
　「プレミアムカードローンご優待サービス」加盟店一覧表　（平成27年8月28日現在）

屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

赤川温泉　赤川荘 旅館 竹田市久住町
大字久住4008-1

0974-76-0081 入浴料100円割引

由布院いよとみ 旅館 由布市湯布院町
川南848番地

0977-84-2007 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

梅の屋 旅館 豊後高田市香々地
4017

0978-54-2002 宿泊料金（1泊2食）の5％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）

料理自慢

欧風旅館　玉屋 旅館 由布市湯布院町
川南27-2

0977-84-2506 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

御宿なか屋 旅館 由布市湯布院町
川上1530番地の2

0977-84-3835 14,190円コース2名様以上の場合10％割引
（年末・年始・盆・GW・土・日・祝日の前日を除く）

御宿　由府両築 旅館 由布市湯布院町
川上1097-1

0977-85-2526 宿泊料金（1泊2食）の10％割引、
会計時にプレミアムカード提示
（カードホルダー本人に限ります）

かじか庵 旅館 竹田市直入町
大字長湯2961-2

0974-75-2580 宿泊料金（1泊2食）の10％割引、クレジットカード併用不可、
年末・年始・盆・GWを除く、予約時にプレミアムカード優待
サービス利用のお申し出をしてください

かどやRe 旅館 竹田市直入町
大字長湯7985-2

0974-75-2143 宿泊料金（1泊2食）の10％割引（平日に限り）（年末・年始・GW・日・
祭日の前日を除く）、宿泊（1泊2食）の方のみ（予約時にプレミアム
カード優待サービス利用の旨の申し出をしてください）

かぶと屋旅館 旅館 中津市耶馬渓町
大字柿坂634番地

0979-54-2008 宿泊料金（1泊2食）の10％割引

翡翠倶楽部 旅館 竹田市直入町
大字長湯7443番地1

0974-75-2300 宿泊料金の10％割引、料庵かわせみ食事代10％割引、
現金扱いとさせていただきます

プレミアムカード1枚で、全員にサービス

菊水旅館 旅館 由布市湯布院町
湯平507-6

0977-86-2520 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

亀山亭ホテル ホテル 日田市隈1丁目3-10 0973-23-2191 宿泊料金（1泊2食）の10％割引

大分キャセイホテル ホテル 大分市大字賀来
1261番地の1

097-549-2890 宿泊料金（1泊2食）の10％割引（ゴールデンウィークを除く）

渓仙閣 旅館 日田市天瀬町
赤岩913-1

0973-57-2355 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（正月を除く）

九重いやしの里　ホテル大高原 民宿、入浴、
会食

玖珠郡九重町
筋湯温泉

0973-79-3301 宿泊の方…うたせ湯（無料入浴）コイン、
地獄蒸し卵プレゼント、
日帰り入浴の方…10人以上1割引

九重夢大吊橋・八丁原発電所九重、
小松地獄が近い
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屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

リバーサイドホテル　山水館 ホテル 日田市川原町3-23 0973-22-3123 宿泊料金（1泊2食）の10％割引

山荘　松屋 旅館 由布市湯布院町
湯平803-1

0977-86-2151 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

露天風呂・戸建別荘あり

サンライズホテル ホテル 中津市豊田町
1番地の11

0979-24-3355 宿泊料の10％割引サービス

海浜旅庵　しおじ 民宿 豊後高田市見目5708 0978-54-3382 宿泊料金（1泊2食）の10％割引（団体旅行・旅行業者扱を除く。
クレジットカード併用不可）（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）
（予約時にプレミアムカード優待サービス利用の旨の申し出をしてください）

窓からの景色と地元のそばを利用した
手打ちそば「そば処庵」も大人気
（「そば処庵」は要予約）

御宿　陣の内 旅館 由布市湯布院町
川南107-1

0977-84-3221 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

大丸旅館 旅館 竹田市直入町
大字長湯7992番地の1

0974-75-2002 宿泊の方へラムネ温泉入浴無料サービス
及び家族風呂半額サービス

旅の宿　上野屋 旅館 竹田市直入町
大字長湯7961

0974-75-3355 会食及び宿泊料金（1泊2食）の10％割引、
10名以上予約の方送迎サービス（要相談）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

どんぐりJAYA・貸別荘どんぐり 別荘 由布市湯布院町
塚原4-31

0977-84-3123 コーヒーサービス（どんぐりJAYA）、
宿泊料金15％割引（貸別荘どんぐり）

中之島旅館 旅館 豊後高田市御玉
25番地

0978-22-2053 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

長湯温泉　水神之森 旅館 竹田市直入町
大字長湯2907番地

0974-75-3490 宿泊料金（1泊2食）および施設利用すべて15％割引
（宿泊は要予約、クレジットカード不可）
（年末・年始・盆・GWを除く）

ビジネスホテル　中津 ホテル 中津市東本町3-19 0979-24-1888 宿泊料の10％割引サービス

オーベルジュ　楓乃木 旅館 中津市耶馬渓町
深耶馬3189

0979-55-2222 宿泊料金（1泊2食）の10％割引、
食事のみの際はグラスワインサービス（旅行業者扱を除く）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

合同会社橋本屋旅館　山の湯かずよ 旅館 竹田市直入町
大字長湯2405番地

0974-75-3075 宿泊（1泊2食）のお客様につき、お1人様500円の割引。
（宿泊は要予約、クレジットカード不可）（年末・年始を除く）

福屋 旅館 日田市天瀬町赤岩6-1 0973-57-2205 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）

プラザホテルフジノイ ホテル 日田市元町19-27 0973-24-7000 宿泊代の10％割引

宝泉寺観光ホテル　湯本屋 ホテル 玖珠郡九重町
大字町田2032

0973-78-8311 1泊2食（基本宿泊）料金10％割引、
特日（年末・年始・盆・GW）を除く
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屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

蛍の宿　芽（いぶき） 民宿 玖珠郡九重町
大字湯坪1006
（湯坪温泉）

0973-79-2356 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く）
（年末年始・盆を除く）

ほてい屋 旅館 由布市湯布院町
川上1414

0977-84-2900 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

ホテル　岩城屋 ホテル 竹田市大字拝田原
161番地

0974-62-2211 宿泊料金の10％割引

ホテル　金水苑 ホテル 佐伯市駅前2丁目
4番13号

0972-22-8181 宿泊料金の10％割引（旅行業者取扱いを除く）

ホテル　クドウ大分 ホテル 大分市金池町1丁目
11番6号

097-532-3981 本館料金、1泊2食付5,500円にてご利用いただけます。
（団体旅行・旅行業者扱を除く）

昭和20年創業。大分生え抜きの御宿。
源泉掛け流し・天然温泉で癒しのひとときを。

ホテル　山光園 ホテル 玖珠郡九重町
大字町田15番地の1

0973-78-8029 平日料金の10％割引
※平日料金1泊2食付10,950円（税込）～21,750円（税込）
※特別期間を除く（お盆・お正月）※ペット同宿OKです。

四季折々の素材をとり入れた郷土色豊かなお料理
と温かみのあるおもてなしでお客様をお迎えしており
ます。和風の静かな宿でございます。

ホテル　山水館 ホテル 別府市大字鶴見
628-1

0977-66-3211 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日曜・祭日の前日を除く）

ホテル　白菊 ホテル 別府市上田の湯町
16-36

0977-21-2111 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日曜・祭日の前日を除く）

ホテル　清照 ホテル 豊後高田市玉津
1514-1

0978-24-1611 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）
（冠婚葬祭は料理料金の10％割引）

ホテル　ソシア ホテル 日田市元町17-3 0973-24-6000 宿泊料金の10％割引

ホテル　龍泉閣 ホテル 玖珠郡九重町
大字町田2083-1

0973-78-8001 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）

貸切可能な家族露天風呂もあります（要予約）

丸長旅館 旅館 竹田市直入町
大字長湯7995-2

0974-75-2010 宿泊料金（1泊2食）の10％割引、
現金払いとさせていただきます

みるき～すぱサンビレッヂ ホテル 日田市天瀬町
赤岩108-1

0973-57-3461 宿泊料金（1泊2食）の10％割引

民宿　おく荘 民宿（素泊） 由布市湯布院町
大字川上2393

0977-85-3659 1人1泊3,500円、2名以上の利用の場合1割引

民宿　久住 民宿 竹田市久住町
大字久住3946-34

0974-76-1072 宿泊料金（1泊2食）の10％割引（平日利用に限ります） バンガロー3棟や、天然温泉、露天風呂あり、
静かな高原民宿です。

旅館　山城屋 旅館 由布市湯布院町
湯平309番地1

0977-86-2462 宿泊料金の10％割引 湯平温泉の高台にある静かなお宿。
貸切露天風呂と旧湯平郵便局舎を再生した
別館などレトロな雰囲気が魅力です。
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屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

ゆふいん山水館 ホテル 由布市湯布院町
川南108-1

0977-84-2101 宿泊料の10％割引サービス（団体旅行・旅行業者を除く）

湯布院　はな村　 旅館 由布市湯布院町
川上3015-1

0977-84-4000 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

ゆふいん花由 旅館 由布市湯布院町
川北913-11

0977-85-5000 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）
（その他割引券との併用不可）

百合 旅館 由布市湯布院町
川上2968-10

0977-84-3128 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

旅館　紅葉館 旅館 竹田市直入町
大字長湯7996

0974-75-2003 宿泊料金（1泊2食）の10％割引、10名様以上カラオケ代サービス（2時間）、
現金でおねがいします（クレジット不可）
（年末・年始・GW・日曜・祭日の前日を除く）

旅館　すえよ志 旅館 別府市北浜
2丁目12番9号

0977-23-4155 当館通常料金の10％割引（大人）・通常料金の5％割引（小人）
（お盆（3日間）・年末・お正月（4日間）・GWの期間は適用致しませ
ん）

旅館　まるや 旅館 由布市湯布院町
湯平330

0977-86-2418 宿泊料金（1泊2食）の10％割引
（団体旅行・旅行業者扱を除く。クレジットカード併用不可）
（年末・年始・盆・GW・土・日・祭日の前日を除く）

旅館　やひろ 旅館 玖珠郡九重町
大字町田1901-11

0973-78-8427 宿泊料金（1泊2食）の10％割引

美湯の宿　両築別邸 ホテル 別府市観海寺3 0977-26-0022 宿泊料金（1泊2食）の10％割引、
会計時にプレミアムカード提示
（カードホルダー本人に限ります）

伯亭　若の屋 旅館 日田市豆田町7-31 0973-24-3737 「日田天領水」を1本プレゼント

味の里　きたろう 飲食店 大分市下郡北2丁目
2-6

097-567-1796 デザート1品サービス

いこいの村　ビュウ レストラン 竹田市久住町
大字栢木606番地106

0974-77-2007 700円以上の食事をされた方1名につき
100円値引きします。

久住野津原線から久住への入口、
小倉峠の先にあります。

居酒屋　小次郎 飲食業 国東市武蔵町
糸原218番地13

0978-68-1135 プレミアムカードホルダー様に限り
「ソフトドリンク」一杯サービス！

居酒屋　まるい 飲食業 国東市武蔵町
古市572

0978-69-0228 生ビール1杯サービス

一久庵 飲食業 中津市犬丸1676番地 0979-32-3535 食事の時に、ソフトドリンクサービス
（日曜・祝祭日を除く、プレミアムカードホルダー本人に限る）

イタリア料理
トラットリア　スティーレ

飲食業 国東市安岐町
塩屋293-5

0978-67-3015 1ドリンクサービス
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屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

田舎村食事処　いなか 食事処 由布市湯布院町
大字川上鳥越440-19

0977-84-5282 宿泊料金（1泊2食）の10％割引、
食事のお客様には、地鶏の卵をお土産にプレゼント

有限会社　うどん山ちゃん 飲食店 杵築市山香町
大字広瀬479

0977-75-0875 御食事された方に、ソフトドリンクをサービス致します。

お食事処　故郷 飲食店 杵築市大字杵築
665-172

0978-62-5300 食事のときに、コーヒーまたはソフトドリンクのサービスを
します。

杵築城散策コースの近隣にあります。

御食事処　正直屋 食事処 竹田市直入町
大字長湯7773の8

0974-75-2525 ソフトドリンク1杯サービス

お食事処　藤 割烹・居酒屋 国東市国東町
鶴川236

0978-72-5000 お食事にみえた方に、記念に写真をとり、
その場でプリントアウト。

ＣＡＦＥ　笑食（わらべ） 喫茶・食事 杵築市大字杵築
157-4-1

0978-62-0303 御食事された方に、コーヒーまたはソフトドリンクを
サービス致します。

城下町散策コースの中にあり、2階は小さなお子様
連れの方にゆっくりくつろいでいただける、
キッズルームになっています。

カフェ・ド・ヴィラージュ 喫茶・食事 日田市丸山町1丁目
7-3

0973-22-1889 お食事をされた方にコーヒー、紅茶、ソフトドリンクの
いずれかをサービス

カントリーカフェ　いずみや 黒ゴマ
ソフトクリーム
製造販売

竹田市久住町
大字久住4048番地15

0974-76-0023 ソフトクリーム１個につき50円値引きします。
但し当店オリジナルのサービスとの併用はできません。

久住高原の真ん中にあります。「黒ごまソフト」の
幟が目印です。

きたろう　宗方店 飲食店 大分市大字上宗方
636-1

097-542-7713 デザート1品サービス

珈琲談議所　嶋屋 喫茶・食事 日田市豆田町10-8 0973-24-0851 お食事された方には珈琲サービス

里の駅　星ふる館 食事処・
土産品

竹田市久住町
大字久住4050番地2

0974-76-1105 ソフトクリーム100円割引
（プレミアムカード1枚で全員にサービス）

くじゅう連山南登山口にあります。
くじゅう観光の際には、是非お立ち寄り下さい。
焼肉定食もオススメです。

四季亭　はな村 食事処 別府市野口中町7-22 0977-21-7711 料理代金の10％割引

春香苑　別府店 食事処 別府市南立石1区4-1 0977-24-3377 食事のお客様には、デザート又はコーヒーサービス
（土曜・日曜・祝祭日を除く、プレミアムカードホルダー様に
限る）

ステーキハウス　Ｒ10 食事処 宇佐市四日市1574-1
宇佐産業第2ビル1F

0978-32-1288 食事代金より5％割引、会計時にプレミアムカード提示
（カードホルダー本人に限ります）

大衆割烹　まるはち 居酒屋 宇佐市四日市31-1 0978-32-0808 マンナンレバ刺一皿サービス、プレミアムカード提示
（カードホルダー本人に限ります）

ダイニングカフェ　インディゴ レストラン 速見郡日出町
豊岡931-2

0977-72-3640 お食事された方に、ソフトドリンク1杯サービス 地元の食材を使用しています。
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屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

ちよせ 食事処 宇佐市沖須町2丁目
12番地の1

0978-38-0444 予約して居酒屋に来店された方に、ソフトドリンク一杯
サービス致します。

慶事・法事・宴会ホール有り。
県北地域一帯にて、仕出しの配達を承ります。

とうふ専門料理店　花びし 食事処 竹田市久住町
大字久住2339-2

0974-76-0727 定食を食べられた人に限り豆乳ソフトクリーム1本サービス

能良玄家 食事処 速見郡日出町
2573番地

0977-72-2037 食事をされたお客様に対し5％の割引を致します 日出町にて老舗の城下かれい専門店です。
他にも関サバ、関アジ料理等があります。

有限会社　深川 割烹 佐伯市内町3-24 0972-22-0327 ソフトドリンク一杯サービス（カードホルダー本人に限ります） 各種宴会、仕出し料理も承ります。
（1階90席、2階120席、個室17室…全210席）

株式会社　道の駅原尻の滝 道の駅 豊後大野市緒方町
原尻936番地1

0974-42-4140 レストラン白滝にて御食事100円引き
（御会計時にプレミアムカード提示）

プレミアムカードホルダー本人に限ります。

麦飯工房　わらじ屋 飲食店 中津市山国町
守実44番地1

0979-62-3055 プレミアムカードを提示していただくと食事代10％OFF
（但し、ランチを除く）

中津市で25年営業後、郷里山国に戻り麦飯を中心
とした見た目に美しく身体に優しいスローフードを
提供します。

焼肉　開山 飲食業 国東市武蔵町
糸原1608番地1
（空港展望公園の隣り）

0978-68-1429 1テーブルにドリンク1杯サービス 飛行機と海を眺めながらの御食事をどうぞ。

由布御所 食事処 由布市湯布院町
川上野々草1976-2

0977-85-2027 シャーベット若しくはヤマメのせごしをサービス。

料庵　川瀬美 食事処 竹田市直入町
大字長湯7443-1

0974-75-3326 食事代10％割引

レストラン南の風 食事処 由布市湯布院町
川上3616-1

0977-84-5301 お食事1,000円以上ご利用の方には、コーヒー又は
紅茶をサービス。

レストラン東洋軒（有）宮本 レストラン 別府市石垣東
7丁目8-22

0977-23-3333 ドリンクサービス（お一人様につき1杯サービス致します）

レストラン柚子の里 飲食業 宇佐市院内町
副1381の2

0978-42-6083 プレミアムカード提示の方にコーヒーもしくは
柚子ゼリーのサービス。

院内町特産のどじょう料理を提供しております。

和食処　松風 食事処 大分市中央町3丁目1番4号
グランエターナ大分1F

097-534-3337 夜のお客様で、定食か懐石料理をオーダーされた場合、
生ビール1杯かデザートを豪華にサービス。

結納などの祝い会席膳、仏事会席膳、各種宴会等
お客様のご要望に添った料理を、真心込めて
ご用意致します。

荻の里温泉 温泉 竹田市荻町新藤
1131番地

0974-64-9595 おんせん定食（1,000円）お食事の方、温泉入浴のサービス。
（通常60歳以上の限定メニューとしておりますが、プレミアム
カード提示で全員がご利用いただけます。）

九州湯布院民芸村 民芸品展示・
美術館

由布市湯布院町
川上1542-1

0977-85-2288 共通入場券100円割引

くじゅう高原
フラワーズヴァレー

ベゴニア
鑑賞園

竹田市久住町
大字有氏1868番地

0974-77-2928 ベゴニア鑑賞園入園料（通常1名300円）を
プレミアムカードホルダー1名につき3名様まで無料とします。

年末年始以外、毎日10時から16時30分まで
営業しています。
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屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

くじゅう花公園 花園・
レストラン

竹田市久住町
大字久住4050番地

0974-76-1422 プレミアムカードホルダーのみ、大人入園料100円割引 雄大な久住山の麓、四季折々の花が楽しめます。
ハーブ料理もあります。

Ｐ・ＳりずむＫＡＮ カラオケ 中津市大字島田
87-1

0979-23-8630 利用料金の1割を値引き

Ｐ・ＳりずむＫＡＮ～玖珠店 カラオケ 玖珠郡玖珠町
塚脇627-3

0973-72-6700 利用料金の1割を値引き

風連鍾乳洞 鍾乳洞観光 臼杵市野津町
大字泊1632

0974-32-2547 入洞料割引◎大人800円→700円◎中人600円→550円
◎小人550円→400円

豊後くたみ温泉　ほていの湯 温泉 竹田市久住高原580 0974-77-2680 プレミアムカード提示にて大浴場2名様、家族風呂は1室を
100円割引

炭酸泉かけ流し100％、家族風呂5部屋あり

め組茶屋　ソーダの湯 温泉施設・
飲食

竹田市久住町
大字有氏4510番地の2

0974-64-7900 通常500円の入浴料を400円、1枚で家族全員が利用可、
温泉独自の割引カードは併用不可

赤嶺酒造場　三好屋 酒類販売 臼杵市野津町
大字野津市164-1

0974-32-2001 当社製品を5％割引
（当店へご来店のプレミアムカードホルダー様）

企業組合　村ネットワーク 野菜・
お弁当販売

豊後大野市大野町
田中43-12

0974-24-5556 お弁当ご購入の方にご飯大盛りサービスします。
（100％県産米！）

「やみつき塩からあげ」大好評です！

有限会社　ギフトプラザ　まつもと 贈答品販売 玖珠郡玖珠町
大字塚脇454番地の1

0973-72-2881 店頭表示よりさらに5％割引

九州丸防設備 防災用品
販売・設備

大分市生石1丁目5-3 097-537-7321 消火器ヤマト粉末YA-4ER（9,000円）を5,500円で提供、
YA-6R（12,600円）を7,000円で提供、
YA-10ER（14,000円）を8,500円で提供

その他、モニターテレビ・防犯ベルの設置工事、
消防設備の保守点検等請け負います。

有限会社　清川ふるさと物産館
夢市場

道の駅 豊後大野市清川町砂田
1574番地1

0974-35-2117 ももソフト割引（50円引） プレミアムカードホルダー本人に限ります。

ＪＪ南大分店 酒類販売 大分市明磧9組の4 097-544-2800 3,000円以上お買い上げのお客様へ粗品をプレゼント 2012年春季全国酒類コンクール、麦焼酎部門1位
極蒸右衛門七・芋焼酎部門2位極蒸帝王

しろやま家具 家具店 大分市賀来南1丁目
1番90号

097-549-4680 家具類、店頭表示より10％割引、カーテン、小物、 店頭表示
より5％割引（ご来店時に、プレミアムカード優待サービス利用
の旨お申し出ください。尚、売出商品は除く）

スポーツショップのだ サイクル
ショップ

大分市津留六本松
1910-4

097-568-2232 5％割引

有限会社　宝いも
（いもの力屋）

菓子製造販売 豊後大野市三重町
芦刈38番地1

0974-22-0168 商品購入金額合計1,000円以上お買い上げの方に
「揚げパン」1つサービス

有限会社　竹下石油 ガソリンスタンド 宇佐市大字住ノ江
311-2

0978-38-3111 20リットル以上現金及びカードにて満タンの方に、
シャンプー洗車サービス券1枚プレゼント
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屋号・商号 営業内容 住所 電話番号 サービス内容 ＰＲ

田中食品株式会社　別府店 米穀店 別府市駅前町4-16 0977-24-3988 米の当店希望小売価格の10％OFF（配達は別途）

塚脇フジモト 時計店 玖珠郡玖珠町塚脇317 0973-72-3662 メガネ20％割引、その他のお買い物も商品により
プレミアムカードホルダー価格にてご奉仕致します。

各種時計・宝飾・メガネ・補聴器・ブライダル関連
取り扱っております。

花ショップ　とね 生花店 大分市古国府9組 097-543-3117 5％割引

パティスリー　わらの実 洋菓子店 大分市羽屋21-1
チュリス古国府壱番館1階

097-546-0141 1,000円以上お買い上げのお客様にクッキーまたはパウンドケーキ
をおひとつプレゼント（会計時にプレミアムカード提示の方。
カードホルダー本人に限ります）

フォトスタジオあらかね 写真スタジオ 別府市青山町8番6号 0977-24-2665 料金の10％値引き（一部商品を除く・他の割引と併用不可）

藤居酒造　株式会社 酒類販売 臼杵市野津町
大字野津市213-2

0974-32-2008 当社製品を5％割引
（当社小売部へご来店のプレミアムカードホルダー様）

フラワーハウスあらかね 生花販売業 速見郡日出町
大字豊岡555番地の1

0977-72-2316 5％割引 日出町、杵築市、別府市を中心として営業を
行っております。

フランス菓子マリークレール 菓子店 大分市賀来南1丁目8番1号
パレロワイヤル2

097-549-0737 手焼きのクッキープレゼント（1,000円以上お買い上げの方）

有限会社　べっぷ海鮮市場 海産物加工品
小売業

別府市鶴見127-1 0977-27-7366 テナント商品を除き全品10％割引

ベルクール 洋菓子店 大分市下郡南5丁目3-5 097-567-7550 当店のポイントを、500円分追加サービス致します
（特別売り出し期間等を除く）

松山堂 和菓子
製造販売

杵築市大字杵築173-1 0978-62-2223 全商品5％OFF（1,000円以上お買い上げの方）

株式会社　丸富 記念品・贈答 佐伯市葛港15番6号 0972-22-3456 商談に応じ値引き有り。 冠婚葬祭等、何でも承ります。

洋服のクラウン 衣類販売 玖珠郡玖珠町
大字帆足240

0973-72-4788 8％割引

Ｋ－２ メンズエステ 大分市古国府9-5
三和コーポ23-410号

097-543-2211 耳ツボ体験1,500円、脱毛1ヶ所10％OFF
（ただし初回のみのサービスとさせていただきます）

剃っても濃く残る髭剃りが楽になり、
カミソリかぶれのお悩みも減毛により解消されるので
肌荒れしやすい方にもおすすめです。

美顔サロン栗本 エステ 大分市古国府9-5
三和コーポ23-410号

097-543-7166 体験アンチエイジングスペシャルエステ通常6,000円を4,000円、
体験耳ツボダイエット1,500円、体験わき脱毛通常3,000円を
2,600円、他ヵ所体験脱毛10％OFF

トラブル肌専門エステ、インナービューティーも
サポートいたしております。

葵会館 葬儀全般 大分市住吉町1-3-45 097-534-0012 祭壇15％割引、生花・灯籠10％割引、花輪・盛籠15％割引
（他の割引との併用はできません）
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三豊会館 葬儀全般 豊後大野市三重町
芦刈1030番地25

0974-22-8081 祭壇、棺、骨壷2割引、返礼品1割引

有限会社　シゲヨシ 葬儀全般 国東市国東町
田深946-1

0978-72-1032 祭壇・花輪・洋型霊柩車20％割引、生花・盛篭・連華灯・
ドライアイス10％割引、ギフト20％割引

ベストマリアージュ　エヴァーズ 結婚式
プロデュース

大分市王子町32番 097-536-5566 ご両家お母様留袖（各20,000円相当）及び着付（各4,500円）
無料サービス。但し、エヴァーズの式場予約センターを利用
して会場を決められた方に限ります。

日豊タクシーグループ 旅客運輸業 大分市大字森町234-1 097-521-1309 結婚式または催事でのタクシー・バス利用の場合（本人または
親族）式場、美容室の無料紹介、タクシー・バスでの送迎予約、
会場でのタクシー・バスの配車整理

第一印刷　株式会社 印刷業 中津市蠣瀬770 0979-22-5111 年賀状印刷5％割引（個人様）

株式会社　オートオアシス 自動車販売・
車検・修理・
板金・保険

玖珠郡玖珠町
大字大隈981-11

0973-72-0356 車検整備代、一般修理代、板金修理代、法定点検代
（クレジットカードの併用不可）の5％割引

福徳自動車整備　有限会社 自動車整備・
販売

大分市王子西町48番地 097-536-3018 車検整備（ディスカウント車検は除く）整備代10％割引、
一般修理・板金塗装整備代5％割引
（クレジットカードの併用不可）

車検時、お持込みお引き取り、代車不要の方は
さらに3,000円割引

株式会社　新家工業 消防設備
全般

中津市字小祝
638番地の3

0979-23-2313 消火器ヤマト粉末YA-4ER（9,000円）を4,000円で提供、
YA-6R（12,600円）を5,500円で提供、
YA-10ER（14,000円）を7,000円で提供

消防設備全般・点検等請け負います。

株式会社　ユノカ 温水器・
管材卸

大分市横塚2丁目
7番3号

097-593-0101 エコキュート・電気温水器・ITクッキングヒーター、特別価格より10％値引き致します。
プレミアムカードホルダー様のご紹介により成約まで至りましたら最大5万円の
キャッシュバック。（キャッシュバックはご紹介料とさせて頂きます。形式、機種により
キャッシュバックの金額は異なります。）

住宅設備機器、水回りなどでお困りのことが
ありましたら、弊社まで御一報ください。

株式会社　豊拓 不動産業 大分市大字光吉
548番地の1

097-567-3288 レンタル倉庫の賃料1ヶ月分をサービス
売買・賃貸の仲介料を10％割引
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