
協賛店名 所在地
連　絡　先
（電　話）

サービスの内容（原則本人のみ）

知覧カントリークラブ 南九州市 0993-83-4711 通常料金より500円引き
ビジター通常料金より平日300円、
土日祝800円引き

出水ゴルフクラブ 出水市 0996-62-0913 ビジター通常料金より500円引き
特別優待料金にて案内。予約時に交通安全協会
会員とお申し付の上、ご確認下さい。
他の優待との併用は適用できません。

鹿児島鹿屋
カントリークラブ

ホテル法華クラブ鹿児島 鹿児島市 099-223-0551 宿泊料金10%引き
ホテル･レクストン 鹿児島 鹿児島市 099-222-0505 会員特別利用料金
かごしまプラザホテル 宿泊料金10%引き、他の優待・ネットプランとの
天文館 併用は適用できません。

宿泊料金10%引き（他の優待・ネットプランとの
併用は適用できません。）
館内黒豚専門店「六白亭」でのワンドリンクサー
ビス（50銘柄の本格焼酎の中からお好みの焼酎又
はソフトドリンク１杯無料サービス）
宿泊料金10%引き
ネットプラン，繁忙期は適用できません。
宿泊料金10%引き、特別プラン、繁忙期は適用で
きません。

㈱東急ホテルズ (株)東急ホテルズ 宿泊料金の10%引き
 全国の 福岡営業所 条件によっては最大50%引き
  東急REI 092-262-1099  (本人及びその家族)
  東急ホテル  基本的には予約が必要
  エクセルホテル東急  営業時間  ①予約はこちらへ
 提携ホテルの   平 日 http://www.tokyuhotels.co.jp/ja/biz/index.html
  ホテルグランデコ 9：00～18：00  ②法人会員番号:301504112
  ヴィアーレ大阪 土・日・祝日は休   パスワード:301504112
ちりめん・しらす専門店
「凪（なぎ）」

いちき
串木野市
いちき

串木野市

日本ガス
①草牟田サービスショップ ①099-224-2018
②原良サービスショップ ②099-282-2192
③吉野サービスショップ ③099-243-1581
④南部サービスショップ ④099-260-3055
⑤中央サービスショップ ⑤099-223-9475

ヘアーサロン･フォンターナ 霧島市 0995-72-0808 デジタルパーマ・ストレートパーマ10％引き

株式会社 ビッグファイブ
（珊瑚亭）

鹿屋市 0994-45-3111 ビジター優待券扱い

鹿児島市 099-222-3344

祁答院ゴルフ倶楽部 薩摩川内市 0996-55-1160

かごしま空港 36

カントリークラブ
霧島市 0995-72-1081

ガスコンロ 定価の20%引き

      （ただし赤札商品は除く。）
鹿児島市

鹿児島市 099-210-2002 珊瑚亭ギフト商品のみ10%引き

ホテルユニオン 鹿児島市 099-253-5800

全 国

指宿シーサイドホテル

鹿児島県協賛店一覧

ガスコンロ

美  容

食品・雑貨・飲料水・お茶等

ゴ　ル　フ

ホテル･旅館・食事処等

指宿市 0993-23-3111

ホテル霧島キャッスル 霧島市 0995-78-2211

鹿児島市 099-208-4104 飲食されたお客様にソフトドリンク1杯サービス

海鮮まぐろ家 0996-33-5015 食後にソフトドリンク１杯無料サービス

市来ふれあい温泉センター 0996-21-5022 入浴券 大人 300円→250円



協賛店名 所在地
連　絡　先
（電　話）

サービスの内容（原則本人のみ）

シューズショップさきもと 霧島市 0995-72-0062 商品定価より10％引き
御契約時にボトル（クリクラボトル）２本プレゼ
ント（ただし、配達エリアは霧島市、姶良市内に
限る。）

⾧島美術館 鹿児島市 099-250-5400 入館料20%引き
奄美の里 鹿児島市 099-268-0331 入園料100円引き、売店10%引き(５名まで)

入園料金の割引
 個人大人(高校生以上)を110円
 個人小人(小･中学生)を50円

【鹿児島県会員のみ適用】
  運賃の５%引き

株式会社
南日本引越センター

【鹿児島県会員のみ適用】
ミサワホーム商品新築請負工事～建物本体金額の
３%割引
増改築、リフォーム工事～工事金額の３%割引
上記以外の工事及び不動産仲介～工事及び仲介金
額の１%割引

有限会社 0995-43-7774 建築塗装、屋根工事全般、リフォーム工事など
ジャパンホーム 0120-167-241 工事金額の10％割引

0120-920-739
若しくは

0995-73-5941
新築・リフォーム工事のご成約者様に5,000円分
のギフトカード贈呈

前田不動産 曽於市 099-482-1889 建売住宅購入の方に５万円分の追加工事サービス
竹之内工芸 屋久島町 0997-46-3057 屋久杉製品定価の10%引き
杉匠 屋久島町 0997-46-2123 屋久杉製品等定価の10%引き

099-229-7488 補聴器メーカー定価の10%引き
090-4588-2295 (本人及びその家族)

メガネのミヤシタ 鹿児島市 099-229-7777 メガネ 30％引き、補聴器 10％引き
メガネ･補聴器･光学品定価の10%引き、セール商
品は除く

県内25店舗

 九 州 内

 170店舗

バレルバレープラハ&GEN 売店でのお買い物、レストランでのご飲食
（麹の里）（西郷公園） 10%引き（一部対象除外品は除く。）

販売商品の10％引き
（赤札商品と一部商品は除く。）
大島紬・反物・洋服・財布・バッグ他各商品お買
上げ価格の10%引き

記念品、オリジナル･染物･のぼり
定価の10%引き

原絹織物株式会社 奄美市 0997-52-2857

記念品･染物のマルツネ號 鹿児島市 099-257-4141

記念品・宣伝のぼり・横断幕等

メガネ全品 ヨネザワ価格より５％引き

補聴器全品 メーカー希望価格より５％引き

霧島市 0995-58-2535

株式会社 武田産業 屋久島町 0997-46-2258

光学堂 全店舗 0120-392-315

メガネのヨネザワ 0996-23-1788

おみやげ等

指宿市 0993-35-3333

家屋の塗装、防水、屋根工事、リフォーム工事など

工事金額の８％引き

有限会社前田建設 曽於市 099-482-1889

ヒヤリングタイム 鹿児島市

 ミサワホーム九州 (株)

 鹿児島支店
鹿児島市 099-250-2111

霧島市

株式会社 南日建塗工業
湧水町

霧島市

メガネ・補聴器等

引越・宅急便

公園・美術館・遊園地等

住宅建築・家具工芸・建築等
鹿児島市 099-226-4722 引越運賃の総見積額から５％引き

エスライン九州 鹿児島市 099-226-1066

フィールグッドジャパン

株式会社
霧島市 0120-030-401

フラワーパークかごしま



協賛店名 所在地
連　絡　先
（電　話）

サービスの内容（原則本人のみ）

与次郎店 099-250-7230
鹿児島東開店 099-267-1088
草牟田店 0994-41-0243
鹿屋バイパス店 099-226-4129
鹿児島国分店 0995-47-5493
川内店 0996-22-5514

店頭表示価格から３％引き（他の値引き特典との
併用はできません。）
携帯電話・おもちゃ・修理部品代・工事費・DM
チラシ掲載商品・台数限定商品・処分品等一部対
象外あり
対象店舗：鹿児島本店・鹿児島南店・川内店・姶
       良加治木店・伊集院店・枕崎店・宮之
     城店・種子島店・名瀬店・徳之島店
･パソコン設定、インターネット設定、ホーム
  ページ設定定価の20％引き
･深夜対応（21：00～6：00）料金20％引き
 （但し、12/31～1/3と8/13～8/15は要相談）
･24時間、365日対応
 （但し、12/31～1/3と8/13～8/15は要相談）

アリムラゴルフ 鹿児島市 099-214-9171 定価の10～20%引き

錦江陶芸 一倉窯 鹿児島市 099-345-2211 定価の10%引き
能野（よきの）焼 窯元
福元陶苑

さくらベビー 鹿児島市 099-222-1550 カタログ料金の５%引き

【鹿児島県会員のみ適用】
店舗ご来店購入に限り福祉用品店頭販売価格の
５％引き
（但し一部割引できない商品もあります。）

ふとんの和田 曽於市 0986-72-0552 会員様に対し商品の５％引き

南日本自動車学校 鹿児島市 099-261-8200 会員又はその子供に対して入学金3,000円引き
株式会社
指宿中央自動車学校

【鹿児島県会員のみ適用】
会員又はその子供に対して入学金3,000円引き

いちき
串木野市

株式会社 県 内 レンタカー基本料金の10%引き
トヨタレンタリース鹿児島 22営業所 (一部割引できない車種有り、県内のみ利用可)
株式会社 ⾧期間借りがお得です。(5日以上の貸し出しは基
フルカワレンタカー 本料金の20％引き）

ベビー用品等のレンタル

株式会社

アクティブスタイル

鹿児島市
福岡・関西など

西日本一円

099-201-3013

西之表市 0997-23-1410

陶芸品

紳士服・婦人服

家庭用電化製品・パソコン製品対応等

スポーツ用品

はるやま

定価の10%引き

ゴールドメンバーズカード、提携クレジット

カード及びチラシ掲載特売商品との併用は除外

エディオン鹿児島(株式会

社カコイエレクトロ)

県 内

10店舗
099-204-0710

陶芸体験料金10％引き

福祉用具の販売

寝 具 等

自動車学校等

レンタカー・代行等

知覧高等自動車学校 南九州市 0993-85-3205

串木野自動車教習所

099-268-0100

鹿児島市 099-266-2000

0996-32-9222 会員又はその子供に対して入学金3,000円引き

株式会社

カクイックスウィング
鹿児島市 099-261-4114

指宿市 0993-22-4045 会員又はその子供に対して入学金3,000円引き



協賛店名 所在地
連　絡　先
（電　話）

サービスの内容（原則本人のみ）

代行コア 出水市 0996-63-4161 代行料金５％引き
スズキレンタリース
屋久島

鹿児島市
（市内全
   店舗）

アドバンスクラブ鹿児島
支部（提携工場11があります。
申込みは事務局へ）

(有)新久保モータース 鹿児島市 099-345-1325 車検･一般整備・鈑金塗装等の工賃10％引き
★新車（全メーカー）・優良保証付中古車販売
 メーカー問わず車両本体価格より30,000円引き
★立会い車検
 軽自動車（諸費用一斉込56,500円より）
 普通乗用車（諸費用一斉込63,660円より）
 車検基本料以外の工賃部分を10％引き
★整備・鈑金塗装は工賃部分を10%引き
★万一の事故・トラブルは24時間365日出動
 二輪・軽自動車から大型バス・トラックまで
 基本料金の５%引き

(株)鹿児島イエローハット
    イエローハット国分店 霧 島 市 0995-47-1122
 イエローハット東郡元店 鹿児島市 099-206-5301
 イエローハット卸本町店 〃 099-808-0777
 イエローハット上川内店 薩摩川内市 0996-22-1810
 イエローハット加世田店 南さつま市 0993-88-2233
 イエローハット姶良帖佐 姶 良 市 0995-40-6222
 イエローハット鹿屋バイパス店 鹿 屋 市 0994-38-7788

★車検・整備・鈑金塗装の工賃10％引き
★24時間・365日レッカー出動待機中、ロードレ
 スキュー10％引き
（バッテリートラブル、スペアタイヤ交換、落
 輪、搬送等）etc.
★新車・外車・中古車各種販売30,000円引き
★全国ネットオークション使用可
★エンジンオイル、ミッションオイル500円引き
★各種保険指定工場、各種保険ロードサービス
（付帯）
★レンタカー10%引き
上記全てにほかの優待割引と併用は適用しません。

三和自動車 湧水町 0995-74-2705 会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
下島自動車 霧島市 0995-72-1555 会員の所有する車両のオイル交換500円引き
有迫自動車 霧島市 0995-72-0169 会員の所有する車両の車検・修理整備５%引き

会員の所有する車両の車検･整備工賃･鈑金塗装･
レンタカーの10%引き
（法定費用･部品代を除く。）
会員の所有する車両の車検･整備工賃･鈑金塗装の
10%引き
（法定費用･部品代を除く。）

吉永自動車整備工場 曽於市 099-482-6280 会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
岩川モータース 曽於市 099-482-0601 会員の所有する車両の車検･整備工賃の5%引き
(株)スズキアリーナ大隅
岩川支店

会員の所有する車両の車検時に整備工賃の5%引き

バイクフォーラム鹿児島 099-258-1054
【鹿児島県会員のみ適用】

修理･整備の工賃10％引き

車検・整備・バイクの販売等
屋久島町 0997-42-1772 レンタカー基本料金の10％引き

鹿児島市 099-206-0745 車検整備工賃15%引き

株式会社 フルカワ 鹿児島市 099-266-2000

全商品の５％引き（特価商品を除く。）

株式会社カーシティー

南九州
南さつま市

（金峰町）
0993-78-2055

株式会社 南九州自販 姶良市 0995-63-0755

株式会社

大山自動車整備工場
姶良市 0995-65-4640

099-471-2222曽於市



協賛店名 所在地
連　絡　先
（電　話）

サービスの内容（原則本人のみ）

鹿児島日産自動車(株)
大隅店
(株)スズキアリーナ大隅 曽於市 099-482-3487 会員の所有する車両の車検時に整備工賃の5%引き
トライモータース 曽於市 0986-76-6673 会員の所有する車両の整備工賃の5%引き
スズキ自販ヨシモト 曽於市 0986-76-0203 会員の所有する車両の整備工賃の5%引き

車検時エンジンオイル３L無料
代車無料サービス（車検・鈑金・修理時）

オートショップクマモト 曽於市 0986-76-1633 会員の所有する車両の車検・整備工賃の５％引き
会員の所有する車両（普通車・軽自動車）の車検
時のオイル代サービス

古山自動車鈑金塗装工場 曽於市 0986-76-5453 会員の所有する車両の車検・整備工賃の５％引き
脇元モータース 曽於市 0986-72-2114 会員の所有する車両の整備工賃の５％引き

0997-22-1171
FAX

0997-23-2201
0997-27-2100

FAX
0997-27-3015

会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き

(経費、部品代は除く。) ただし、他の優待制度

や割引との併用はできません。
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)
会員の所有する車両の車検･整備工賃の10%引き
(経費、部品代は除く。)

二輪工房KENT 宮崎県 0986-24-6315 会員の所有する車両の整備工賃の５％引き

株式会社 ニチイ学館 介護職員初任者研修講座
ニチイ鹿児島校 医療事務講座（医科・歯科）受講料10％割引
株式会社 ニチイ学館
鹿児島ヘルスケア事業支店

【鹿児島県会員のみ適用】
入学金半額
受講料５％割引（会員又はその子供に対して）

全 国 入会金（￥30,000税抜）無料・レッスン料
36か所 （￥20,000税抜）割引

（オンライン） [対象プラン]レギュラープラン（６０回以上）

曽於市 099-482-2747 会員の所有する車両の整備工賃の5%引き

(有)平川自動車 曽於市 0986-76-1649

有限会社大路自動車工場 曽於市 0986-76-1092

株式会社

平和モータース
西之表市 会員の所有する車両の車検・整備工賃の５％引き

株式会社

中央オートサービス
中種子町

【鹿児島県会員のみ適用】

車検及び修理代の工賃を10％引き

はかりや自動車 屋久島町 0997-42-2232

白浜自動車販売整備工場 屋久島町 0997-42-0270

南国自動車整備工場 屋久島町 0997-42-0074

屋久島トラック有限会社 屋久島町 0997-46-2729

株式会社 横手商会 屋久島町 0997-46-2377

教育事業等

ケーエムオート 屋久島町 0997-42-1268

オレンジオート 屋久島町 0997-42-2345

Gabaマンツーマン英会話 0120-286-815

有限会社 中島モータース 屋久島町 0997-42-1772

有限会社 藤村自動車 屋久島町 0997-42-1075

鹿児島市 099-226-8385

鹿児島市 099-226-8385 ニチイライフご利用料金５％割引

東英学院 鹿児島市 099-286-4005



協賛店名 所在地
連　絡　先
（電　話）

サービスの内容（原則本人のみ）

【鹿児島県会員のみ適用】
会員様の自動車共済契約には団体割引が適用され
ます。
※  詳細につきましては、鹿児島県支部にお問い合
  わせください。
※ 中小企業の皆様向けの自動車共済です。

飛鳥会館(積善社) 鹿児島市 099-252-4444 基本料(祭壇)10%引き

県  内
22営業所
県外（都城）

１営業所
井上石油 (株)
〇Enejetベイサイド鹿児島S.S

〇Enejetセントラル姶良S.S

〇Enejet姶良総合運動公園前店

〇ENEOS平之町S.S

〇ENEOS伊集院S.S

県  内 ガソリン･軽油現金会員価格
47営業所 （他の優待制度との併用はできません。）

ガソリン･軽油現金価格より値引き
オイル交換500円引き
鈑金塗装5,000円引き(1万円以上)
ワックス洗車半額

鹿児島・宮崎 ガソリン現金会員価格
１０営業所 オイル20%引き(セルフSS・桜島SAは除く。)

Dr.Drive 谷山産業道路SS
前野石油
鎌田石油(株)
（敷根SS） 霧島市 0995-45-0076
（国分中央SS） 〃 0995-47-1811
（国分南SS） 〃 0995-46-0823
（テクノセンターSS） 〃 0995-42-7000
(有)末川商事 和泊町 0997-92-0047 ガソリンの割引（１ℓにつき１円引き）

有限会社エコアシステム 屋久島町 0997-43-5538 清掃・保守点検費用の５％引き

ハウスクリーニング（鹿児島県内）
 キッチンクリーニング21,600円
 水廻り３セットクリーニング45,000円
 浴室・洗面クリーニング21,600円（鹿児島市内
 は料金が異なります。）
 上記定価の10％引き
ダスキンメニュー全般
(例）エアコン・洗濯機・ハウスクリーニング等
清掃全般
   上記清掃見積もり金額の10％引き

西部ホームクリーニング 薩摩川内市 0996-22-0937 お見積もりより10％の割引

ダスキンアイワ

（愛和株式会社）
鹿児島市 099-248-8211

ハウスクリーニング業

浄化槽清掃・保守点検等

南国殖産 099-250-5210

上村石油

（工業団地）（坂之上）

（田上）

鹿児島市

３営業所
099-262-5000

Misumi 099-260-2201

ガソリン・軽油は現金給油に限り単価の3円引き

オイル・タイヤは定価の10%引き

株式会社芙蓉商事 鹿児島市 099-222-3100

鹿児島市 099-267-3456 ガソリン・軽油、会員価格販売

西日本自動車共済協同組合

鹿児島県支部

【承認番号】NJ970･1707･

0094･999999

鹿児島市 099-261-0115

岩崎産業(株) 099-259-1248 ガソリン・軽油・会員販売価格

県  内

５営業所
099-226-0151 ガソリン･軽油会員価格

自動車共済

葬祭場等

ガソリン


