
●　交通安全活動協賛店とは、交通安全協会員に対する割引特典等の

サービスを行っていただけるお店です。

●　ご利用の際は、交通安全協会の会員証と運転免許証を提示してください。

【注意事項】

○　　ご利用の際は、協賛店に有効な会員証と運転免許証を提示してサービス内容

　　を確認してください。

〇　　サービス内容は変わっているる場合もありますのであらかじめご確認してください。

○　　会員証の有効期限は、運転免許証の有効期限と同じです。

○　　原則、他のサービスや割引制度との併用はできませんのでご注意ください。　　

○　　対象外の商品もありますのでご注意ください。

令和５年５月１５日現在

電話番号 割引サービス等の内容 登録日

下松店

宇部店

０８３６－５５－５４３５ 入会金５，０００円を２，５００円に半額 令和4年2月1日

自動車学校

0836ｰ51-9090

083-223-8157

レンタカー

岩国店 ０８２７－４３－０１００

岩国錦帯橋空港店 ０８２７－２９－３１１０

徳山新幹線口店 ０８３４－２２－０１００

防府店 防府市八王子１丁目３番６号 ０８３５－２７－０１００

新山口駅前店 ０８３－９７３－０１００

宇部浜町店 ０８３６－２２－０１００

山口宇部空港店 ０８３６－３７－２０３０

宇部店 ０８３６－４３－９７５５

萩店 ０８３８－２４－０１００

新下関駅前店 ０８３－２５６－０１００

新岩国駅前営業所 岩国市御庄１－１０３ー２ ０８２７－４５－０９１９

メガネ通販のオンデーズオンラインストア｜メガネ（眼鏡・めがね）、サングラス (owndays.com)

普通免許（ＭＴ車，ＡＴ車）取得の場合教習料金のうち
入学金を約２５％割引します。

普通免許（ＭＴ車，ＡＴ車）取得の場合教習料金のうち
入学金を約２５％割引します。（8,500円~9,000円の割
引）

レンタカー借りてお得にドライブ♪レンタカー基
本料金5%割引（一部車種は除く）

❤❤❤　交通安全活動協賛店リスト　❤❤❤

下関市秋根本町１丁目8番15号

下関市後田町４丁目１６－１

所在地

岩国市旭町３－１５－１

宇部市大字沖宇部字八王子625番地の
17

宇部市草江４丁目８番16号

萩市大字椿東2970番地10

宇部市大字沖宇部１番地

岩国市錦見１丁目6番27号

周南市千代田町2628-1

山口市小郡御幸町1番9号

宇部市浜町2丁目6番1号

新規加入

山口県宇部自動車学校

ニッポンレンタカー
中国㈱

㈱トヨタレンタリー
ス    山口

雅葉書道会

協賛店名

令和5年3月27日

株式会社オンディーズ

下松市中央町２１－３ゆめタウン下松３Ｆ

宇部市黒石北3丁目4-1ゆめタウン宇部 1F

0120-900-298

【２０％オフ】6600円以上のメ
ガネ・サングラス・オプションレ
ンズのご購入で20%オフ
　他社のレンズ交換・コラボ商
品・海外ブランド・小物類・ＳＡ
ＬＥ品は対象外
　会員証提示（アウトレット店
は対象外）
　ご本人様・ご家族様・ご友人
が対象　第三者転送転売は
固く禁じられています
　県外会員の利用も可
https://www.owndays.com

山口県下関自動車学校

山陽小野田市東高泊２－５

https://www.owndays.com/jp/ja


岩国営業所 岩国市麻里布町１－８－３６ ０８２７－２２－７２３３

岩国空港営業所 ０８２７-２９－３１０５

徳山駅新幹線口営業所 ０８３４－３２－０９１９

山口湯田温泉営業
所

０８３－９２１－０９１９

新山口駅前営業所 ０８３－９７２－０９１９

宇部空港前営業所 ０８３６－２１－９１１９

宇部空港営業所 ０８３６－２２－０９１９

下関西口営業所 ０８３－２２３－０９１９

新下関駅前営業所 ０８３－２５７－０９１９

ニコニコレンタカー 岩国麻里布店 ０８２７－２１－２２３１

０８２０－７２－１１９７

引越し

下関営業所

山口営業所

周南営業所

自動車販売

営業本部 0833-44-4600

下松店 0833-45-1600

光店 0833-74-5000

柳井店 0820-23-3066

山口東店 083-932-1700

長門店 0837-22-0312

Ｕ-select下松 0833-45-0010

0838-25-9355

自転車・二輪車

０８２７－３１－７０３９

０８２７－６３－０５０２

三福輪業株式会社 ０８２７－２１－１６８４

麻里布店 ０８２７－２１－８２２１

０８２７－４１－０５６４

０８２７－４１－１５８１

０８２７－２４－３６４２

０８２７－２１－２５５３

０８２７－２１－４６１６

０８２０－２２－０３３２

０８３５－２３－８３００

０８３５－２３－２９３０

０８３６－６２－５３７２

下松市潮音町２丁1-10

下松市潮音町２丁1-1

光市浅江１丁目１４－１

柳井市南浜１丁目3-3

山口市大内千防５丁目2-22

【ホンダカーズ光東全店】新車購入時一万円分の用
品クーポンプレゼント

【Ｎカフェ全店】　　　　　　　　　　　ドリンク１０%割引

宇部車輌整備株式会社 宇部市大字善和字大日２０３番地６１
①車両整備：工賃の１０％割引②自動車鈑金塗装修
理：②工賃の１０%割引

スバルの新車ご成約の方「登録車10,000円、軽自動
車5,000円」値引きします。

長門市仙崎305-1

下松市潮音町２丁目１－１０

（有）久観交通 大島郡大島町久賀蔵浜４７３５－２

防府市高井５４１フクダサイクルフクダサイクル

自転車につき店頭表示価格の５％割引（特定車除く。）

自転車につき店頭表示価格の５％割引岩国市装束町１丁目３－２５

岩国市錦見５丁目１６－１０

レンタカー基本料金より5%割引(一部車種は除
く。)出発時メンバーカード無料進呈

○自転車～表示価格より１割以上割引　○中古バイク～当
店修理券(１，５００円分)進呈　○新車バイク～当店修理券

宇部市沖宇部八王子６２５－１７

下関市竹崎町３－１１－１１

自転車につき、店頭表示価格の５％割引

防府市千日１丁目６－６－２

バイクを購入された方に5,000円相当の特典（用品のサービ
ス等）

レンタカー基本料金５％割引【レンタカー専用０１２０－３２－
２５２５（８時～２０時）】

運賃の５%割引周防大島町のタクシーチケット併用可,利用
者家族の会員証提示も可

岩国市南岩国町４丁目６５－３

萩市大字土原６０８－５２

岩国市由宇町中央１丁目１０－８

岩国市岩国２丁目７－３６

岩国市車町２丁目７番１８号

岩国市麻里布町７丁目１２番１０号

自転車購入の方、当店割引＋会費１年分の追加割引しま
す。

商品価格の５％割引（特価商品を除く。）

自転車につき店頭表示価格の５％割引

二輪車の洋用品１０%割引

自転車は店頭表示価格の５％割引
用品は表示価格の１０％割引

自転車・バイク安全運転のための無料点検整備、粗品プレ
ゼント

柳井市中央3丁目２－４５

岩国市旭町３-１５-１

宇部市則貞6-8-39

岩国市今津町2丁目５－２７

岩国市装束町５－８－２８

山口市朝田流通センター６０１－２９

岩国市麻里布町７丁目３－５

下関市長府扇町５－８０

下関市秋根本町１丁目７－５

山口市平井７１９－１

山口市小郡黄金町７－６７

周南市千代田町１－２０

スバルショップ萩　(有)　山陰ボデー

重本サイクル

アート引越セン
ター

ニッポンレンタカー
中国㈱

ファクト　藤本商会

サイクランド　おかざき

末広自転車店

ムラナカサイクル

株式会社ホンダカーズ光東

ホシノ輪業商会

ひろなかサイクル

ルモンド・ヴェロ

田丸サイクル商会

引越基本料金（車両費＋人件費）３０％割引※３月２
０日～４月１０日は１０％割引（他のキャンペーンや割
引との併用不可）

下松市切山６１－１

０１２０－０８－０１２３

https://art.0123.co.jp/LeaseSales/RealtorNet.nsf/FMDW01NetOrder?OpenForm&RealtorUNID=0BC31D0A
439BD9624925845800263722

https://art.0123.co.jp/LeaseSales/RealtorNet.nsf/FMDW01NetOrder?OpenForm&RealtorUNID=0BC31D0A439BD9624925845800263722　#
https://art.0123.co.jp/LeaseSales/RealtorNet.nsf/FMDW01NetOrder?OpenForm&RealtorUNID=0BC31D0A439BD9624925845800263722　#


アプローチレンタル ０８３６－４１－６６５８

０８３－２２２－７４６６

０８３－２５６－２４５２

レッカー

０８３３－４３－８３７０

タイヤ

０８３６－３３－６２１１

自動車整備

０８２７－８２－２０３７

０８３４－６２－２１３１

整備センター ０８３４－６２－２１３３

徳山サービスセン
ター

０８３４－２５－０１６２

下松サービス事業
所

０８３３－４３－４３３０

０８３４－６２－２１１５

０８３５－２５－６７４３

０８３－９２４－５２２６

０８３－９２２－６６３３

０８３－９２７－６９０８

０８３－９２３－２０２６

０８３－２４８－２６２２

ガソリンスタンド

本社 ０８２７－３１－７０６６

セルフ南岩国店 ０８２７－２８－４４８３

セルフ平田店 ０８２７－３１－３４１１

０８３５－５２－００４８

０８３５－５２－００４１

０８３６－７６－０４５５

三百目店 ０８３－２２２－２９１４

新下関店 ０８３－２５６－２９１４

行楽地

０８３９６－２－０３３２

０８３９６－２－２２０１

０８３７－６２－０３０５

０８３９６－２－０６０５

０８３９６－２－１０００

下関市豊浦町大字涌田後地 ０８３－７７２－１７８１

温泉

０８３３－７８－１５１５

０８３３－５２－０１３８

下関自動車整備協同組合

山口鈑金自動車工業㈲

岩国市平田３－２４－５

株式会社　ＴＡＭＡＲＵ

宇部市明治町2丁目11番24号

岩国市玖珂町５０４－１

国民宿舎　大城

美祢市美東町赤１２１２

下松市笠戸島１４番１

光市室積東ノ庄３１－１

新車の単車、自転車５％引き

下関市秋根本町二丁目１０－１３

レッカー基本料金より１０%割引き

車検整備及び一般整備料金の工賃１０％値引き

タイヤ・ホイール組替、脱着、バランス調整の作業工賃10％
ＯＦＦ

下関市今浦町５番４号

自転車バイクのパンク修理代の１０％割引

車検・一般整備・鈑金整備の工賃５％割引

①車両整備～工賃の１０%割引
②レッカー作業～作業の１０％割引

周南市政所二丁目１１番１０号

レンタルバイク基本貸出料金１０％割引

周南市栗屋８４０－１

下松市平田１０９－１

周南市大字富田２６８１番地の３

周南市古泉２－１５－１

宇部市大字妻崎開作２０２５－３

釣り堀入場料（通常１１０円）を2名まで無料、マリンレスト
コーヒー（通常１００円）を2名まで無料サービス（土、日、祝

温泉の入浴料を市内の方（６７０円）市外の方（７８０円）を市
内外を問わず会員本人のみ４５０円とします。

自動車鈑金工賃について１０％割引

自動車鈑金・塗装工賃の１０％を割引

自動車鈑金塗装修理工賃の１０％を割引

車検の際オイル交換無料、3,000円割引

鈑金工賃５％割引、ガソリン当店の現金価格より1円/ℓ引き

自動車鈑金塗装修理工賃の１０％を割引

各種洗車店頭表示価格より２０％ｏｆｆで実施

車検整備及び一般整備料金の工賃10%値引き

ガソリン・軽油を店頭現金価格より１ℓにつき２円引き

エンジンオイル１ℓ　100円で交換します。

日帰り入浴１００円割引、宿泊利用（１泊２日）５００円割引。
会員及び同伴者３名まで適用。

割引入園料金：大人２，４００円、小人1,５００円。※７０歳以
上シルバー割引あり(身分証の提示）

観覧料の割引　通常料金から100円割引。

当店現金会員価格より、１円値引きします

使用料金を５００円割引(但しフリーサイトは対象外）

黒井漁港養殖場　マリンレスト

下関市長府扇町１－５３

山口市大内御堀２５９２番地２

山陽小野田市埴生3227-1

岩国市南岩国町3丁目１１－６

山口市徳地堀１５１５

秋吉台オートキャンプ場 美祢市美東町赤３１０８番地

美祢市美東町赤

山口市葵一丁目2番27号

山口市大内氷上６丁目２７－３０

山口市宝町２－４

下松市大字末武中１２２５番地

防府市高井１６２

株式会社　Ｍ＆Ｋサービス

カーコンビニ倶楽
部　ツバメ石油㈱

美祢市秋芳町秋吉

美祢市美東町赤３１０８番地

下関市秋根西町１－５－８

山口市徳地堀1645-1

ナガシマサイクル

株式会社　新和商会

有限会社　福谷オート

下関市観音崎町１３－１０

岩国市南岩国町3丁目１１－６

オート&サイクル　タケムラ

株式会社　福石

ニュー丸栄石油㈱小月インター給油所

株式会社　南陽車輌

株式会社藤谷ゴム工業所

前田産業㈱カーライフ・エムワン

㈲イワタ商会

友田総業株式会
社

天然記念物　大正洞

秋吉台自然公園サファリランド

有限会社　ナカシマ

前田産業㈱出雲とくぢ給油所

天然記念物　景清洞

特別天然記念物　秋芳洞

亀の井ホテルせとうち光



０８３４－８３－２２５５

０８３－９２０－１１２０

０８３６－６２－００１３

０８３６－７９－１１２６

ＣＯＣＯＬＡＮＤ山口・宇部 ０８３６－３３－６１１６

０８３９６－２－２１７７

０８３７－５６－５００５

０８３７－６８－０３２１

０８３－７６７－０２４１

０８３－２８４－０２６８

果樹園

０８３－９５２－０９４３

お花

０８３５－２２－５９００

０８３－９２７－０９０２ 店内全商品提示価格から５％割引

０８３－９７２－１１０２

０８３６－７９－０１３０

ホテル・旅館

０８２７－４３－１１１１

０８３４－３２－２６１１

０８３５－２５－１１３３

０８３－９２３－３６１０

０８３－９２２－７０００

０８３－９２２－２０００

友景旅館 ０８３５－５２－００２０

０８３－９２２－６６００

083-922-0002

宇部市島１丁目７－１ ０８３６－３２－２３２３

ゴルフ場

泉水原ゴルフクラブ ０８３－９２９－１１１１

関門菊川ゴルフクラ
ブ

０８３－２８７－１１３３

豊田湖ゴルフクラブ ０８３－７６６－１２３４

スポーツ

０８２７－３２－１１３３ 入会金50%割引

０８３５－２４－０５０５

吉敷校 ０８３－９２５－６６６６

大内校 ０８３－９２７－５６６５

美容・整体

０８０－１９４２－２５７０

０９０－９０６０－３８８９耳スパサロン　33hikari

ポイント２倍（ポイント倍付けは２倍を上限とする）

通常料金５，４８０円のデラックスシングル（朝食付き）
が、会員証提示で４，９８０円（通常シングルと同料
金）で宿泊可能

宇部市吉見持世寺2925番地

山口市吉敷下東1丁目6番15号

下関市豊田町地吉７１－１

山口市小郡明治一丁目１２－３

山口市下小鯖２０７３

防府市高倉２丁目１９－２５

宿泊正規料金(室料）の１０％割引、会員1名様割引

山口市湯田温泉三丁目５－８

ビジネスホテルうえの 山口市湯田温泉一丁目１番３８号

SSS防府スイミングスクール

防府グランドホテル

サンルート国際ホテル山口

ＳＳＳスポーツプラザ岩国 岩国スイミン
グセンター

防府市石が口2丁目３－２１

湯田温泉ユウベルホテルホテル松政

メディカルサロン　くまさん家（ち）

山陽小野田市東高泊２－５

花の海　交流館

山口市大内長野４６０

岩国市南岩国1丁目20番38号

美祢市美東町赤３１０８番地

豊田町道の駅「蛍街道西ノ市」

ホテルかめ福

ホテルサンルート徳山

持世寺温泉株式会社

岩国国際観光ホテル

山陽小野田市埴生２２１６－７

山口市中河原町1番1号

下関市豊田町大字一の俣字湯の原１５番
地

美祢市於福町上４３８３－１

岩国市岩国1丁目１－７

下関市豊田町中村８７６－４

山陽小野田市埴生3392

周南市湯野４２５５－１

山口市湯田温泉４丁目７－１７

入浴料金を一人５０円引き、宿泊料金を一人２００円引き。

３，０００円（税抜き）以上の「花束」か「アレンジ」お買い上げ
で２０ポイントをプラスします。（※通常１００円で１ポイント、

食堂にて食事された方　「上の湯ブレンドスペシャルコー
ヒー」を一杯サービス

入浴料割引（大人のみ1,000円→900円）

日帰り入浴６６０円を５５０円に割引

宿泊正規料金１０％割引

プレー料金の割引　※予約時要相談

宿泊料金割引（宿泊代のみ１０％割引）

温泉御入浴のポイントを通常の2倍にサービス

温泉ご入浴ポイントサービス　通常１ポイントを２倍ポイント
(入浴のみ）

日帰り入浴利用者：通常料金から１００円割引

西ノ市温泉｢蛍の湯」入浴料１００円割引（本人限り）

宿泊おひとり様５００円引き（お二人なら１，０００円引き）

入浴料500円→400円に100円引きします（大人のみ）

季節の花苗1ポットサービス（持ち帰り）します。商品お買い
上げの方～お一人様一回限り

入園料から５０円引き、ピザ・パスタ料金１０%引き。リンゴ狩
り(8月～11月）ドッグラン・ピザハウスが楽しめます

正規宿泊料金（1泊2食）より10%割引

宿泊料金15%引き（通常料金より）

宿泊料金１０％割引。超美人の湯一の俣温泉グランドホテ
ル

宿泊料金の５％割引（但し、現金払いに限る

宿泊料金のみ５%割引　（現金のみ対象）

道の駅おふく

新山口ターミナルホテル

温泉の森

芳山園

イヤーセラピー６０分　６，８００円を６，０００円に割引
き １０分延長無料

山口レインボーヒ
ルズ

山口市小郡下郷１２９２番地（新山口
北口正面）

一の俣温泉グランドホテル

フラワーガーデン　日の出

下関市菊川町轡井1141-18

防府市駅南町１５－２０

山口市湯田温泉四丁目５－２

クマサキ洋ラン農園

吉本花城園フラワーパーク本店

晋作の湯

しもせりんご村 山口市阿東地福上４８７番地

国際ホテル宇部

天然温泉　みちしお

SSSスポーツプラ
ザ山口スイミング
スクール

岩国市山手町１丁目２１－２５

プレー料金の割引　※予約時要相談

周南市築港町８－３３

山口市仁保中郷泉水原６０９４

宇部市大字上宇部75番地

下関市大字吉田清水１２０２－３

景清洞トロン温泉

山口市徳地堀１８９４
宿泊料金（一泊2食付）6,300円を6,000円に割引（1会員で2
名まで）

プレー料金の割引　※予約時要相談

施術（整体・ボディケア・骨盤調整）料金２００円割引（月１回
のみ）



０８３６－７２－００５５

０８３６－７３－２１０７

０８２０－５２－６６０６

０８３－９２７－５２０５

０８３－９２１－８０５０

０８３７－５２－００８１

０８３－２６６－４３８８

飲食店

０８２７－２１－２２２２

０８２７－２４－１０２０

０８２７－２２－２７８２

0820-52-2803

宇部市大字東岐波１２９－１ ０８３６－５８－４８１１

０８３３－４１－０６７３

０８３－９２５－２５９１ 飲食料金（税別）の１０％割引　カラオケ、食事ＯＫ

０８３－９２４－０４２３

０８３－９７２－７７７７

０８３－９３２－４８００

０８３－９７２－２０５８

０８３６－７６－２８２８

０８３６－７６－３４３０

０８３６－７６－０３２２

０８３６－３３－３３４５

０８３６－３２－８８６
６（０９０－５２６５－

０８３６－３４－３１７７

食料品

０８２０－２３－１５１５

０８３－９２２－１５４２

０８３－９８４－２３０４

０８３６－７６－１１２０ てんぷらを３千円以上お買い上げのお客様～５％割引

クリーニング

０８３－９２２－２３１６

贈答品

０８２０－２２－３５７１

０８３３－７２－７０００

０８３３－４１－０３７７

０８３４－３１－４３２１

０８３５－２８－８２９３

０８３５－２２－２２９６

０８３－９２４－１４７０

０８３－９７２－０３００

遺品等家財整理料金３％割引サービス

居酒屋　武美

山口グランドホテル１Ｆ・レストラン「アゼ
リア」

食道楽　帆万里

山陽小野田市大字津布田498-3

宇部市中央町９－１６

宇部市中央町１－１０－１３　　第一ビル２
Ｆ

宇部市上町１－７－２

御飲食代１０％割引

店舗販売はしていない。カタログ販売でのサービスとして、
商品の５～１０％割引。ボックスティッシュ1箱プレゼント

「飲み放題６０分（焼酎、ウィスキー、ブランデーのみ）」をご
注文のお客様に「生ビール１杯」を無料サービスします。

ギフトや名入グッズなどご購入に方もれなく「タオル」か「カレ
ンダー」プレゼント

一点一点手仕上げの店、クリーニング料金１０%割引

山口市小郡黄金町１番１号

贈答品等の商品価格の５～２０％割引。

手延素麺「多垚しぶき」お買い上げ価格の５％割引

ホテル直営レストラン「アゼリア」の飲食料金５％割引

防府市浜方７４２

総合ギフト用品　商品によって５～２０％割引

婚礼・仏事・コンペ商品等心温まる贈り物お手伝いします。
商品の１０％～１５％割引き（但し、食品を除く）

希望小売価格より割引＋ポイント2倍（割引率は商品により
異なる）

光市浅江３丁目９－８

岩国市麻里布町６－３－２１

山口市古熊三丁目２－１９

商品のお買い上げ、５千円以上で５%割引

ソフトドリンク（ﾗｯｼｰ・ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ・ﾏｻﾗﾁｬｲ・ｺｰﾋｰ・ｳｰﾛﾝ
茶・ｺｰﾗ）会員１名様に1杯サービス

熊毛郡田布施町下田布施７３０－１

１団体、１家族につき、ハンドルキーパーさん１名の飲料(ア
ルコール類を除く）無料

美祢市大嶺町東分来福台４－１３－６

施術料（全コース）各５％割引き

山口市湯田温泉２丁目１－１８　クイーンビル４Ｆ

下松市栄町１丁目１－７

岩国市麻里布町３丁目１１－８

会員証提示の方にランチ無料券プレゼント（3人に1枚、会員
証提示は3人のうち1人でよい。）

山陽小野田市寝太郎四区

お食事の際、ワンドリンクサービス（吉祥規定による）

山口市楠木町１－５７

飲食物のすべて５％割引

山陽小野田市大字津布田2634-1

山口市湯田温泉６丁目５－６

お食事券プレゼント・４名以上で１人３千円以上のお食事を
された方に次回から使える３千円分のお食事券１枚プレゼ

山口市小郡下郷１２４８

山陽小野田市大字津布田2631－2

２，０００円以上で缶ビール(小）、ソフトドリンクサービス

ドリンク１杯サービス

食事（要予約）された方・ドリンク一本（小）（ジュース又は
ウーロン茶）・汐湯入浴無料サービス

山口市秋穂二島４３７

汐湯　井上旅館

食後のコーヒーをサービス

山口市糸米2丁目７－４５

本かつを節１００ｇ×５００円を５０円引きの４５０円で販売致
します。

タサカクリーニング店

岡寺産業株式会社

株式会社　たかだ商事

よろずや八福神

夢創庫　オガワ

山陽小野田市津布田平松

山口市古熊三丁目２－１９

防府市駅南町9番35号

株式会社　ヤマトク

小野鰹節店

村上旅館

柳井市余田１８４３－１

アミュー

浜のてんぷら屋

瀬戸内麺業「髙尾商店」

はらしん

ナイトラウンジ　わらじ

割烹「こうもり」和食処「花水木」

美容室　Ｗｉｓｈ（ウイッシュ）

料理百景　花善（かぜん）

(有)寿司満

マエダ　カイロプラクティック彦島整体院

山口市下小鯖３７９８－７

ラーク美容室

Ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ｇａｒｄｅｎ　ｆｅｅｌ’ｓ

ニュースタイル aila

かえるカイロプラクティック整体

山陽小野田市大字厚狭４７８－１

スナック　ＨＩＲＯ

新日本料理吉祥本店

下関市彦島本村町６－１６－１７

鉄板焼　哲まる

焼肉　食道園

1団体、1家族につき、ハンドルキーパーさん1名の飲料無料
（アルコール類を除く。）

新規のお客様　パーマもしくはカラー２０％０ｆｆ

1万円(税込)以上のお買い上げで粗品プレゼント 

山口市後河原２１６

山世水産

シバ本店（インド料理ｓｈｉｖａ）

山口市小郡新町５丁目１０－２４

株式会社　吉山

周南市月丘町３－６

株式会社　光ギフトセンター

柳井市柳井1574-14柳井卸団地内

スナック　悦

下松市瑞穂町1丁目２－１

着物館・コーヒー割引券(\１００割引）ｏｒラークポイント4点
サービス　支払い料金（美容施術）5,000円以上の方

喫茶・軽食　Ｙｏｕ＆ｍｅ

熊毛郡田布施町大字大波野７８３

新規のお客様　各種パーマ・カラー４０％ＯＦＦ（要予約）　縮
毛ストレートカット込み￥13,000→￥7,800　ＣＲカラー

通常６０分4,000円を3,500円に（新規の方に限る）
詳しく状態を聞き一人ひとりに合う施術を心がけます。

スーパーリラクゼーション　らくや 整体マッサージ40分以上で１０％割引

好きな飲み物一品サービス

カード提示して頂いて、5,000円以上のメニューでポイント
カード＋１ポイントサービス（小鯖の散髪屋です）



岩国店 0827-24-4111

下松店 0833-43-2211

徳山店 0834-22-4111

防府店 0835-35-4111

山口店 083-932-4111

宇部店 0836-29-4111

下関店 083-251-4111

電器・ガス

０８３５－５２－０１２４ 御来店者に粗品を進呈いたします。

パナどっとふじた 吉見店 ０８３－２８６－２３１１

建具

０８２０－２２－１７０７

０８３６－２１－２９５７ 工事代金を５％割引

時計・宝石

０８２０－２２－１３２７

メガネサロン村岡 ０８２０－２３－４８６５

０８２０－４８－４８８８

０８３－９２２－０２１９

083-920-1008

文具

０８２０－２２－２４５１

パン・ケーキ

本店
０８２０－２２－０７５７

玖珂店
０８２７－８２－７７５７

岩国店
０８２７＾２２－２７００

南岩国店
０８３７－３１－１２２０

由宇店
０８２７－６３－４３３１

大島店
０８２０－７４－３１１１

平生店
０８２０－５６－０７５７

光井店
０８３３－７２－７７１７

浅江店
０８３３－７１－４０２０

下松店
０８３３－４１－１２５５

熊毛店
０８３３－９１－０２２２

遠石店
０８３４－２２－４７４７

徳山店
０８３４－２２－４５６７

新南陽店
０８３４－６４－２３２３

三田尻店
０８３５－２５－９３３０

平川店
０８３－９２１－０７５７

大内店
０８３－９２７－８７８０

萩美術館前店 ０８３８－２４－５５５５

東岐波店
０８３６－５８－５０１１

メガネのふくだ 山口市大内千防５丁目１－８
メガネ購入時１０％値引き（現金のみ）  但し一部除外
品あり

山口市平井７１３－１

宇部市島１－１－６

下関市伊倉新町１－４－１

柳井市新庄幸南２９５３－３

防府市華浦2丁目４６８－５

下松市瑞穂町３－４－１３

防府市平和町３－８

宝石・メガネ・時計・補聴器１０～３０％割引（ブランド品を除
く）

当店で新しくお買い求めいただいたエコキュート取付工事費
を５％割引

下関市吉見本町１丁目４番５号

山口市徳地堀１６２３－６

周南市岐南８－１３

会員証掲示の方、商品価格の３％割引（特価商品を除く）
※他のサービスとの併用不可

柳井市大字柳井５２７５

光市光井3丁目７－２７

岩国市由宇町中央１丁目５番２号

岩国市今津町１丁目９－２３

熊毛郡平生町角浜５６８－２６

岩国市南岩国町４丁目１－２７

岩国市玖珂町字一成５１７４－１

山口市大内矢田北５丁目１３－１７

大島郡周防大島町西三蒲1943-1

・大進会員価格で提供　　　・大進会員ポイント2倍
（一部商品は除く、他優待特典との併用は不可）

すべての商品を５％割引

メガネ・時計・補聴器１０～３０％割引(特殊商品除く）

\２，０００以上お買い上げの方に粗品贈呈

時計バンド3,000円以上２０％引き、メガネ１０％引き

メガネ５０％ｏｆｆ　視力測定、メガネ整形無料サービス

周南市政所2丁目６－１

果子乃季

フジイ時計店

柳井市本町通り４７６

光市・ＪＲ岩田駅前通り

柳井市南町４－５－３　ゆめタウン柳井１
Ｆ

(株)村岡時計店

宇部市常藤町５－１１

岩国市麻里布町６－１２－２５

有限会社　山田電器商会

周南市遠石1丁目１２－２８

松永畳店

小川畳店

山口市黄金町１２－２１

進物の大進

宇部市大字東岐波字八谷４９７３－５

山口市道場門前1-2-27

あさひ製菓株式会
社

㈲明治堂

柳井市柳井津４２６－３

下松市潮音町３－６－２

光市浅江4丁目４０３０番

萩市平安古５８３－１

周南市大字大河内字遠見1872-5

有限会社　青木商店

周南市緑町2丁目2番



宇部ファーム店 ０８３６－３３－０７５７

厚狭店
０８３６－７１－０３３３

熊野店
０８３－２５４－６１８８

洋服

０８３－９２４－０３４８

０８３６－６５－２５３５

０８３－２２２－７４７４

０８３－２６７－１７２５ オーダースーツ５％割引

０８３－９２２－１４３８

靴・カバン

０８３－９２２－１１３１

写真

０８３５－２２－６８４６

０８３８－２２－３２９６

工芸雑貨

０８３－９２１－９８５０

農機具

０８３－９８６－２０２２

薬局

０８３８７－２－００１０

印刷

０８３－２２２－８５９７

印章

０８３－２２２－１３３１ 印象類全商品１０％割引（象牙は除く）

寝具

０８３－２６６－４０６７

看板

０８３－２５２－４６３０

金物

０８３－２２３－４３１９

冠婚葬祭

防府会館 ０８３５－２７－１７１７

山口会館 ０８３－９２０－１１１１

不動産

０８２０－２２－５０２０

０８３５－２３－５５０５

０８３６－８３－４５１４

０８３６－５５－５８８０

０８３－２３４－１３００

０８３－２５７－４０００

パソコン教室

会員証掲示の方、商品価格の３％割引（特価商品を除く）
※他のサービスとの併用不可

イージーオーダースーツ４万円以上の品５千円引き、事務
服・作業服３割引～※除外品あり

紳士服誂、紳士服婦人服補正、革製品補正１０％引き

アパート、マンション、借家の賃貸物件仲介手数料５％割引

証明写真撮影又は、３，０００円以上の買い物でコーヒー４０
０円を２００円に割引（但し、調剤薬、切手、印紙は除く）

通常店頭商品10～20％割引（但し割引品、赤札商品を除
く）

企画料３０％割引

売買、賃貸成約の内容に応じてイオン商品券をプレゼント
（イオン防府店１Ｆの不動産屋です）

不動産の仲介料を５％割引きします。

商品代金より５％割引（一部商品除く・お一人様１回限り）

国産一流メーカー品　カスタムオーダー38,000円→35,000円

農林業機械、商品によって5～10％割引

会館使用料３０％０ＦＦ、祭壇２０％ＯＦＦ、お棺・装具10％Ｏ
ＦＦ（一部商品は除く）

ＤＥＧＲＥＥ

下関市彦島江の浦町９丁目４－２１
寝具全般１０%割引、カーテン１０%割引。（但し,ブラインド、
ロールスクリーン、アコーディオンドアは５％）

ブルーカード加盟店共通のポイントをお買いものごとに２倍
サービス

株式会社　四辻農機

株式会社ティーレックス

免許証証明写真１枚１，０００円、焼き増し１枚２００円で提
供します。

全商品５％割引（一部値引き商品を除く）

各証明写真４枚一組通常１２００円を１０００円に割引

個人作成印刷物（名刺、ハガキ等）１０％割引（コピー除く）

萩市大字江崎１１１０－１

防府市大字浜方５７番地

中原印房

山口市鋳銭司3250番地１

末次ふとん店

緑都開発株式会社

下関市豊前田町２－６－１９

株式会社　フタバ工芸社 下関市三河町３－３８

行政書士・土地家屋調査士 西村勲
事務所

居住用賃貸物件の仲介手数料を５％割引

柳井市古開作610番地の５

仲介手数料５％引き

(株)　むらた洋服店

山口市道場門前１－１－２３

下関市熊野西町５－８

下関市竹崎町３丁目３－２６

光洋写真館

音伍繊維工業株式会社　山口支店

宇部市小松原町１丁目１－１

あさひ製菓株式会
社

防府市駅南町７　（防府警察署となり）

萩市土原５０８－３

山口市阿知須４８５６－１８

山口市元町３番１号
葬祭のこすもす

ブティック　アロマ

防府市中央町１番３号　(イオン防府店１
Ｆ）

下関市豊前田町２丁目６番１８号

株式会社　広政不動産

下関市上条町１－４７株式会社　上原不動産

下関市一の宮町２丁目１７番２号

山口市大殿大路字鳥井１５５

下関市彦島江の浦町２－１８－３

有限会社西河リビングセンター

山口市下竪小路１０３－７

有限会社　光文堂印刷社

ナカモト薬局

テーラーしばた

山口市本町１丁目１－１３

山陽小野田市大字厚狭１４４３－６

下関市今浦町４番２０号

シューズ／バック　タカムラ

須村洋服店

藤村カメラ商会

山陽小野田市大字東高泊６番地の１ 相談料無料（３０分以内）

株式会社西村不動産コンサルタント 山陽小野田市大字東高泊２－５



０８３－９２８－９６６９

その他

０８３－９８９－２１９４

０８３－９８９－２５９５

０８３６－５５－５４３５

０８３－２５０－６６４７

０８３６－４１－６８８３

銀行

岩国支店 岩国市麻里布町１丁目８－４ ０８２７－２２－１５１５ 小郡ローンプラザ 山口市小郡下郷２２６２－１ ０８３－９７３－９８００

錦帯橋支店 岩国市岩国２丁目１７－２５ ０８２７－４１－０１５１ 秋穂支店 山口市秋穂東６０００ ０８３－９８４－２３０１

由宇支店 岩国市由宇町中央２丁目１－１ ０８２７－６３－００１１ 嘉川支店 山口市嘉川４３４３－６ ０８３－９８９－２２００

高森支店 岩国市周東町下久原１３６９ ０８２７－８４－１１５１ 阿知須支店 山口市阿知須４２４７－９ ０８３６－６５－４００３

玖珂支店 岩国市玖珂町５９６７ ０８２７－８２－２５５１ 宇部支店 宇部市新天町１丁目１－１１ ０８３６－３１－０１３１

和木支店 玖珂郡和木町和木１丁目９－１１ ０８２７－５２－３１９１ 西宇部支店 宇部市西宇部南３丁目５－１０ ０８３６－４１－８０２４

川下支店 岩国市中津町２丁目１５－１９ ０８２７－２１－３２０５ 厚南出張所 宇部市妻崎開作７８９－５ ０８３６－４３－２００１

岩国南支店 岩国市平田６丁目２４－２０ ０８２７－３１－５１１１ 藤山支店 宇部市居能町３丁目４－６２ ０８３６－３１－３６６０

広瀬支店 岩国市錦町広瀬６５４５ ０８２７－７２－２２２１ 西新川支店 宇部市上町１丁目１－７ ０８３６－３１－３１３６

美和支店 岩国市美和町渋前４９０－２ ０８２７－９６－１１４３ 東新川支店 宇部市昭和町１丁目３－１ ０８３６－２１－２１５１

柳井支店 柳井市中央２丁目９－１４ ０８２０－２２－３２１１ 則貞支店 宇部市草江１丁目２－１ ０８３６－３４－３８１１

柳井南支店 柳井市南町３丁目２－３ ０８２０－２３－８８０６ 床波支店 宇部市床波２丁目５－３７ ０８３６－５１－９３１１

大畠支店 ０８２０－４５－２３１１ 東岐波出張所 宇部市東岐波大津出５６５０－５ ０８３６－５８－４３２２

大島支店 大島郡周防大島町小松２７８－４ ０８２０－７４－２４０５ 上宇部支店 宇部市北琴芝２丁目１７－１７ ０８３６－３１－１５２０

平生支店 熊毛郡平生町平生村１５３－２ ０８２０－５６－３００７ 小羽山出張所 宇部市北小羽山町２丁目６－１ ０８３６－３４－３６１１

田布施支店 熊毛郡田布施町波野３３２－６ ０８２０－５２－２１３１ 船木支店 宇部市船木中市２３０－５ ０８３６－６７－０５２１

大島久賀支店 大島郡周防大島町久賀４４０６ ０８２０－７２－００８３ 小野田支店 山陽小野田市中央２丁目４－５ ０８３６－８３－２００７

安下庄支店（大島久賀支店内） 大島郡周防大島町久賀４４０６ ０８２０－７２－００８３ 西ノ浜出張所 山陽小野田市赤崎１丁目２－２８ ０８３６－８８－０２４１

東和支店 大島郡周防大島町西方１６４２－３ ０８２０－７８－１０１３ 小野田駅前支店 山陽小野田市日の出１丁目５－１８ ０８３６－８３－２６４３

上関支店 山口県熊毛郡上関町長島484 ０８２０－６２－０００３ 厚狭支店 山陽小野田市厚狭１丁目５－１ ０８３６－７２－１１５１

光支店 光市島田２丁目２５－５ ０８３３－７１－１２４８ 埴生支店 山陽小野田市埴生大久保９８９－３ ０８３６－７６－１１２１

室積支店 ０８３３－７８－０００５ 豊浦支店 下関市豊浦町川棚６８９５－１ ０８３－７７４－０６２１

大和支店 ０８２０－４８－５０５０ 滝部支店 下関市豊北町滝部８４８－１ ０８３－７８２－０１８８

虹ヶ丘出張所 光市虹ヶ丘１丁目１１－１３ ０８３３－７２－３５５５ 美祢支店 美祢市大嶺町東分平城３４１５－１ ０８３７－５２－０７７０

光井出張所 ０８３３－７１－１２４８ 大田支店 美祢市美東町大田５８１８－１２ ０８３９６－２－０５３５

下松支店 下松市桜町３丁目１５－２５ ０８３３－４１－０００３ 秋吉支店 美祢市秋芳町秋吉５０４５－３ ０８３７－６２－０３１６

下松ローンプラザ ０８３３－４１－０３０１ 長門支店 長門市東深川９７５－１ ０８３７－２２－２０１０

花岡支店 ０８３３－４６－４９１１ 仙崎支店 長門市仙崎町南祗園１１４２ ０８３７－２６－０４１１

下松駅南出張所 ０８３３－４４－０００８ 三隅支店 長門市三隅中１５５０－３ ０８３７－４３－０３１１

徳山支店 周南市桜馬場通１丁目１ ０８３４－３１－５５５５ 油谷支店 長門市油谷新別名９６０－４ ０８３７－３２－１１５１

二番町出張所 ０８３４－３１－３３３８ 萩支店 萩市東田町１６－１ ０８３８－２２－０３８０

徳山西支店 周南市新宿通１丁目１３ ０８３４－２１－１８４０ 東萩支店 萩市椿東３０７３－５ ０８３８－２２－０２４４

利用料金を１００円割引　要予約　営業日毎週「火」「木」
「土」「日」

・入会金10,000円（税別）が半額！
・ご入会時ＵＳＢメモリ1個プレゼント！

山口市大内千坊六丁目９ー１

ダスキン江崎支店 山口市江崎２９７８－１

相続、交通事故、建設業などに関する各種相談無料（初回
のみ）

シロアリ駆除サービス　御見積料金10％割引

小筆一本プレゼント

家庭用エアコンクリーニングサービス料金10％割引(壁掛け
タイプ１２０ｃｍ未満）

下松市山田９５－４

大塚住人行政書士事務所

山陽小野田市東高泊２－５

下関市綾羅木新町２丁目７－６

ドックラン宇部　お寺の庭 宇部市大字棚井５５８番地

光市室積３丁目８－１

雅葉書道会

山口市江崎２５２５－２

ＰＣらいふパソコンスクール山口校

下松市北斗町２－１８

柳井市大畠９２２－１

光市岩田２４９０－３

「マイカーローン」通常金利から年０．３％割引

下松市西豊井１２２３

（光支店内）

山口銀行

ダスキンサービスマスターハイテック
(有)ライフクリエーション

周南市二番町１丁目５



徳山駅前支店 ０８３４－３２－２３２５ 江崎支店 萩市江崎３９６－５ ０８３８７－２－０３１６

周南団地支店 周南市周陽２丁目８－８ ０８３４－２８－３１１１ 阿武支店 阿武郡阿武町奈古２８５９－１ ０８３８８－２－３１２１

櫛ヶ浜支店 ０８３４－２５－０４３０ 本店営業部 下関市竹崎町４丁目２－３６ ０８３－２２３－３４１１

福川支店 周南市福川２丁目６－１２ ０８３４－６３－０１８３ 東駅出張所 下関市羽山町２－１ ０８３－２３４－３２１１

都濃支店 周南市須々万本郷３８５－６ ０８３４－８８－１２１２ シーモール出張所 下関市竹崎町４丁目４－８ ０８３－２３１－８５８１

富田支店 周南市政所３丁目１４－１１ ０８３４－６３－０１７１ 新下関ローンプラザ 下関市秋根西町２丁目１－２０ ０８３－２５６－０７７５

鹿野支店 ０８３４－６８－２６００ 彦島支店 下関市彦島本村町６丁目１５－３ ０８３－２６６－１２７１

呼坂支店 ０８３３－９１－０４１１ 福浦支店 下関市彦島江の浦町３丁目６－１５ 083-267-3232

防府支店 ０８３５－２２－３０００ 今浦支店 下関市今浦町１１－１０ ０８３－２２２－５２２１

宮市支店 ０８３５－２２－２８２８ 山の田支店 下関市山の田本町２－１３ ０８３－２５２－３２９１

右田支店 ０８３５－２５－２３００ 綾羅木支店 下関市綾羅木本町４丁目１－９ ０８３－２５３－７２１１

牟礼支店 防府市国衙４丁目４－２９ ０８３５－２４－３０４０ 新下関駅前支店 下関市秋根南町１丁目１－２３ ０８３－２５６－２２８１

三田尻支店 防府市三田尻１丁目１５－１９ ０８３５－２２－２８００ 安岡支店 下関市安岡町１丁目７－２ ０８３－２５８－１１４１

中関支店 ０８３５－２２－２７００ 吉見支店 下関市吉見本町１丁目２－２２ ０８３－２６８－２４１１

山口支店 山口市駅通り２丁目５－５ ０８３－９２２－１７５０ 唐戸支店 下関市南部町２３－１ ０８３－２２２－５２１１

県庁内支店 ０８３－９２２－２２５９ 新町出張所 下関市貴船町２丁目１－１３ ０８３－２２３－８２０１

大内支店 山口市大内矢田北３丁目２１－１８ ０８３－９２７－５５００ 長府支店 下関市長府土居の内町７－６ ０８３－２４５－１１２１

湯田支店 ０８３－９２２－５１５１ 長府東支店 下関市長府八幡町６－３８ ０８３－２４６－０３１１

吉敷支店 山口市吉敷中東２丁目１－１８ ０８３－９２１－１３００ 小月支店 下関市小月本町２丁目２１－２５ ０８３－２８２－１１４３

徳佐支店 山口市阿東徳佐中３５１７番地１ ０８３－９５６－０２１１ 王司出張所 下関市王司上町１丁目７－１０ ０８３－２４８－５７１１

堀支店 山口市徳地堀１７０５－１ ０８３５－５２－１２３１ 西市支店 下関市豊田町殿敷１８８６－１ ０８３－７６６－００５３

小郡支店 山口市小郡下郷１２２９－６ ０８３－９７３－２３５５ 田部支店 下関市菊川町田部７５８－５ ０８３－２８７－００３０

米屋町出張所 ０８３－９２２－４６４９

西門前出張所 山口市本町１丁目１－１７ ０８３－９２２－３４３４

広島支店 広島市中区袋町５－２５ ０８２－２４６－１０００ 福山支店 福山市引野町５丁目１８－１７ ０８４－９４１－３３２１

平和通支店 広島市中区河原町２－１ ０８２－２３２－５３６６ 呉支店 呉市中通２丁目５－８ ０８２３－２１－４９２５

広島西支店 広島市西区井口明神２丁目１－３３ ０８２－２７８－３４１１ 東広島支店 東広島市西条栄町９－１７ ０８２－４２３－２７１１

五日市支店 広島市佐伯区海老園１丁目３－２７ ０８２－９２２－３２１１ 廿日市支店 廿日市市串戸２丁目９－１２ ０８２９－３１－２０１０

祇園支店 広島市安佐南区西原５丁目１７－９ ０８２－８４６－１１０１ 尾道支店
尾道市東御所町１－２０（JB本四高速
尾道ビル２階）

０８４８－２４－４７１１

大州支店 広島市南区大州２丁目１５－５ ０８２－５８１－７２００

岩国支店 岩国市麻里布町２丁目８－７ ０８２７－２２－２３２３ 防府支店 防府市戎町１丁目７－２ ０８３５－２２－２４２４

徳山支店 周南市御幸通２丁目４番地 ０８３４－２１－２３１０ 宇部支店 宇部市新町６－２０ ０８３６－２１－１１５１

本店営業部 広島市中区胡町１－２４ ０８２－２４１－３１３１ 廿日市支店 廿日市市可愛１２－１４ ０８２９－３２－３２７１

商工センター支店 広島市西区井口明神１丁目１６－３ ０８２－２７７－７１５１ 大竹支店 大竹市新町１丁目６－７ ０８２７－５２－３１５１

五日市駅前支店 広島市佐伯区五日市駅前１丁目１１－１ ０８２－９２４－７３００ その他 広島県内全店 店舗情報はもみじ銀行ホームページでご確認いただけます

本店営業部 北九州市小倉北区堺町１丁目１－１０ ０９３－５３１－３３３１ 福岡支店 福岡市博多区店屋町８－２７ ０９２－２９１－６２３１

山口市米屋町３－２５

「マイカーローン」通常金利から年０．３％割引

「マイカーローン」通常金利から年０．３％割引

「マイカーローン」通常金利から年０．３％割引

山口市葵２丁目１－３

もみじ銀行(県外）

山口銀行(県外）

山口銀行

「マイカーローン」通常金利から年０．３％割引

北九州銀行(県外）

もみじ銀行

山口市滝町１－１

周南市櫛ヶ浜１２０

周南市銀座１丁目３０

「マイカーローン」通常金利から年０．３％割引

防府市宮市町３－１５

防府市田島８３８－４

防府市高井５８１－８

周南市呼坂本町７－２

防府市駅南町１０－１

周南市鹿野上３２７７



コレットプラス 北九州市小倉北区（コレット井筒屋２F） ０９３－５１１－０３００ 博多駅東支店 福岡市博多区博多駅東２丁目５－１ ０９２－４５１－２９８１

門司支店 北九州市門司区清滝２丁目３－４ ０９３－３３１－２５３１ その他 福岡県内全店 店舗情報は北九州銀行ホームページでご確認いただけます

大里支店 北九州市門司区大里戸ノ上１丁目３－１７０９３－３７１－４１２１


