
会員証対象施設一覧　H30.8.1現在
都道府県 施設名 都道府県 施設名 都道府県 施設名

（株）ホームメイドクッキング　札幌教室 アダチ文具　八戸売市店 レオパレスホテル仙台
（株）ベアーズ　札幌支店 アダチ文具　八戸湊高台店 ホテル大観荘
かんぽの宿小樽 カラオケ合衆国　青森観光通り店 ホテルニュー水戸屋
ツヴァイ札幌 カラオケ合衆国　弘前城東店 カラオケ合衆国　仙台六丁の目店
ツヴァイ旭川 カラオケ合衆国　弘前102バイパス店 カラオケ合衆国　仙台中田バイパス店
ＮＡＣ札幌クライミングジム カラオケ合衆国　八戸店 カラオケ合衆国　石巻店
プリンスホテル・ゴルフ場＜全国、北海道・東北地方＞ カラオケ合衆国　五所川原店 秋田ビューホテル
富良野スキー場 カラオケ合衆国　むつ店 ホテルメトロポリタン秋田
日本旅行＜全国、北海道・東北地方＞ 青森県立美術館 縄文のふる里 大湯温泉 ホテル鹿角
H.I.S.（国内旅行）＜全国、北海道・東北地方＞ 棟方志功記念館 四季彩り秋田づくし　湯瀬ホテル
H.I.S.【海外旅行】＜全国、北海道・東北地方＞ ねぶたの家ワ・ラッセ ホテル湖心亭
ジャルパック（国内・海外）＜全国、北海道・東北地方＞ 是川縄文館 元湯　水沢山荘
レオパレス21＜全国、北海道・東北地方＞ 白華山法光寺 秋北航空サービス㈱　大館営業所
ニッポンレンタカー＜全国、北海道・東北地方＞ 斜陽館 秋北航空サービス㈱　大館大町店
ジェフグルメカード＜全国、北海道・東北地方＞ 津軽三味線会館 秋北航空サービス㈱　いとく鷹巣ショッピングセンター店
三井ホーム（株）〈全国、北海道・東北地方〉 立佞武多の館 秋北航空サービス㈱　能代営業所
レストランカラオケ・シダックス＜全国、北海道・東北地方＞ 光信公の館 ㈱金正堂本店　秋田店
北海道ライオンアドベンチャー 津軽こけし館 あきた芸術村内「わらび劇場」
ニセコアウトドアセンター 津軽鳥城焼 あきた芸術村内「田沢湖ビール」
ＮＡＣニセコアドベンチャーセンター 盛美園 あきた芸術村内「森林工芸館」
サホロリゾート　ベア・マウンテン 清藤氏書院庭園 あきた芸術村内「温泉ゆぽぽ」
大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ 十和田市現代美術館 川口温泉「奥羽山荘」
有珠山ロープウェイ 駒っこランド 称徳館 男鹿桜島リゾートHOTEL きららか
ECC（外語学院・WEBスクール）＜全国・北海道・東北地方＞ 三沢市寺山修司記念館 カラオケ合衆国　秋田店
学研エデュケーショナル＜全国、北海道・東北地方＞ 青森県立三沢航空科学館 かんぽの宿酒田
パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄＜全国、北海道・東北地方＞ 鷹山宇一記念美術館 ツヴァイ山形
アート引越センター＜全国、北海道・東北地方＞ むつ科学技術館 亀や
ホテル法華クラブ＜全国、北海道・東北地方＞ 青森モータースクール 月岡ホテル
住友林業＜全国、北海道・東北地方＞ 浪岡モータースクール かんぽの宿郡山
レオパレスホテル札幌 弘前モータースクール かんぽの宿いわき
東武トップツアーズ＜全国、北海道・東北地方＞ 八戸モータースクール ツヴァイ郡山
プリンスホテル＜全国、北海道・東北地方＞ 三沢中央自動車学校 結婚披露宴の飲食代割引(グランドエクシブ那須白河＋国内13施設)
Gabaマンツーマン英会話＜全国、北海道・東北地方＞ かんぽの宿一関 福住旅館
東急ホテルズ＜全国、北海道・東北地方＞ ツヴァイ盛岡 ホテル華の湯
DAIWA ROYAL HOTEL（ダイワロイヤルホテル）＜全国、北海道・東北地方＞ 雫石スキー場 (株)はせがわ　勝田店
知床クルーザー観光船 ドルフィン ユートランド姫神 （株）ホームメイドクッキング　日立教室
One Marriage 国民宿舎　えぼし荘 かんぽの宿大洗
TolTolBeauty(婚活女性限定エステ） 静流閣 かんぽの宿潮来
Bb札幌（婚活イベント） 八幡平ハイツ ツヴァイ水戸
札幌市円山動物園 ホテル森の風　鴬宿 国営ひたち海浜公園　プレジャーガーデン
海鮮料理 番屋 長栄館 (株)はせがわ　小山店
渡辺体験牧場 ニュー鶯山荘 （株）ホームメイドクッキング　小山教室
ホテルウィングインターナショナル＜北海道・東北地方＞ 清温荘 かんぽの宿塩原
ニュー阿寒ホテル ホテル紫苑 かんぽの宿栃木喜連川温泉
阿寒の森　鶴雅リゾート花ゆう香 愛真館 ツヴァイ宇都宮
ホテルまほろば 湯守　ホテル大観 鬼怒川プラザホテル
層雲峡朝陽亭 ホテル羅賀荘 奥日光高原ホテル
第一滝本館 ゆこたんの森 (株)はせがわ　前橋店
観月苑 ホテル花巻 かんぽの宿磯部
ホテル万惣 別邸 楓　ホテルさつき ツヴァイ高崎
定山渓ビューホテル　新館グレイトビュー 湯の杜　ホテル志戸平 万座温泉スキー場
ヤマモト食品株式会社　青森柳町営業所「ねぶた976」 結びの宿　愛隣館 川場スキー場
八甲田ロープウェー 観光荘 BASE CAMP KAWABA
南部屋・海扇閣 ホテル三右ェ門 KAWABA SKATEBOARD PARK
秋北航空サービス㈱　青森営業所 キャピタルホテル1000 大阪屋
わいん倶楽部 舌鼓市場　宝来館 ホテル櫻井
津軽三味線ダイニング響 いつくし園 (株)はせがわ　草加店
たかお香 湯元東館 （株）ホームメイドクッキング　大宮教室
中国料理 豪華楼 ホテル加賀助 かんぽの宿寄居
青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 旅染屋　山いち ツヴァイさいたま
青函トンネル記念館 やまゆりの宿 (株)はせがわ　千葉店
達者村農業観光振興会 ホテル安比グランド （株）ホームメイドクッキング　千葉教室
手づくり村　鯉艸郷 モルデンの湯　ラビスタ安比高原 （株）アサヒペンホームイングサービス　千葉営業所
東八甲田ローズカントリー 鶯宿温泉の宿　赤い風車 かんぽの宿鴨川
㈱金正堂本店　青森店 大船渡温泉 かんぽの宿旭
㈱金正堂本店　弘前店 平泉ホテル武蔵坊 かんぽの宿勝浦
㈱金正堂本店　五所川原店 カラオケ合衆国　盛岡店 ツヴァイ千葉
㈱金正堂本店　エルム店 （株）ホームメイドクッキング　仙台教室 ツヴァイ船橋
㈱金正堂本店　八戸店 ツヴァイ仙台 ツヴァイ柏
きもの後藤 仙台うみの杜水族館 ツヴァイ幕張新都心
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会員証対象施設一覧　H30.8.1現在
都道府県 施設名 都道府県 施設名 都道府県 施設名

イオンウエディング幕張新都心 会館とどろき フォレストアドベンチャー・蓼科
ホテル東天光 富士屋ホテル かんぽの宿諏訪
蓮沼ガーデンハウス　マリーノ 湯本富士屋ホテル ツヴァイ長野
ホテル千倉 箱根ホテル ツヴァイ松本
料亭旅館　松濤軒 フュージョンダイニング「F」 プリンスホテル・ゴルフ場＜全国、中部地方＞
白浜オーシャンリゾート 仙石ゴルフコース 軽井沢プリンスホテルスキー場
鴨川ホテル三日月 株式会社京急油壺マリンパーク 志賀高原焼額山スキー場
勝浦ホテル三日月 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ湯河原離宮＋国内13施設) 日本旅行＜全国、中部地方＞
(株)はせがわ　銀座本店 コロワイド H.I.S.（国内旅行）＜全国、中部地方＞
（株）ホームメイドクッキング　有楽町教室 株式会社 メガネスーパー H.I.S.【海外旅行】＜全国、中部地方＞
（株）ベアーズ　東京本社 （株）ホームメイドクッキング　新潟教室 ジャルパック（国内・海外）＜全国、中部地方＞
（株）アサヒペンホームイングサービス　東京営業所 ツヴァイ新潟 レオパレス21＜全国、中部地方＞
かんぽの宿青梅 苗場スキー場 ニッポンレンタカー＜全国、中部地方＞
ツヴァイ日比谷本店 かぐらスキー場（みつまたステーション） ジェフグルメカード＜全国、中部地方＞
ツヴァイ赤坂見附 かぐらスキー場（田代ステーション） 三井ホーム（株）〈全国、中部地方〉
ツヴァイ八重洲 六日町八海山スキー場 レストランカラオケ・シダックス＜全国、中部地方＞
ツヴァイ池袋 妙高杉ノ原スキー場 ECC（外語学院・WEBスクール）＜全国・中部地方＞
ツヴァイ新宿 柏崎カントリークラブ 学研エデュケーショナル＜全国、中部地方＞
ツヴァイ立川 岩原スキー場 パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄＜全国、中部地方＞
ツヴァイ町田 キューピットバレイスキー場 アート引越センター＜全国、中部地方＞
イオンウエディング日比谷 越後ゴルフ倶楽部 株式会社シャトレーゼリゾート八ヶ岳
プリンスホテル・ゴルフ場＜全国、関東地方＞ ムイカスノーリゾート ホテル法華クラブ＜全国、中部地方＞
アクセルアクアパーク品川（水族館） 関温泉スキー場 住友林業＜全国、中部地方＞
ダイドードリンコアイスアリーナ 新潟ゴルフ倶楽部 東武トップツアーズ＜全国、中部地方＞
東大和スケートセンター 新発田城カントリー倶楽部 東武トップツアーズ＜全国、近畿地方＞
京浜急行電鉄株式会社（自動車学校） ゆきだるま温泉「雪の湯」 プリンスホテル＜全国、中部地方＞
京浜急行電鉄株式会社（日帰り温泉） クアハウス津南 Gabaマンツーマン英会話＜全国、中部地方＞
京浜急行電鉄株式会社（ボーリング） シャトー塩沢スキー場 東急ホテルズ＜全国、中部地方＞
京浜急行電鉄株式会社（ゴルフ場） サントピアワールド DAIWA ROYAL HOTEL（ダイワロイヤルホテル）＜全国、中部地方＞
京浜急行電鉄株式会社 八海山麓スキー場 FCミニミニチンタイバンク(長野県内21店舗)
日本旅行＜全国、関東地方＞ あてま高原リゾート　ベルナティオ かけ流しの源泉の宿　「渋の湯」
H.I.S.（国内旅行）＜全国、関東地方＞ 十日町カントリークラブ RAKO華乃井ホテル
H.I.S.【海外旅行】＜全国、関東地方＞ 糸魚川シーサイドバレースキー場 町営　信州まつかわ温泉　清流苑
ジャルパック（国内・海外）＜全国、関東地方＞ アクアパークにいがた 株式会社センデン(エイブルネットワーク,県内16店舗のみ)
レオパレス21＜全国、関東地方＞ NASPAスキーガーデン 一般社団法人長野県はり灸マッサージ師会(長野県内57治療院)
ニッポンレンタカー＜全国、関東地方＞ 小千谷カントリークラブ 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ軽井沢＋国内13施設)
ジェフグルメカード＜全国、関東地方＞ 胎内高原ゴルフ倶楽部 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ蓼科＋国内13施設)
三井ホーム（株）〈全国、関東地方〉 中峰ゴルフ倶楽部 シェーンガルテンおみ
レストランカラオケ・シダックス＜全国、関東地方＞ 上越国際スキー場 レンタルショップSPICY（スノーシーズン）
ECC（外語学院・WEBスクール）＜全国・関東地方＞ 石打丸山スキー場 レンタルショップSPICY（グリーンシーズン）
学研エデュケーショナル＜全国、関東地方＞ ニノックススノーパーク HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場
パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄＜全国、関東地方＞ 三川・温泉スキー場 HAKUBA VALLEY 白馬岩岳スノーフィールド
アート引越センター＜全国、関東地方＞ 道の駅　阿賀の里・阿賀野川ライン遊覧船 HAKUBA VALLEY 栂池高原スキー場
ホテル法華クラブ＜全国、関東地方＞ ノーブルウッドゴルフクラブ 竜王スキーパーク
住友林業＜全国、関東地方＞ クアハウスたいない 菅平高原スノーリゾート
東武トップツアーズ＜全国、関東地方＞ サウンドボール見附店 鹿島槍スポーツヴィレッジ
プリンスホテル＜全国、関東地方＞ 米山水源カントリークラブ 白馬八方尾根アルペンライン
Gabaマンツーマン英会話＜全国、関東地方＞ （株）ホームメイドクッキング　富山教室 白馬岩岳マウンテンリゾート
東急ホテルズ＜全国、関東地方＞ かんぽの宿富山 栂池高原
ほんずなし（立ち飲み屋） ツヴァイ富山 竜王マウンテンパーク
DAIWA ROYAL HOTEL（ダイワロイヤルホテル）＜全国、関東地方＞ 魚巡りの宿　永芳閣 蕎麦会席の宿　鷹明亭辻旅館
学校法人NHK学園 （株）ホームメイドクッキング　金沢教室 和風の宿　ますや
ホテルウィングインターナショナル＜関東地方＞ ツヴァイ金沢 ホテル白馬荘
ニューオータニイン東京 株式会社河口湖オルゴールの森美術館 白馬アルプスホテル
ホテルルートイン五反田 ホテルウィングインターナショナル＜中部地方＞ ロッヂ幸
（株）サニックス　世田谷出張所 （株）ホームメイドクッキング　福井教室 旅館FURUYA
(株)はせがわ　川崎店 かんぽの宿福井 菅平高原温泉ホテル
悠悠ホーム（株）　横浜展示場 清風荘 美白の湯 荻原館
（株）ホームメイドクッキング　横浜教室 (株)はせがわ　甲府店 旅の宿　南條 
（株）ベアーズ　神奈川支店 （株）ホームメイドクッキング　甲府教室 斎藤ホテル
かんぽの宿箱根 かんぽの宿石和 靜保庵ホテル小柳
ツヴァイ横浜 ツヴァイ甲府 プチペンション　グリーンスポット
ツヴァイ藤沢 富士ビューホテル フォレスパ木曽あてら荘
横浜・八景島シーパラダイス 甲府富士屋ホテル 炭の宿　リバーサイドホテル昼神
KOSE新横浜スケートセンター フルーツパーク富士屋ホテル 諏訪レイクサイドホテル
箱根芦ノ湖遊覧船 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ山中湖＋国内13施設) ホテル　ブエナビスタ
箱根駒ケ岳ロープウェイ 湯村ホテルB&B 翔 峰
箱根園水族館 木創りの宿　きこり 花薫る宿　よし乃亭
七里ヶ浜ゴルフ場 （株）ホームメイドクッキング　長野教室 緑翠亭　景水
杉田ゴルフ場 フォレストアドベンチャー・長野 駒ヶ根高原リゾートリンクス
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会員証対象施設一覧　H30.8.1現在
都道府県 施設名 都道府県 施設名 都道府県 施設名

（株）サニックス　岐阜営業所 上方温泉 一休 京都本館 ツヴァイ和歌山
(株)はせがわ　可児店 京都北白川天然ラジウム温泉　えいせん京 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ白浜＆アネックス＋国内13施設)
（株）ホームメイドクッキング　岐阜教室 さがの温泉 天山の湯 藤之坊成福院
かんぽの宿恵那 美山町自然文化村 河鹿荘(宿泊施設） ホテルなぎさや
かんぽの宿岐阜羽島 心と身体の癒しの森　るり渓温泉 南紀白浜リゾートホテル
ツヴァイ岐阜 宇川温泉　よし野の里（日帰り温泉） 新宮ユーアイホテル
めいほうスキー場 宇川温泉　よし野の里（宿泊施設） DAIWA ROYAL HOTEL（ダイワロイヤルホテル）＜全国、四国・中国地方＞
めいほうリゾート・キャンプ・BBQ・アクティビティ 宇治天然温泉　源氏の湯 依山楼岩崎
ホテル花更紗 レイクフォレストリゾート（日帰り温泉） 皆生グランドホテル　天水
恵那峡グランドホテル レイクフォレストリゾート（宿泊施設） 華水亭
まごころと味の宿　吉泉館竹翠亭 日本旅行＜全国、近畿地方＞ 三井別館
湯之島館 H.I.S.（国内旅行）＜全国、近畿地方＞ （株）サニックス　松江営業所
緑風苑きよはる H.I.S.【海外旅行】＜全国、近畿地方＞ 道の駅津和野温泉 「なごみの里」
高山グリーンホテル ジャルパック（国内・海外）＜全国、近畿地方＞ （株）サニックス　岡山支店
水明館 レオパレス21＜全国、近畿地方＞ （株）ホームメイドクッキング　岡山教室
（株）ホームメイドクッキング　浜松教室 ニッポンレンタカー＜全国、近畿地方＞ ツヴァイ岡山
かんぽの宿熱海（本館） ジェフグルメカード＜全国、近畿地方＞ 鷲羽山　下電ホテル
かんぽの宿熱海（別館） 三井ホーム（株）〈全国、近畿地方〉 ユートピアサイオト
かんぽの宿伊豆高原 レストランカラオケ・シダックス＜全国、近畿地方＞ （株）サニックス　広島支店
かんぽの宿焼津 ECC（外語学院・WEBスクール）＜全国・近畿地方＞ 悠悠ホーム（株）　広島展示場
かんぽの宿浜名湖三ケ日 学研エデュケーショナル＜全国、近畿地方＞ （株）ホームメイドクッキング　広島教室
ツヴァイ静岡 パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄＜全国、近畿地方＞ 芸北国際スキー場
ツヴァイ浜松 アート引越センター＜全国、近畿地方＞ かんぽの宿竹原
箱根十国峠ケーブルカー ホテル法華クラブ＜全国、近畿地方＞ かんぽの宿庄原
伊豆三津シーパラダイス 住友林業＜全国、近畿地方＞ ツヴァイ広島
結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ伊豆＋国内13施設) プリンスホテル＜全国、近畿地方＞ ホテル法華クラブ＜全国、中国地方＞
結婚披露宴の飲食代割引(グランドエクシブ浜名湖＋国内13施設) Gabaマンツーマン英会話＜全国、近畿地方＞ プリンスホテル＜全国、中国地方＞
源泉の宿　ホテル伊東ガーデン 東急ホテルズ＜全国、近畿地方＞ 下関フィッシングパーク
（株）サニックス　名古屋支店（HS） DAIWA ROYAL HOTEL（ダイワロイヤルホテル）＜全国、近畿地方＞ 長府毛利邸
(株)はせがわ　中川店 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ京都八瀬離宮＋国内13施設) 一の俣温泉グランドホテル
（株）ホームメイドクッキング　名古屋教室 ホテル平安の森京都 一の俣温泉グランドホテル
（株）ベアーズ　名古屋支店 ホテル東山閣 豊田梨狩り案内所（道の駅 蛍街道西ノ市）
かんぽの宿知多美浜 嵐山温泉彩四季の宿　花筏 下関市火の山ロープウェイ
ツヴァイ岡崎 大原温泉湯元　京の民宿　大原の里 長府庭園
ツヴァイ名古屋 湯元のお宿　民宿　大原山荘 一の俣温泉観光ホテル
イオンウエディング名古屋駅桜通口 ホテルセントノーム京都 下関市満珠荘
レオパレスホテル名古屋 （株）サニックス　堺支店 サングリーン菊川
サンホテル大陽荘 （株）ホームメイドクッキング　梅田教室 一の俣温泉観光ホテル
ホテルルートイン名古屋栄 （株）ベアーズ　大阪支店 （株）サニックス　下関支店
（株）サニックス　津営業所 （株）アサヒペンホームイングサービス　大阪営業所（本社） (株)はせがわ　新下関店
（株）ホームメイドクッキング　四日市教室 かんぽの宿富田林 フタタ　新下関店
かんぽの宿鳥羽 ツヴァイ大阪 海峡ゆめタワー
ツヴァイ四日市 ツヴァイ難波 下関市営国民宿舎 海峡ビューしものせき
結婚披露宴の飲食代割引(グランドエクシブ鳥羽＋国内13施設) イオンウエディング梅田 ホテル西長門リゾート
源泉の宿　希望荘 大阪富士屋ホテル 下関グランドホテル
ホテル浜離宮 大阪府立大型児童館ビッグバン 川棚グランドホテル
石鏡第一ホテル神倶良 大阪府立弥生文化博物館 SSSスポーツプラザ（山口県内6施設）
プレミアリゾート　夕雅　伊勢志摩 大阪府立近つ飛鳥博物館 かんぽの宿光
青山ガーデンリゾート ホテルローザブランカ ホテルウィングインターナショナル＜近畿地方＞ かんぽの宿湯田
志摩地中海村 （株）サニックス　姫路営業所 周南スイミングクラブ（山口県内3施設）
熊野の宿 海ひかり （株）ホームメイドクッキング　川西教室 美和ゴルフクラブ
（株）サニックス　大津支店 かんぽの宿有馬 くだまつパブリックゴルフ
（株）ホームメイドクッキング　近江八幡教室 かんぽの宿赤穂 徳山国際カントリー倶楽部
かんぽの宿彦根 かんぽの宿淡路島 宇部72カントリークラブ
ツヴァイ草津 ツヴァイ神戸 レークスワンカントリー倶楽部美祢コース
プリンスホテル・ゴルフ場＜全国、近畿地方＞ ツヴァイ姫路 厚狭ゴルフ倶楽部
結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ琵琶湖＋国内13施設) 公立学校共済組合神戸宿泊所　「ホテル北野プラザ六甲荘」 山陽グリーンゴルフコース
さざなみゴルフクラブ 一般財団法人兵庫県教育会館 ラッセホール 日本セレモニー（典礼会館：全国172店舗、ブライダル：全国38店舗）
里湯昔話　雄山荘 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ淡路島＋国内13施設) 山口県霊柩葬祭協同組合（山口県内17業者）
ウッディパル余呉 結婚披露宴の飲食代割引(エクシブ有馬離宮＋国内13施設) 関釜フェリー
湯元舘 （株）サニックス　奈良南営業所 プレジデントカントリー倶楽部山陽
びわ湖花街道 （株）ホームメイドクッキング　西大寺教室 日本旅行＜全国、中国地方＞
（株）サニックス　福知山営業所 かんぽの宿大和平群 H.I.S.【海外旅行】＜全国、中国地方＞
（株）ホームメイドクッキング　京都教室 かんぽの宿奈良 ジャルパック（国内・海外）＜全国、中国地方＞
ツヴァイ京都 ツヴァイ奈良 レオパレス21＜全国、中国地方＞
美山町自然文化村 河鹿荘(日帰り温泉） 春日ホテル ニッポンレンタカー＜全国、中国地方＞
夕日ヶ浦温泉　海花亭（花御前・紫峰閣） ホテル昴 ジェフグルメカード＜全国、中国地方＞
れいせんゴルフ倶楽部 （株）サニックス　和歌山営業所 三井ホーム（株）〈全国、中国地方〉
宮津カントリークラブ （株）ホームメイドクッキング　和歌山教室 レストランカラオケ・シダックス＜全国、中国地方＞
KBSカルチャー かんぽの宿紀伊田辺 俵山温泉「白猿の湯」
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会員証対象施設一覧　H30.8.1現在
都道府県 施設名 都道府県 施設名 都道府県 施設名

旅館　小天狗 総合結婚式場 アートクレフクラブ マリアーノ・ダリ メモリードアネックスホール大野城
温泉の森 ゆかいな果樹園 メモリードホール飯塚中央
道の駅おふく 「於福温泉」 株式会社サンレー メモリードホール横田
天然温泉みちしお ホテルポート門司 東福岡斎場【提携(株)香栄社】
蛍街道西ノ市 「蛍の湯」 野の葡萄 アイリスホール香椎【提携(株)香栄社】
田万川温泉 「憩いの湯」 陽のあたる場所 ファミリーホール千早【提携(株)香栄社】
くだまつボウル 小嶺シティボウル 和白斎場【提携(株)香栄社】
ボウリングの森 旅館 むつみ関門荘 アルカーサル・アヴィオ
防府ゴールデンボール つかさ旅館 ロイヤルチェスター福岡
下関ロイヤルボウル 株式会社ヨシカネ グランドベルズ飯塚
ユーズボウル 萩 イタリア料理 ENZO（エンゾ） 野方ゴルフガーデン
秋田農園（みかん狩り） カンティーヌ 野だや 天国社　福岡会館
下関市立しものせき水族館「海響館」 野菜とハーブを食べるアジアン料理プリンセスピピ 天国社　伊都会館
長門峡梨組合 （山口県内4農園） パスタ・ピザ・ドリアの店「パードレ・ペペ」 天国社　油山会館
松田農園（みかん狩り） 北九州市門司麦酒煉瓦館 天国社　姪浜会館
徳佐りんご協会（協会加盟農園） ㈱工房夢細工 秋月工房 天国社　春日会館
乗馬クラブ クレイン多々良 香山昇龍大観音 花ごよみ ホテルクリオコート博多
山口県表具内装組合連合会（山口県内業者） ㈱栗木商店　ちくご手づくり村 西南自動車工業株式会社
ECC（外語学院・WEBスクール）＜全国・中国地方＞ 北九州市立白野江植物公園 (株)はせがわ　福岡本店
学研エデュケーショナル＜全国、中国地方＞ うきは果樹の村 やまんどん 木下（株） 福岡草苑
パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄＜全国、四国地方＞ 関門汽船株式会社 木下（株） 姪浜草苑
アート引越センター＜全国、中国地方＞ ガーデンショップさんぽ道 木下（株） 春日草苑
住友林業＜全国、中国地方＞ 本城天然温泉おとぎの杜 木下（株） 久留米草苑
㈱トヨタレンタリース山口 かんぽの宿北九州 木下（株） 北野草苑
朝陽カントリークラブ 玄海さつき温泉（玄海ロイヤルホテル内） 木下(株)　荒木草苑
東武トップツアーズ＜全国、中国地方＞ 宗像王丸・天然温泉やまつばさ 木下（株） 三潴草苑
Gabaマンツーマン英会話＜全国、中国地方＞ イオンシネマ戸畑 木下（株） 小群草苑
ユーズボウル 宇部 原鶴グランドスカイホテル 木下（株）　吉井草苑
ホテルウィングインターナショナル＜中国地方＞ 株式会社せいぜん 誠善社 木下（株）　大川中央草苑
萩本陣 ぶどうの樹 木下(株)　大川榎津草苑
湯本観光ホテル西京 割烹 まんねん亀 木下(株)　美しが丘草苑
かんぽの宿徳島 鮨屋台 木下(株)　花畑草苑
日本旅行＜全国、四国地方＞ 宿膳 八幡屋 満海の湯 木下（株）　御井草苑
H.I.S.（国内旅行）＜全国、四国地方＞ 門司港グルメ 海門 フューネラルハウス彩苑　若宮斎場
H.I.S.【海外旅行】＜全国、四国地方＞ 辛子明太子のさかえや本店 フューネラルハウス彩苑　松崎斎場
ジャルパック（国内・海外）＜全国、四国地方＞ ㈱巨峰ワイン レストランホイリゲ フューネラルハウス彩苑　青葉南斎場
レオパレス21＜全国、四国地方＞ styleB小倉パークボウル フューネラルハウス彩苑　笹丘斎場
ニッポンレンタカー＜全国、四国地方＞ 株式会社サンレー フューネラルハウス彩苑　次郎丸斎場
ジェフグルメカード＜全国、四国地方＞ ホテルパーレンス小野屋 フューネラルハウス彩苑　長住斎場
三井ホーム（株）〈全国、四国地方〉 海の中道 海辺の里 フューネラルハウス彩苑　福岡みなみ斎場
レストランカラオケ・シダックス＜全国、四国地方＞ 住友不動産株式会社 九州支店 ハウスクリーニング れもん
ECC（外語学院・WEBスクール）＜全国・四国地方＞ 美花園 荒江斎場 悠悠ホーム（株）　本社
学研エデュケーショナル＜全国、四国地方＞ 信栄自動車株式会社 エスタ香椎ゴルフガーデン
パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄＜全国、四国地方＞ アークホテルロイヤル福岡天神 有田ゴルフガーデン
アート引越センター＜全国、四国地方＞ 西日本綜合住宅（株） 西新ゴルフセンター
東急ホテルズ＜全国、四国・中国地方＞ ユウベル積善社（株）　干隈会館 西新パレスボウル
結婚披露宴の飲食代割引(グランドエクシブ鳴門＋国内13施設) ユウベル積善社（株）　福岡斎場 サンテニス有田
（株）サニックス　高松支店 ユウベル積善社（株）　家族親族葬ホール油山 ホテルオークラ福岡
（株）ホームメイドクッキング　高松教室 ユウベル積善社（株）　筑紫斎場 フタタ　スーツセレクト天神フタタビル
かんぽの宿観音寺 （株）サニックス （株）ホームメイドクッキング　福岡教室
ツヴァイ高松 あおやぎ　楠会館 （株）ベアーズ　福岡支店
（株）サニックス　松山支店 あおやぎ　橘会館 木下（株）　福岡草苑（FSN九州）
ツヴァイ松山 あおやぎ　西会館 木下（株）　姪浜草苑（FSN九州）
住友林業＜全国、四国地方＞ あおやぎ　若杉会館 木下（株）　春日草苑（FSN九州）
東武トップツアーズ＜全国、四国地方＞ あおやぎ　古賀会館 木下（株）　久留米草苑（FSN九州）
Gabaマンツーマン英会話＜全国、四国地方＞ あおやぎ　なでしこ会館. 木下（株）　美しが丘草苑（FSN九州）
（株）サニックス　高知営業所 ミサワホームイング九州（株）　本店 木下（株）　花畑草苑（FSN九州）
かんぽの宿伊野 パピオボウル 木下（株）　御井草苑（FSN九州）
ゼンリン地図の資料館 パピオアイスアリーナ 木下（株）　北野草苑（FSN九州）
赤煉瓦ガラス館 （株）お仏壇のコガ　糸島店 木下（株）　小群草苑（FSN九州）
小倉城庭園 （株）お仏壇のコガ　太宰府店 木下（株）　吉井草苑（FSN九州） 
ホテル日航福岡 （株）お仏壇のコガ　本店 木下（株）　善導寺草苑（FSN九州）
（株）九州観光 メモリードホール福岡  木下（株）　荒木草苑（FSN九州）
九州鉄道記念館 メモリードホール西福岡 木下（株）　三潴草苑（FSN九州）
小倉昭和館 メモリードホール野芥 木下（株）　大川榎津草苑（FSN九州） 
スピナ平野ゴルフガーデン メモリードホール博多馬出 木下（株）　大川中央草苑（FSN九州） 
浮羽カントリークラブ メモリードホール油山 大里斎場 （FSN九州）
サンスカイホテル小倉 メモリードホール今宿 式典会館 （FSN九州）
千草ホテル メモリードホール南福岡 城野斎場 （FSN九州）
伯翠庵 メモリードホール大野城 折尾記念館 （FSN九州）
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会員証対象施設一覧　H30.8.1現在
都道府県 施設名 都道府県 施設名 都道府県 施設名

平安閣記念館 （FSN九州） ホテルクラウンパレス小倉 ECC（外語学院・WEBスクール）＜全国・九州・沖縄地方＞
水巻記念館 （FSN九州） ステーションホテル小倉 学研エデュケーショナル＜全国、九州・沖縄地方＞
中間記念館 （FSN九州） 寿司処 光本 パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄＜全国、九州・沖縄地方＞
行橋中央会館 （FSN九州） グリーンリッチホテルズ ホテル法華クラブ＜全国、九州・沖縄地方＞
行橋斎場 （FSN九州） 株式会社イーオン 住友林業＜全国、九州地方＞
『想』苅田フューネラルホール (FSN九州) ロイヤルパークアルカディア ㈱いすや
家族想葬 結 (FSN九州) パナホーム株式会社九州支社 ニッポンレンタカー＜全国、九州・沖縄地方＞
平成会館 (FSN九州） プレミアホテル門司港 名鉄観光サービス（株） 福岡支店
奥竹葬祭（FSN九州） サンスカイホテル小倉 バジェット・レンタカー　博多駅前店
セレモニー天平会館 （FSN九州） 千草ホテル 北九州遠賀葬祭業協同組合
いすや斎場けやきホール （FSN九州） 伯翠庵 東武トップツアーズ＜全国、九州・沖縄地方＞
いすや斎場頓田会館 （FSN九州） プレミアホテル門司港 細流（せせらぎ）
いすや夜須斎場楓ホール （FSN九州） 林檎と葡萄の樹/りんご庵 眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗
セレモニーホール香林 （FSN九州） クリニカルエステ イーズ　小倉店 小倉城
かずやコスメディア大牟田中央斎場（FSN九州） かんぽの宿北九州 Gabaマンツーマン英会話＜全国、九州地方＞
かずやコスメディア勝立斎場（FSN九州） かんぽの宿柳川 アート引越センター＜全国、九州・沖縄地方＞
北九州市交通局 ツヴァイ福岡 レオパレスホテル博多
㈱藤井養蜂場 ツヴァイ北九州 リーガロイヤルホテル小倉
紅乙女 耳納蒸留所 瀬板の森 北九州ゴルフコース 東急ホテルズ＜全国、九州・沖縄地方＞
（株）にしけい　本社 エステティックサロン ノーブル DAIWA ROYAL HOTEL（ダイワロイヤルホテル）＜全国、九州・沖縄地方＞
結納　製造・販売　有限会社 鶴亀 クリニカルエステ イーズ　ミーナ天神店 かしいかえん シルバニアガーデン
（株）広田工務店 ユウベル積善社（株）　福岡斎場桜坂ホール 博多の森湯処　月の湯
日本料理 ふぐ懐石 てん花 ㈲筑紫葬祭 (株)JTB　福岡支店
福岡サンパレス　ホテル＆ホール 株式会社　南福岡自動車学校 (株）近畿日本ツーリスト　福岡支店
皿倉山ケーブルカー 小倉自動車学校 ステーションホテル小倉
（株）アサヒペンホームイングサービス　福岡営業所 福岡愛宕自動車 ホテルウィングインターナショナル＜九州地方＞
（株）博多花壇 木下（株） 善導寺草苑 西鉄グランドホテル
春日観光（株） 日本旅行＜全国、九州・沖縄地方＞ ホテルパーレンス小野屋
海の中道サンシャインプール H.I.S.（国内旅行）＜全国、九州・沖縄地方＞ 株式会社 メガネスーパー小倉ハローディ足原店
だざいふ遊園地 H.I.S.【海外旅行】＜全国、九州・沖縄地方＞ 株式会社 メガネスーパーマックスバリュ門司西店
株式会社 白石建設 ジャルパック（国内・海外）＜全国、九州・沖縄地方＞ 株式会社 メガネスーパー小倉本店
KKRホテル博多 レオパレス21＜全国、九州・沖縄地方＞ 株式会社 メガネスーパーリバーウォーク北九州店
エイケン（株） ジェフグルメカード＜全国、九州・沖縄地方＞ 株式会社 メガネスーパー小倉曽根店
（株）トヨタレンタリース博多 三井ホーム（株）〈全国、九州地方〉 株式会社 メガネスーパー天神総本店
（株）トヨタレンタリース福岡 レストランカラオケ・シダックス＜全国、九州・沖縄地方＞ 株式会社 メガネスーパー福岡三越店
ホテルニューオータニ博多 株式会社トラベルエコー 株式会社 メガネスーパーコマーシャルモール博多店
プラザホテル 天神 くつろぎの森グリ－ンピア八女 株式会社 メガネスーパー西新店
プラザホテルプルミエ 国民宿舎マリンテラスあしや 株式会社 メガネスーパー久留米上津バイパス店
泰泉閣 虹の宿ホテル花景色 有田ポーセリンパーク・のんのこの郷
西鉄グランドホテル ふるさと交流館 日王の湯 フジカントリークラブ
㈱天光社 万葉の湯　博多館 （株）サニックス　佐賀営業所
㈱香栄社 六峰館 伊万里メモリードホール
ほっこり農園 赤村ふるさとセンター　源じいの森温泉 メモリード伊万里典礼会館
視覚トリック3Dアートミュージアム 湯の禅 メモリードやましろ斎場
グローバルアリーナ(トレーニングジム) 天然温泉　天神ゆの華 唐津メモリードホール・アネックス
グローバルアリーナ(「さくら」「GAクラブ」) 伊万里牛ハンバーグ＆ ステーキレストラン門司笑 唐津浦メモリードホール
グローバルアリーナ（「楡の森」「グリーングラス」） 港屋 千兵衛 佐賀メモリードホール
グローバルアリーナ（テニス・フットサル） 海鮮処 廻転寿司海人 佐賀メモリードホール新館
津屋崎窯 styleB小倉ノースボウル メモリード佐嘉会館
西鉄旅行（株）福岡統括支店 桃園シティボウル 夢咲メモリードホール
源泉野天風呂 那珂川清滝 福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール 神埼メモリードホール
福岡リーセントホテル ピクニカ共和国 ロイヤルチェスター伊万里
グローバルアリーナ(クラブハウス・ロッジ) 株式会社　茶花の里 ホワイトハウス伊万里
フォレストアドベンチャー・糸島 メガネは野口屋 ロイヤルチェスター佐賀
㈱タマヤサンローズ 有限会社　岡弘視堂 アイランドヒルズ迎賓館
株式会社サニーライフ 明善社 メガネの大渕 ザ・ゼニス
サカイ引越センター（山口県内からﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙで予約の場合） ㈱武田メガネ (株)はせがわ　佐賀店
虹の宿ホテル花景色 ㈱落合天弘堂（メガネの落合） 木下（株）　鳥栖草苑
ARK レーメント株式会社 木下（株）　北佐賀草苑
ARK T・ジョイ リバーウォーク北九州 木下（株）　南佐賀草苑
マリコ・ラ・レーヌ 久留米市美術館(旧石橋美術館) 木下（株）　大和草苑
Active Resorts 福岡八幡 出光美術館(門司) 木下（株）　神埼草苑
中国料理 大連あかしあ よみうりFBS文化センター北九州 悠悠ホーム（株）　佐賀事務所
和洋レストラン 三井倶楽部 朝日カルチャーセンター 朝日JTB・交流文化塾 フタタ　佐賀兵庫本店
焼きカレー専門店伽哩本舗門司港レトロ店 都久志会館 木下（株）　鳥栖草苑（FSN九州） 
アドベンチャープール ㈱不動葬祭 木下（株）　神埼草苑（FSN九州）
ホテルクラウンパレス北九州 公益社　セレモニーホール香林 木下（株）　北佐賀草苑（FSN九州）
ホテルクラウンパレス北九州 ㈱のがみ　善光会館 木下（株）　南佐賀草苑（FSN九州） 
リーガロイヤルホテル小倉 ㈲若宮積善社 木下（株）　大和草苑（FSN九州）
ホテルクラウンパレス小倉 ㈱博愛社 ちよだ儀礼ホール （FSN九州）

福岡県

福岡県

佐賀県

福岡県



会員証対象施設一覧　H30.8.1現在
都道府県 施設名 都道府県 施設名 都道府県 施設名

ちよだ儀礼ホール鎮西（FSN九州） 平安社長崎斎場本館 （FSN九州） 株式会社 メガネスーパー天草店
ちよだファミリーホールひぜん（FSN九州） 平安社長崎斎場新館（FSN九州） 株式会社 メガネスーパー熊本東バイパス店
陣内商会　普門斎苑（FSN九州） 平安社南部斎場 (FSN九州) 城島高原パーク
陣内商会　普門葬祭白石斎場（FSN九州） 平安社大村斎場（FSN九州） 九州自然動物公園アフリカンサファリ
（株）にしけい　佐賀支社 平安社佐世保斎場 （FSN九州） 夜明の里カメミツ㈱
（株）トヨタレンタリース佐賀 平安社大野斎場 (FSN九州) ひなの里 山陽館
マリンパル呼子 天晴会館本館 （FSN九州） 日田の宿 よろづや
西鉄旅行（株）佐賀支店 天晴会館新館 （FSN九州） 小京都の湯 みくまホテル
日の隈カンツリークラブ 国見会館 （FSN九州） リバーサイドホテル山水館
北山カントリー倶楽部 有明会館 （FSN九州） 旅館 渓仙閣
佐賀ロイヤルゴルフクラブ 島原会館 （FSN九州） （株）サニックス　大分営業所
唐津ゴルフ倶楽部 ふつ会館 (FSN九州) ミサワホームイング九州（株）　大分店
公立学校共済組合佐賀宿泊所「グランデはがくれ」 ハートホール福江 （FSN九州） (株)はせがわ　別府店
佐賀グリーンテニスクラブ （株）にしけい　長崎支社 由布院倶楽部
（株）ニューオータニ九州　ホテルニューオータニ佐賀 株式会社 ホテルローレライ 天然温泉ばってんの湯 季の郷　山の湯
ホテル華翠苑 ハウステンボスカントリークラブ フタタ　高城店
ホテル春慶屋 (株)共立自動車学校・日野 （株）ホームメイドクッキング　大分教室
株式会社メモリード佐賀支店 （株）トヨタレンタリース長崎 秀平葬儀宇佐斎場 （FSN九州）
（株）佐賀玉屋 BTU浜のまち 秀平柳ヶ浦すみれ斎場 (FSN九州)
太閤テニスクラブ 喜々津カントリー倶楽部 こうだ玉川斎場 （FSN九州）
（有）カワシマオートサービス ツヴァイ長崎 風之荘べっぷ （FSN九州）
メガネの平岡 大塔メモリードホール 風之荘本館 （FSN九州）
山口時計店 天然いさはや温泉 和スパ 風之荘わさだ （FSN九州）
有限会社中島スポーツ ハウステンボス 風之荘つくみ (FSN九州)
石橋ダンススクール 名鉄観光サービス（株） 長崎支店 風之荘高尾山あけの (FSN九州)
ギフトさいとう バジェット・レンタカー　長崎空港店 大の葬祭みえ （FSN九州）
教職員共済生活協同組合佐賀県事業所（指定整備工場） 眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗 大の葬祭うすき (FSN九州）
名鉄観光サービス（株） 佐賀支店 (株)JTB　長崎支店 大の葬祭のつ （FSN九州）
バジェット・レンタカー　佐賀駅前店 (株）近畿日本ツーリスト　長崎支店 大の葬祭やよい (FSN九州)
眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗 矢太樓・矢太樓南館 （株）にしけい　大分支社
有限会社　松川屋玩具店 株式会社 メガネスーパー長崎千歳店 （株）トヨタレンタリース大分
(株)JTB　佐賀支店 （株）サニックス　熊本支店 別府ホテル芙蓉倶楽部
(株）近畿日本ツーリスト　佐賀支店 ミサワホームイング九州（株）　熊本店 別府ホテル芙蓉倶楽部
株式会社 メガネスーパー佐賀西部バイパス店 悠悠ホーム（株）　熊本展示場 ハーモニーランド
株式会社 メガネスーパー佐賀大和バイパス店 フタタ　帯山店 かんぽの宿別府
ヴィラテラス大村 ホテル＆リゾート（宿泊） かずやコスメディア有明 （FSN九州） かんぽの宿日田
（株）サニックス　長崎支店 かずやコスメディア高瀬 （FSN九州） ツヴァイ大分
ミサワホームイング九州（株）　長崎店 かずやコスメディア小岱 （FSN九州） クリニカルエステ イーズ　パークプレイス大分店
稲佐橋メモリードホール かずやコスメディア川登斎場 (FSN九州) ㈱さいえん
大橋メモリードホール メモリアル花久 （FSN九州） 名鉄観光サービス（株） 大分支店
メモリード典礼会館 玉屋会館　ラピス玉屋ホール（FSN九州） バジェット・レンタカー　大分店
メモリード北部典礼会館 玉屋会館　斎場玉屋会館 （FSN九州） 眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗
小ヶ倉メモリードホール 玉屋会館　浄寶院斎場 （FSN九州） (株)JTB　大分支店
東長崎メモリードホール 玉屋会館　合掌殿玉屋斎場（FSN九州） (株）近畿日本ツーリスト　大分支店
公善社アイリスホール 玉屋会館　花房台斎場（FSN九州） ホテル　シーウェーブ別府
大井手町斎場 玉屋会館　菊池市民斎場（FSN九州） 別府温泉ホテル芙蓉倶楽部
諫早メモリードホール 玉屋会館　斎場泗水会館（FSN九州） （株）サニックス　宮崎営業所
諫早中央斎場 火の君町民斎場（FSN九州） ミサワホームイング九州（株）　宮崎店
ききつメモリードホール 出雲総業守田葬儀社　守田斎場（FSN九州） フタタ　宮崎北バイパス店
大村中央斎場 出雲総業守田葬儀社　松江斎場（FSN九州） 延岡石丸会館（FSN九州）
大村メモリードホール 出雲総業守田葬儀社　八代北斎場（FSN九州） 日向石丸会館（FSN九州）
佐世保中央斎場 出雲総業守田葬儀社　合掌殿 島田斎場(FSN九州) 宮内葬儀社西町斎場（FSN九州）
日野メモリードホール 香花堂人吉斎場（FSN九州） 宮内葬儀社上町斎場（FSN九州）
させぼ元町メモリードホール 香花堂藍田斎場（FSN九州） ETOランド速日の峰
メモリード佐世保典礼会館 香花堂西斎場（FSN九州） 綾 国際クラフトの城
早岐メモリードホール （株）にしけい　熊本支社 UMKカントリークラブ
長崎仏光堂 （株）トヨタレンタリース熊本 （株）にしけい　宮崎支社
諫早仏光堂 西鉄旅行（株）熊本支店 （株）トヨタレンタリース宮崎
佐世保仏光堂 かんぽの宿阿蘇 宮崎カントリークラブ
長崎ロイヤルチェスターホテル ツヴァイ熊本 かんぽの宿日南
ガーデンテラス長崎 ホテル＆リゾート（宿泊） 名鉄観光サービス（株） 熊本支店 プリンスホテル・ゴルフ場＜全国、九州地方＞
長崎あぐりの丘高原ホテル バジェット・レンタカー　熊本駅前店 宮崎県立美術館
ロイヤルベルズ諫早 眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗 株式会社 サカイ引越センター
パークベルズ大村 株式会社ヨネザワ 名鉄観光サービス（株） 宮崎支店
九十九島ベイサイドホテル＆リゾートフラッグス (株)JTB　熊本支店 バジェット・レンタカー　宮崎空港店
五島コンカナ王国 (株）近畿日本ツーリスト　熊本支店 眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗
ヴィラテラス大村 ホテル＆リゾート（婚礼） ホテル夢しずく プリンスホテル＜全国、九州地方＞
ガーデンテラス長崎 ホテル＆リゾート(婚礼） 株式会社 メガネスーパー熊本下通店 (株)JTB　宮崎支店
フタタ　大波止店 株式会社 メガネスーパーくまなん店 (株）近畿日本ツーリスト　宮崎支店
（株）ホームメイドクッキング　長崎教室 株式会社 メガネスーパー熊本光の森店 宮崎観光ホテル

佐賀県

長崎県

熊本県

熊本県

大分県

宮崎県

長崎県



会員証対象施設一覧　H30.8.1現在
都道府県 施設名 都道府県 施設名

ANA ホリディ・イン　リゾート宮崎 メルヘンスポーツ鹿屋店
株式会社 メガネスーパー都城店 メルヘンスポーツ川内店
メルヘンスポーツ宮崎店 メルヘンスポーツ中山店
湯の浦カントリー倶楽部 メルヘンスポーツ姶良アスリー店
出水ゴルフクラブ ダイビングチーム アルファ・アイランド徳之島
溝辺カントリークラブ 株式会社 芙蓉商事
かごしま空港36カントリークラブ （株）トヨタレンタリース沖縄
ジェイズカントリークラブ鹿屋コース かんなタラソ沖縄
メディカルフィットネスクラブ フォレスト 石垣島鍾乳洞
南九州共和住宅 金剛石林山
SCUBA PRO SHOP BLUE WHALE おきなわワールド（文化王国・玉泉洞）
南国カンツリークラブ 東村村民の森 つつじエコパーク
ダイビングリゾート マリーシェル ツヴァイ那覇
株式会社エムティビルサービス 名鉄観光サービス（株） 沖縄支店
（株）サニックス　鹿児島支店 眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗
ミサワホームイング九州（株）　鹿児島店 ムーンビーチパレスホテル
フタタ　吉野店 株式会社 メガネスーパー豊見城ウィングシティ店
泉公益社　出水斎場（FSN九州） 株式会社 メガネスーパーハンビータウンショッピングセンター店
博善社川内中央斎場（FSN九州） プリンスホテル・ゴルフ場
博善社永利中央斎場（FSN九州） 日本旅行
博善社隈之城中央斎場（FSN九州） H．I．S．（国内旅行）
鹿児島公益社　鹿児島斎場飛鳥会館（FSN九州） ジャルパック（国内・海外）
積善社　ファミリーホールあすか上町斎場（FSN九州） レオパレス21
まごめ葬儀社　串木野斎場（FSN九州） ニッポンレンタカー
まごめ葬儀社　大原斎場（FSN九州） ジェフグルメカード
大蔵堂　セレモニーホール指宿斎場（FSN九州） 三井ホーム㈱
大蔵堂　指宿市民斎場　浄敬会館（FSN九州） レストランカラオケ・シダックス
霧島ゴルフクラブ ECC（外語学院・WEBスクール）
祁答院ゴルフ倶楽部・ホテル祁答院 学研エデュケーショナル
（株）にしけい　鹿児島支社 パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄
島津ゴルフ倶楽部 アート引越センター
（株）トヨタレンタリース鹿児島 ホテル法華クラブ
グリーンヒルカントリークラブ・ホテルグリーンヒル 住友林業
ツヴァイ鹿児島 東武トップツアーズ
知覧カントリークラブ プリンスホテル
インターナショナルゴルフリゾート京セラ（ゴルフ場） Gabaマンツーマン英会話
インターナショナルゴルフリゾート京セラ（ホテル） 東急ホテルズ
名鉄観光サービス（株） 鹿児島支店 ホテルウイングインターナショナル
バジェット・レンタカー　鹿児島県庁前店 DAIWA　ROYAL　HOTEL
眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）九州地区店舗 全国指定旅館
コスモリゾート種子島ゴルフクラブ
蒲生カントリークラブ
(株)JTB　鹿児島支店
(株）近畿日本ツーリスト　鹿児島支店
スパランド裸・楽・良
あすぱる大崎
ばしゃ山村
指宿海上ホテル
指宿ベイヒルズHOTEL&SPA
霧島観光ホテル
椋鳩十文学記念館
長崎鼻パーキングガーデン
屋久島フルーツガーデン
株式会社 メガネスーパー鹿児島なや通り店
株式会社 メガネスーパー鹿児島吉野店
株式会社 メガネスーパー鹿児島中央駅前店
株式会社 メガネスーパー鹿児島店
株式会社 メガネスーパー奄美名瀬店
株式会社 メガネスーパー鹿屋バイパス店
株式会社 メガネスーパー鹿児島宇宿店
株式会社 メガネスーパー鹿児島加治木店
天文館シネマパラダイス
鹿児島音楽文化協会
セイカスポーツセンター  USUKI店
セイカスポーツセンターSENDA店
セイカスポーツセンターアミュプラザ店
セイカスポーツセンター出水店
メルヘンスポーツ
メルヘンスポーツ鹿児島店
メルヘンスポーツ姶良店

沖縄県

全国対応
業者一覧

宮崎県

鹿児島県

鹿児島県
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