャラリーメッセー 伊万里町 22-9809 マルヒロ 戸矢 42-2777 貴輪ロードサービス 武雄町昭和 23-4122 旭屋 下宿 42-1025

伊豫屋 伊万里町 23-2317 あさひ薬局 大坪町 22-2758 松永陶苑 本町 42-4047 タイヤ館　武雄 武雄町昭和 23-1242 嬉野観光ホテル大正屋 下宿 42-1170

かもがわ寝具 松浦町 26-2292 芦屋　貴兆陶家 岩谷川内 41-9022 嬉野薬局 下宿 43-3251

リリーマルショウ 新天町 22-3888 芦屋　貴兆陶家　札の辻店 幸平 42-3048 ファッションアール 塩田町 66-2087 もろふじ 藤木町 85-2348

シュープラザ　 武雄町富岡 20-0130 サンワスポーツ 武雄町昭和 23-1008

やまおく伊万里店 新天町 22-6601 バックショップ　サム 武雄町富岡 22-4936 はなだスポーツ 武雄町昭和 22-2623

まるきん 二里町 23-3518 カーウォッシュワン 大坪町 23-0388 今泉工業 南原 42-2298 カリック 武雄町武雄 22-5058 橘屋釣具店 武雄町武雄 22-2246

松川屋玩具店 伊万里町 23-2790 ★ カワシマオートサービス 瀬戸町 23-8189 西松浦通運 外尾山 42-3111 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ　武雄店 ゆめタウン武雄 22-8130 フィッシングたけお 武雄町武雄 22-5960

朝野武道具店 伊万里町 23-8080 ★ 三恵自動車整備 大坪町 23-8147 ヨネザワ　江北店 江北町 86-5522

★ オートボディ２０２ 二里町 22-8067 芙蓉 江北町 86-2073

★ 城島自動車整備工場 二里町 23-3108 ブティックＦＵＹＯ 江北町 86-5229

★ ホンダオート伊万里 二里町 23-2695 まさきふとん店 武雄町富岡 23-5016 ブティックいけがみ 江北町 86-5461 呉服洋服のせんざき 塩浜免 47-2043

カーショップサガラ 東山代町 23-6313 ふとんの丸正 武雄町武雄 23-5727 京都屋 武雄町武雄 23-2171 ★ ベスト電器　江北店 江北町 86-5322

★ ベスト電器　伊万里店 二里町 22-5236 太陽ゴム商会 立花町 23-5231 ＲＳ林田 戸杓 42-3755 壱ッ屋商店 武雄町武雄 22-2955 ★ のだ歯科医院 武雄町武雄 20-0085 東京堂 白石町 84-2259

★ 野口商事 山代町 28-3409 ★ 協有石油 桑古場 43-2298 大沢家具店 武雄町昭和 22-2068 武雄自動車学校 武雄町朝日 22-3196 ★ ローレルカーステーション 大町町 71-3177

えんぴつ館 武雄町朝日 23-3800

サラダ館　武雄町店 武雄町昭和 23-5188

佐が家 武雄町昭和 23-1255

有田木材センター 下本 46-3069 山陶 山内町 45-2311

堤真珠宝飾 伊万里町 23-7588 早田 伊万里町 23-6121 秀ふとん店 本町 43-3040 石丸デンキ 橘町 23-4803

山口時計店 伊万里町 22-2567 山茂電機 武雄町昭和 23-7131

伊万里真珠 新天町 22-4265 アトム電機 武雄町昭和 23-6775

セイコー堂時計店 新天町 22-2324 ベスト電器　武雄店 ゆめタウン武雄 22-3181

ジュエリーえのもと 立花町 23-0822 アトダデンキ 本町 42-3240 江口電機 武雄町武雄 23-5055

ガージュ伊万里店 大坪町 22-7770 生洲割烹山平 伊万里町 23-2745 馬場時計店 本町 42-3522

山田時計店 立花町 23-3654 ノンストップ 伊万里町 23-5685 マミ洋装店 小城町 72-7631

銀寿司 伊万里町 22-3455 グロ－バル九州 小城町 97-7229

くうてん・とくやま 牛津町 66-4656

メガネのヨネザワ　伊万里店 二里町 22-8767 原履物商事 本町 42-3234 古賀時計店 武雄町富岡 22-2628 ★ ベスト電器　佐賀小城店 三日月町 72-7770

メガネの平岡 伊万里町 22-3525 メガネの三光堂　有田店 丸尾 42-5137 土肥時計宝飾店 武雄町富岡 23-1517

一心堂 新天町 23-1410 一休舎 戸杓 42-4949 貝原時計店 武雄町武雄 22-2046

メガネプラザ伊万里店 新天町 22-7725 ヘアートークスバックヤード 桑古場 43-3902

メガネのマエダ 大川内町 20-4141 シュー・プラザ　伊万里店 二里町 20-4046 ★ 家永歯科医院 南原 42-2074

めがね本舗 脇田町 23-8840 ドコモショップ伊万里 二里町 23-1551 ありた動物病院 中樽 43-2909

藤井仏具店 伊万里町 23-4722 ★ オートサロン博央 舞原乙 46-4784

白川仏具店 新天町 23-5345 ドコモショップ有田 南原 41-1041

伊万里自動車学校 立花町 23-5288 ヨネザワ　武雄店 武雄町昭和 23-6630

武雄コンタクトレンズ 武雄町昭和 23-7125

武田メガネ　ゆめタウン武雄店 ゆめタウン武雄 22-0700 現在

★印・・・1回払い3％払い戻し対象外

メガネ

その他

その他

ガソリンスタンド

時計・宝石 事務用機器
家具・寝具

家電・カメラ

呉服
住宅設備

衣料品
加盟店一覧(有田）

飲食・食料品

住宅設備

医療品・医療器具

日用品・漁具
自動車整備・カー用品

衣料品 美容院

呉服

化粧品

陶磁器

化粧品

陶磁器

時計・宝石

美容院

メガネ

自動車整備・車検・二輪

加盟店一覧（鹿島・嬉野・その他）
佐賀市(0952)

その他

鹿島市(0954)

スポーツ用品・漁具

家電

衣料品

嬉野市(0954)

杵島郡(0952)

鳥栖市(0942)

加盟店一覧(伊万里）

家具・寝具

加盟店一覧(武雄）

2022年4月末日

多久市(0952)

唐津市(0955)

小城市(0952)

化粧品

呉服 カ－用品

ホームセンターナフコ
（1回払い1％払戻し）

スーパー（１回払い1％払戻し）

松浦市福島町(0955)

時計・家電

バッグ・履物

家具・寝具


