◎送迎・配達など
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村
店舗名
電話番号
特典
有限会社 大田金物店

0977-66-1384

１，０００円以上ご購入の方、配達無料

有限会社 荒金石油店
南石垣SS

0977-23-7663

灯油配達料無料

有限会社 友永商店

0977-22-1932

お米５ｋｇ以上お買い上げのお客様に５％引、配達無
料

山城屋酒類販売 有限会社

0978-22-3150

５，０００円以上お買い上げの対象者に粗品贈呈

豊後高田市 洗タッキーカワハラ

0978-53-4140

集配代金無料、宅配パック進呈

栗元石油株式会社

0978-24-2380

灯油配達無料

ナカシマ薬局

0977-72-2611

町内３，０００円以上お買い上げ時配達

株式会社 幸食糧

0977-72-2714

配達料サービス

グリーンコープ
生活協同組合おおいた
（寒田、高城、西の台、別府各店）

（代）097-569-9541 個人宅配手数料（月額）を半額免除（組合員に限る）

別府市

日出町

① 週に１回決まった日・時間に自宅からコープの店ま
生活協同組合コープおおいた
で無料送迎（まず☎097-529-7216で手続きが必要）
（co-opふらいる、南大分、うすき、本 （代）097-524-0115 ② コープ独自の高齢者支援カードを交付し、１年間
町、つくみ、下郡、大分駅、別府各店）
５％引（一部商品を除く。店舗販売分に限る。組合員
に限る。）
清家石油株式会社
①灯
油
（日出、亀川、シーサイド別府、鉄輪、
② 灯油配達
（代）0977-72-2600
③店
頭
県内各地 別府市役所通、別府中央、別府、西大
分、プリテール羽屋各給油所)
油のみ）

会員価格（スタッフ給油のみ）
通常価格より５円／ℓ引
ガソリン・軽油 会員価格（スタッフ給

株式会社 西石油
（別府インター、鶴見、やまなみ、市役
（代）0977-21-2141 灯油配達手数料無料
所前、西大分、堀、朝日、春木、鶴高
通り、東別府、日出各給油所）

株式会社サカイ引越センター
（大分、別府各支社）

099-805-2125

・引越代金（付帯作業を除く）車両人件費から２０％引
・６５歳以上の方でらくらくコース（小物の荷造り、荷解
き）料金から１０％引
・段ボール回収無料
・ガムテープ２，布団袋２、無料

◎宿泊・温泉・レジャー・スポーツ
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村
店舗名
電話番号
特典
宿泊料金、レストラン１０％引・他のプランとの併用不
アリストンホテル大分
097-534-8811
可・本人と配偶者のみ
大分市

ビジネス旅館新開荘

097-558-2292

宿泊料金・旅館併設の居酒屋「味わい処深海想」１
０％引
本人と配偶者のみ

株式会社ＪＴＢ九州大分支店

097-537-4901

旅行商品「エースＪＴＢ（国内）」「ルックＪＴＢ（海外）」に
ついてＪＴＢトラベルポイント（旅行代金）３％相当付与

ホテル白菊

0977-21-2111

宿泊利用１０％引平日のみ。（本人と配偶者１名まで。
ＧＷ等繁忙期を除く。他の割引プランとの併用不可）

旅館すえよ志

0977-23-4155

宿泊利用１０％引平日のみ。（本人と配偶者１名まで。
ＧＷ等繁忙期を除く。他の割引プランとの併用不可）

ホテル山水館

0977-66-3211

宿泊利用１０％引平日のみ。（本人と配偶者１名まで。
ＧＷ等繁忙期を除く。他の割引プランとの併用不可）

おにやまホテル

0977-66-1121

ホテル別府パストラル

0977-23-4201

別府市

公立学校共済組合 別府保養所豊泉
0977-23-4281
荘

宿泊料金１０％引・平日のみ・他のプランとの併用不
可・ＧＷ等繁忙期を除く・本人と配偶者のみ
宿泊料金１０％引・他のプランとの併用不可・ＧＷ等繁
忙期を除く・本人と配偶者のみ
宿泊料金５００円引・平日のみ・他のプランとの併用不
可・ＧＷ等繁忙期を除く・本人と配偶者のみ

市町村

別府市

店舗名

電話番号

かんぽの宿別府

0977-66-1271

旅館みゆき屋

0977-66-0360

本人様と同伴者様にウェルカムドリンク１本ずつを
サービス

おかたの湯

0977-22-4126

月～土曜 ＰＭ３：００まで２００円引、ＰＭ３：０５より１
００円引（日曜祭日除く）

有限会社西谷温泉

0979-53-2100

入浴料金半額

グランプラザ中津ホテル

0979-24-7111

１泊朝食付き シングル４，９８０円 ツイン１０，８００
円（本人と配偶者１名）

佐伯セントラルホテル

0972-22-8511

宿泊料金１０％引、本人と同室の人、キャンペーン、旅
行会社等を除く

鶴見海望パーク 株式会社海神

0972-33-1237

食後のコーヒー又はソフトドリンク（本人に限る）

旅館橘屋

0974-32-2026

宿泊利用１０％引平日のみ。（本人と配偶者１名まで。
ＧＷ等繁忙期を除く。他の割引プランとの併用不可）

荻の里温泉

0974-64-9595

長湯温泉水神之森

0974-75-3490

大丸旅館

0974-75-2272

やすらぎの宿かどやＲｅ

0974-75-2143

住吉浜リゾートパーク

0978-63-9116

株式会社ＪＡいこいの村
「いこいのゆ」

0978-63-2849

柚富の郷 彩岳館

0977-44-5000

ホテルソラージュ大分・日出

0977-72-1800

スポーツナカヤマ

0977-72-0016

グランドゴルフ、パークゴルフ用品５％引

別府湾ロイヤルホテル

0977-72-9800

宿泊料金１０％引（本人と配偶者１名まで）ＧＷ・お盆・
正月・他繁忙日を除く、他の割引プランとの併用不可

季の郷 山の湯

0973-78-8111

日帰り入浴料金無料（本人のみ限定）

中津市

佐伯市

臼杵市

竹田市

杵築市

由布市

日出町

九重町

特典
１泊２食１０，０００円以上の宿泊プランから５００円引。
適用除外日ＧＷ５／３～５／５、夏期８／９～８／１６、
年末年始１２／２７～１／３

入浴料半額（但し、半額デーでの利用はできません）
平日宿泊料金１０％引 本人のみ ＧＷ等繁忙期を除
く
平日宿泊料金１０％引 本人のみ ＧＷ等繁忙期を除
く
平日宿泊料金１０％引 本人のみ ＧＷ等繁忙期を除
く
宿泊利用１０％ ※平日のみ・本人と配偶者１名まで・
ＧＷ等繁忙期を除く・他の割引プランとの併用不可
入浴者（現金）に対して１００円引
宿泊料５％引・温泉入浴料６２０円→３００円（ご本人と
配偶者のみ）
宿泊料金１０％引（本人と配偶者１名まで、他の割引
プランとの併用不可）

◎買物、飲食など
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村
店舗名
電話番号
特典
大分県信用農業協同組合連合会
097-538-6393
為替手数料の免除（窓口扱いに限る）
（JA大分信連）

大分市

別府市

中津市

佐伯市

野田麗花園 （本店）

097-532-0700

本店のみ10％引（JFTDや特別割引商品を除く）

小さな美術館 アート樂

097-541-5008

全商品5％引

のだ山幼稚園

097-549-5843

家族の方の入園の際粗品進呈

大分総合警備管理株式会社

097-548-7222

通常警備料金の5～10％引

有限会社木上畳工業所

097-541-0070

料金の5％引

シェリーナ美容室

097-543-4719

パーマ・ヘアカラー１０％割引

有限会社木村写真場

0977-23-1122

各種証明写真料金15％引

有限会社 天寿堂

0977-22-5609

時計電池交換500円引

セントラルスタジオ

0977-26-0913

各種証明写真1,000円を500円に、肖像写真15%引き

株式会社フジヤマ時計店

0977-22-8818

8％引

三味ざぼん店

0977-23-1664

全品10％引

豆の木珈琲

0977-75-7799

珈琲100g毎に10％増量

グリルみつば

0977-23-2887

食事をした方にソフトドリンクをサービス

株式会社明生不動産
mini mini FC中津店

0979-22-5131

ミニミニ君キーホルダー進呈

有限会社玉屋本店

0972-22-0621

セール期間中でも5％引

有限会社飯田陶磁器店

0120-88-0667

全品10％引

お食事処 ひょうたん小路

0972-23-5800

ソフトドリンク1杯無料（お食事の方）

株式会社ジュエル・アンドウ

0972-23-4733

宝飾品・時計・バッグ5％引
佐伯市内に限り時計の電池交換配達

市町村

佐伯市

竹田市

豊後高田市

杵築市

宇佐市

店舗名

電話番号

特典

株式会社佐伯富士甚

0972-22-3535

LPガス器具・住宅設備機器を購入時に粗品を進呈

有限会社ウチダ写真館

0120-251-519

証明写真１００円引

有限会社佐野金物店

0972-22-0022

商品5％引

ぶんご銘醸 株式会社

0972-58-5855

全商品5％引

有限会社スーパーやの

0972-54-3336

パン・ジュース10％引

寿司・工房 しらなみ鮨

0972-32-3126

1,000円以上の寿司を食べると、コーヒー・カラオケ
サービス

首藤内装

0972-22-5823

襖貼替・クロス貼替工事等5％引

二宮印刷

0972-23-0460

名刺・はがきを10%引

有限会社 丸二水産

0972-42-1600

筏釣り10%引

サンテツ佐伯給油所

0972-22-5211

本人提示に限り、店頭価格の2円引・キャンペーン等
は除く
取扱品→ガソリン、灯油（配達も含む）、軽油、A重油

株式会社サンテツ有機資材部

0972-23-8202

ご来店の方に定価の10%引（キャンペーンは除く）

有限会社アオキ

0972-22-5067

はがき印刷5%～8%引

山田花店

0972-24-0086

全商品10%引（本人に限る）

グリーンハウス やよい

0972-46-1187

全商品１０％引（本人に限る）

NPO法人 しおさいの里

0972-25-9111

食事、10%引（本人に限る）

有限会社 御所ノ井

0972-23-7172

交通事故無料相談・保険見直し相談無料（歩行者・自
転車）

大分県中央農機センター有限会社

0972-46-1900

肥料、農薬5％引

くらぱん

0972-25-3111

商品1,000円以上お買い上げの方へ粗品を進呈

カメラのけんこう

0972-24-0009

証明写真撮影料10％引

株式会社 リエンプロ

0972-20-5155

工事代金10％引

有限会社 佐伯被服

0972-22-1311

2,000円以上お買い上げの方に粗品進呈

株式会社 あいあい

0972-23-8422

全商品お買い上げの2,000円以上の方に粗品贈呈

チャーリーブラウン

0972-23-8697

コーヒー1杯サービス（本人に限る）、パスタ、ピザお食
事の方

かじか庵

0974-75-2580

平日宿泊料金10％引（同伴者も含む、GW等繁忙期を
除く）

菓子禅 髙田屋

0978-22-3033

商品5％引(本人のみ）

有限会社豊島食堂

0978-22-2451

ソフトドリンク1杯サービス

マルイ醤油

0978-22-0894

全商品10％引(本店のみ)

インテリアやまもと

0978-54-3337

粗品贈呈

野村電機商会

0978-24-2673

来訪者に単Ⅲアルカリ電池2本サービス

いとう美容室

0978-22-1050

ヘアカラーのみ5％引

有限会社 在永商店

0978-22-3232

ガス器具等購入粗品進呈(本人のみ)

ドラコ・ビッグ有限会社

0978-22-0202

ゴミ収集運搬長期契約の方初回半額

きつき衆楽観

0978-66-1112

通常料金200円引 観覧時、座椅子無料サービス

きつき漁菜館

0978-62-2263

食事代から5%引

ハリカ 杵築店
（ビッグウッド杵築店内）

0978-69-7887

お買い上げのお客様には、お茶・粗品サービス
カタログ(紫織）からの商品は30%引でご提供

有限会社 楽四季舎

0977-75-1335

1,000円以上のお買い上げで、粗品進呈

株式会社スタジオ麻生

0978-62-2308

肖像写真15％引

有限会社オガタ

0978-44-1281

電池交換粗品進呈、補聴器電池100円引

縣屋酒造株式会社

0978-44-0022

酒類買上麦焼酎安心院蔵1本贈呈

岩下コレクション

0977-28-8900

入館料割引き（本人及び同伴者含む）大人600円が
500円 中高生400円が300円 小学生100円が50円

九州自動車歴史館

0977-84-3909

入館料800円を600円（シルバー（100円引）＋返納特
典（100円引）＝200円引）

由布市

市町村
由布市

日出町

店舗名

電話番号

特典

由布院ステンドグラス美術館

0977-84-5575

入館料１００円引（他の割引との併用不可）

由布院空想の森 アルテジオ

0977-28-8686

入館料100円引

Giornos Bread&Deli
手作りパンの店｢ジョルノス｣

0977-72-8874

1,000円以上お買い上げのお客様に100円引

有限会社 フタバ写真スタジオ

0977-72-0048

各種証明写真10%引

カリー＆オムライス MIND'S

0977-73-2379

食事された方にソフトドリンク１杯サービス

ＤＥＮＳＵＫＥ

0977-72-2259

サービスチケット進呈

木戸産業株式会社
パナソニックリフォームグループハート 0120-810-541
フルホーム

ハートフルホーム、リファイン日出…工事代金より3%引

有限会社岩尾商事
イワオデンキ

0977-72-5533

粗品進呈

やまが亭 喜楽

0977-73-2261

ソフトドリンク1杯サービス

有限会社ヤマヨシ

0977-72-0582

掃除代金の10%引

大分ファームCoCoキッチン

0977-72-0644

500円以上お買い上げの方新鮮な卵を2個プレゼント

株式会社ケイ・エス・ケイ
ケイ･エス･ケイ･スタラボ

0977-72-8330

日出・杵築・別府への出張及び送迎付きでの3Dフィ
ギュア造形サービスを行います。更に2,000円の値引
もしくは10%の値引

有限会社ケイユ－プラン

0977-72-1778

仲介手数料の10%引

ほけんクレパス日出店

0120-505-277

おたのしみグッズプレゼント

日水加工株式会社
漁師の匠 ちりめん屋

0977-73-1334

お買い物をされたお客様にちりめんをプレゼント

◎医療・福祉・健康など
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村

大分市

別府市

佐伯市

杵築市

日出町

日田市

店舗名
有限会社 メガネの正視堂
（竹町本店、賀来、パークプレイス各
店）
エースカルチャー
脳活・文化教室

電話番号

特典

（代）097-532-6807 メガネ一式（フレーム＋レンズ）１０％引
097-529-7177

入会金無料

株式会社 セスナ
（荘園、餅ヶ浜、千代町各店）

（代）0977-24-0449

全商品（一部、タバコ、切手、市指定ゴミ袋等除く）５％
引

メガネショップクォーター別府店

0977-73-8070

メガネセット５００円引

有限会社 メガネの日新

0977-66-0588

経歴証明書を提示された方にメガネ一式5,000円セット
あり。

時計・宝石・メガネ なかや

0972-22-1775

時計１０％引 メガネ１０％引

有限会社 宮明薬局

0972-22-0668

健康サプリメント無料試飲

メガネ・宝石・時計シモムラ

0978-62-3016

メガネフレーム、レンズ、補聴器、時計、宝飾１０％引
（特別割引商品・修理を除く）

川中薬品

0978-62-2108

健康食品または化粧品のサンプル進呈

株式会社 正光堂時計店

0977-75-1274

メガネフレーム・メガネレンズ・補聴器１０％引、送迎
サービス

かとう整骨院

0977-75-9655

湿布１袋進呈

えとう整骨院

0977-72-3011

湿布・サポーター類５％引

有限会社 こやめがね

0977-72-9490

めがね、補聴器購入者のお手入れセットプレゼント
自宅までお届けサービス

でんでん館アベ

0977-72-8495

ご購入金額に応じて本人様に粗品贈呈
パナソニック補聴器５％引

はり・きゅう 白十字治療院

0973-23-8508

はり・きゅう施術料金から２００円引き

株式会社 ヤノメガネ
（竹町、中央、萩原、明野、鶴崎、森町
バイパス、田中町、府内大橋、トキハ
わさだタウン、アミュプラザおおいた、
メガネフレーム・メガネレンズ・補聴器５％引
県内各地 別府、ゆめタウン別府、中津、日田玉 （代）097-536-5532
（セットメガネや特別割引商品を除く）
川バイパス、日田寿通本店、臼杵、佐
伯、佐伯トキハインダストリー、津久
見、竹田、豊後高田、杵築、宇佐、三
重、国東、日出、玖珠各店）

（竹町、中央、萩原、明野、鶴崎、森町
バイパス、田中町、府内大橋、トキハ
わさだタウン、アミュプラザおおいた、
メガネフレーム・メガネレンズ・補聴器５％引
県内各地 別府、ゆめタウン別府、中津、日田玉 （代）097-536-5532
（セットメガネや特別割引商品を除く）
川バイパス、日田寿通本店、臼杵、佐
市町村
店舗名
電話番号
特典
伯、佐伯トキハインダストリー、津久
見、竹田、豊後高田、杵築、宇佐、三
重、国東、日出、玖珠各店）
眼鏡市場
（大分春日、大分牧、大分森、サンリブ
わさだ、別府、日田、宇佐、中津、臼 （代）097-538-7370 メガネ一式５％引
杵、佐伯、日出各店）
メガネのヨネザワ
（大分中央、フレスポ豊後大野、南大
分、津留、イオン高城、鶴崎、米良バ
イパス、別府鶴見、ゆめタウン別府、 （代）097-513-5922 メガネフレーム・レンズ・補聴器、セール価格より５％
引
（セットメガネや特別割引商品を除く）
ゆめタウン中津、イオンモール三光、
日田本町、日田インター、佐伯、コスモ
タウン佐伯、サンリブ臼杵、豊後高田、
竹田、宇佐各店）
株式会社 でんでん館
県内各地 （みうら、ヤマナ、キタガワ、梅屋、平
ご購入金額に応じて本人様に粗品進呈
成、パルスゴトー、プラザタナカ、にの （代）097-507-2789 パナソニック補聴器５％引
みや、まるかわ、ひまわり各店）
大分県農業協同組合（ＪＡおおいた）
（大分、佐伯、臼杵、豊後高田、宇佐、 （代）097-544-3221 介護保険外の福祉用具購入額の１０％引
ぶんご大野、国東各福祉サービスセン
ター）
有限会社 ウェルビー（ウェルネスＢＥ
ＰＰＵ、ウェルネスＷＡＳＡＤＡ、ウェル
リラクゼーションマッサージ60分コースを10分延長
ビー大分空港、ほぐすとれっち日出、 （代）0977-27-3000 （料金はそのままで）
ほぐすとれっち森町、ほぐすとれっち
花園各店）
株式会社クラシアン大分支社
水道修理、トイレのつまり除去などの作業料金を１割
045-473-8731
引

◎仏具・葬祭など
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村
店舗名
電話番号
特典
株式会社 うるま優交社
（大分南、寒田、大分東各会館）

（代）097-567-2200 祭壇１０％引（申込時に会員証提示に限る）

株式会社 大洋石材
（本社、大分営業所）

（代）0972-22-3630 墓石工事代金１０％引

株式会社 ライフタイム

097-547-0518

菊池仏壇

0972-22-1035

生前整理、遺品整理代金の５％引（物の処分費を除
く）
全品５％引

豊後高田市 有限会社九州犬友社

0978-24-4242

ペットの火葬料１０％引

トーヨー石材

0978-66-4060

５％引出張見積無料

有限会社 さんわ
（森町、三重、日出各店）

（代）0977-72-6415 墓石代金に対して５％引

大分市

佐伯市

杵築市
県内各地

◎商店街
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村
店舗名
加盟店
連絡先
フジヤ
洋品のナカツル
丸福衣料
ファッション丸福
洋服の丸博
ギャルリー イブ
光タクシー株式会社
津久見タクシー株式
会社
フローリスト高野
花の小野
化粧品のやまもと
コスメティックパール
津久見商業協同組合
化粧品のマスヤ
津久見市
（代）090-3609-1373
つくつくカード加盟店会
新美賀久寿司
三幸寿司
大野米殻店
とうふ工房 豆が辻
ケゴヤ市場
有限会社 さとう
ＯＺ電器かわさき
まるかわ
株式会社 ダイプロ
南部販売

特典

つくつく満点
カード３枚進呈
（津久見市在
住の方に限る）

市町村

店舗名

津久見市

津久見商業協同組合
つくつくカード加盟店会

電話番号
写真のミスギ
きんせいどお
パソコン診療所
板井薬局
シャディサラダ館
中央町店
有限会社 吉本
大村仏壇店
松井アルファス 津
久見ＳＳ
小松石油
遠藤石油
マルコ商事
戸高石油株式会社
アサダ美容室
元屋印刷株式会社
創造工房

特典

（代）090-3609-1373

◎自転車・自動車
※サポート加盟店や特典内容は変更される場合がございます。ご利用の際は、事前に各店舗への連絡をお願いいたします。
市町村
店舗名
電話番号
特典

大分市

中津市

有限会社 八幡自動車工業

097-542-3388

家族車検工賃５％引（ただし部品代除く）

有限会社 カーボデー河野

097-541-2222

家族車検時エンジンオイル無料交換

ＹＳＰ大分

097-549-3650

家族工賃５％引 バイク用品５％引（一部適用除外商
品あり）

有限会社 吉野車輌

097-595-0491

廃車手続費用無料

有限会社 西武自動車

097-541-1777

家族車検時オイル交換無料

チェッカーオート

097-542-0074

家族車整備工賃１０％引、車検時オイル交換サービス

株式会社 トムスカーセールス九州

097-542-4111

廃車無料

株式会社ぱるぱる
販売代理店プロテック

0979-24-6022

電動カート通常価格160，000円のところ20，000円引
で販売

株式会社
オートリサイクルナカシマ

0973-23-0327

①廃車の買い取り
②廃車に関する書類手続きをすべて無料にて代行
③県内全域の廃車引取無料

有限会社 カードック弘成

0973-24-6177

セニアカー
・無料試乗（出張も可）
・購入予定者にはオプション３点セットをサービス

県南石油協同組合

0972-46-1821

灯油・混合、現金会員価格より２円引

有限会社 コウテック

0972-23-0927

廃車手数料１０％引

小川ボデー

0972-28-3727

廃車手数料１０％引

井崎車両整備工場

0972-46-1102

廃車手数料無料

くすめぎ自動車

0972-23-8500

廃車手数料１０％引

Ｋ’ｓモーター

0972-46-0733

廃車手数料無料

株式会社 佐伯ホンダセンター
ホンダカーズ佐伯中央

0972-23-3211

廃車料１０％引

有限会社 城東自動車佐伯

0972-24-0260

廃車手続き無料（車両処分及び車検証返納手続）

サイクルショップ やまうち

0972-22-2148

電動自転車をお買い上げの方に、バックミラー又はハ
ンドルカバーのどちらかをプレゼント

0978-22-2098

最後の愛車の記念として装備品（エアバッグを除く）一
点取り外し進呈

長宝自動車ボデー 株式会社

097-582-2886

車検時オイル交換無料

白倉自動車整備工場

097-583-0137

家族車検時オイル交換無料

みどり自動車整備工場

097-583-0845

家族車検時オイル交換無料等

有限会社 九大車両

0977-86-2073

家族車検等工賃５％引

有限会社 小野屋車輌

097-582-0071

家族の方の車検時のオイル交換無料、代車無料

有限会社 長井モータース

097-583-0106

車検整備、板金塗装整備（いずれも工賃の８％引）

日田市

佐伯市

豊後高田市 有限会社 中越自動車整備工場

由布市

つくつく満点
カード３枚進呈
（津久見市在
住の方に限る）

