2016（平成 28）年度
種別名
旅行社

会員証割引事業施設一覧（鹿児島県内版）

施設名 / 住所 ・ 電話番号

割引内容

全教互九州ブロック協議会
種別名

（株）JTB九州
鹿児島支店
イオン隼人国分店
オプシアミスミ店
イオン鹿児島中央店

鹿児島市千日町1-5 タカプラ新館
霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分１階
鹿児島市宇宿2-3-5 オプシアミスミ１階
鹿児島市中央町10 イオン鹿児島中央店３階

南さつま市坊津町坊6897

鹿児島市下田町1764番地

募集型企画旅行（自社企画商品）３％割引
※支店募集型企画旅行，特別企画商品，「マル得」 等の手配旅行商品は除く。

西鉄旅行（株）

ゴルフ場

（株）阪急交通社
鹿児島支店 鹿児島市山之口町3-31 (099)226-0837

名鉄観光サービス株式会社
鹿児島支店 鹿児島市加治屋町18-8 三井生命鹿児島ビル (099)227-1311

南九州市知覧町郡8630

［ベスト］３％割引

出水市平和町279

(0995)63-1101

島津ゴルフ倶楽部
鹿児島市宮之浦町4092-2

(099)294-8111

国内企画商品 ３％割引
東武トップツアーズ株式会社
海外企画商品 ３％割引
鹿児島支店 鹿児島市中央町12-2 明治安田生命鹿児島中央町ビル2階 (099)257-0109 ※クレジットカードでの支払の場合，上記割引対象外

鹿児島高牧カントリークラブ

(株)タビックスジャパン

ジェイズカントリークラブ鹿屋コース

鹿児島支店
鹿屋支店

鹿児島市下荒田4-46-1 日高池田ビル1F (099)257-6600
鹿屋市寿3-13-43
(0994)40-2100

長島美術館
鹿児島市武3-42-18

(0993)35-0111

薩摩川内市湯島町字竹島3535-7

(0996)26-3113

長島観光グラスボート 民宿えびす屋グループ
出水郡長島町蔵之元フェリー発着所横

(0996)88-5252

椋鳩十文学記念館
(0995)62-4800

屋久島フルーツガーデン
熊毛郡屋久島町中間629-16

南九州市頴娃町牧之内2890

（大人 51円）割引
（小人113円）割引

姶良市蒲生町米丸2448

かごしま空港３６カントリークラブ

映画館

(099)216-8833

セイカスポーツセンター
(099)255-4650
(0996)22-8877
(099)255-4051
(0996)63-0202

入会金：スポーツクラブ 1,000円+税
※スポーツクラブ会員のみ会員登録料3,000円+税が必要
その他コース

無

料

メルヘンスポーツ
(099)286-0810
(099)220-7432
(0995)65-1263
(0996)22-6100
(0994)43-9540
(099)267-3400
(0995)67-7151

ダイビングチームアルファ・アイランド徳之島
(0997)84-9991

ダイビングリゾート マリーシェル
大島郡徳之島山1354-177

(0997)84-9823

(099)296-3011

溝辺カントリークラブ

５％割引

一般通常料金から大人300円・大学生以下200円引き
※カード提示で５名様まで有効
※他の割引との併用は不可
※特別興行（ライブビューイング・特別料金など）での利用は不可
※３Ｄ作品は別途お１人様300円が必要
※有人カウンターでのみ対応可

天文館シネマパラダイス

大島郡徳之島町山2197-1

(0995)72-1081

湯の浦カントリー倶楽部

一般入浴（立寄り湯）50円割引

(0996)28-0062

鹿児島市武2-4-1
鹿児島市伊敷5丁目25-53
姶良市東餅田430-6
薩摩川内市隈之城町351
鹿屋市新川町785
鹿児島市中山１丁目26-1
姶良市東餅田453-1

(0995)52-0381

霧島市溝辺町有川963-11

ホテル マル善

本校
鹿児島校
姶良校
川内校
鹿屋校
中山校
姶良アスリー

(0996)38-2000

蒲生カントリークラブ

小人…割引なし

宿泊料（１泊２食）

(0994)71-6666

鹿児島市宇宿2-18-27
薩摩川内市平佐町天神迫4290
鹿児島市中央町1-1
出水市武本4709-3

大人329円→278円
小人216円→103円

日置市吹上町湯之浦393

あすぱる大崎

ＵＳＵＫＩ
ＳＥＮＤＡＩ
アミュプラザ店
出水店

薩摩川内市樋脇町市比野250

に割引

①宿泊料金10％割引(カード１枚提示につき５名まで)
※祝祭日及びその前日と土曜日，繁忙期は適用外。また，他補助との併用は不可

(099)245-7070

薩摩川内市湯田町6491番地

グリーンヒルカントリークラブ・ホテルグリーンヒル

グラスボート乗船料金
大人１人1,600円を1,400円
小人１人 800円を 700円

プール利用券500円で入浴，トレーニングルームのセット(通常700円)利用可

(0993)36-3715

スパランド裸・楽・良

鹿児島市東千石町19-1

100円割引

(0996)55-1160

入園料，カヌー料金：10％割引

えい中央温泉センター

曽於郡大崎町神領2419

入場料

霧島市横川町下ノ高松1023

(0997)56-3355

鹿児島市東俣町1450

大人200円割引小人100円割引

入園料：大人…１割引

(0997)48-2468

「黒潮の森」マングロ－ブパーク
奄美市住用村石原478

(0994)45-3111

祁答院ゴルフ倶楽部・ホテル祁答院

入園料

入館料

姶良市加治木町反土2624-1

鹿屋市上高隈町1337

３％割引

(0995)52-1603

薩摩川内市祁答院町下手3600

長崎鼻パーキングガーデン
指宿市山川岡児ヶ水1571-1

・当社が主催する国内外のツアー ５％割引
・当社が取り扱っている国内外のパッケージ商品

姶良市蒲生町久末2489-1

常設展一般入館料２割引
※特別企画展はのぞく

(099)250-5400

川内戦国村

スポーツクラブ

(0996)62-0913

姶良市加治木町小山田5732

鹿児島支店 鹿児島市金生町4-10 アーバンスクエア鹿児島ビル3F (099)223-3205 ＊割引額は1,000円未満を切り捨てとする。

温泉センター

(0993)83-4711

鹿児島国際ゴルフ倶楽部

５％割引
５％割引

国内企画商品 メイト ３％割引 海外企画商品 ホリディ ３％割引
＊支払は現金またはツーリストカード，ＫＮＴカードに限る。

株式会社近畿日本ツーリスト九州

(0995)78-2324

出水ゴルフクラブ

国内企画商品 ＪＡＬ，ＡＮＡ 航空会社主催商品３％割引
海外企画商品 ＪＡＬパック３％割引
＊「トラピックス」商品は割引対象外（国内・海外企画商品）
＊現金のみの取扱いに限ります。（国内・海外企画商品）
国内企画商品 ジャンボマーチ，スカイマーチ
海外企画商品 パノラマツアー，トライ
＊特別設定商品は割引対象外

霧島ゴルフクラブ
知覧カントリークラブ

国内企画商品［赤い風船］３％割引

鹿児島支店 鹿児島市金生2-14 金生クリスタルビル１階 (099)224-8311 海外企画商品［マッハ］ ５％割引

(099)244-0022

霧島市牧園町高千穂3311

南九州支店 鹿児島市上之園町25-36 光健ボイスビル601 (099)214-2111 ※支払い条件 現金と西鉄旅行ギフト券のみ。他の支払いについては割引の適用はできない。

（株）日本旅行

(0993)67-0202

メディカルフィットネスクラブ フォレスト

自社募集型企画旅行商品４％割引

(099)253-2201 ＊他の契約割引・旅行補助券等の併用はできない。
JR九州旅行鹿児島支店 鹿児島市中央町1-1
川内駅旅行センター 薩摩川内市平佐町字百田町2911 新幹線川内駅内 (0996)22-4701

テーマパーク

割引内容

SCUBA PRO SHOP BLUEWHALE

(099)225-5489 国内企画商品［エースＪＴＢ]３％割引
(0995)43-8250 海外企画商品［ルックＪＴＢ]３％割引
(099)259-0301
(099)206-3900

九州旅客鉄道株式会社

美術館

施設名 / 住所 ・ 電話番号

スポーツクラブ

・スポーツクラブ
・スイミングスクール

入会金半額免除
入会金全額免除

体験ダイビング11,550円（レンタル機材などの全費用込み）
ライセンス取得講習３日間（オープンウォータダイバーコース）
60,000円（レンタル機材，申請料などの全費用込み）
ファンダイビング １ビーチ6,000円 ２ビーチ10,000円
１ボート7,000円 ２ボート12,000円
器材レンタル代10％OFF
器材販売15％～最大35％OFF
体験ダイビング20％引き \15,000を\12,000
レンタル器材一式・インストラクター・施設使用料含（税別）
国際Ｃカードオープンウォーター講習３日間 \70,000を\60,000
レンタル器材一式・３日間昼食付・インストラクター・申請料・施設使用料含(税別)
ファンダイビング タンク２本で\14,000を\12,000
インストラクター・昼食・施設使用料含（税別）
器材販売 20％～15％引き（税・送料別）

宿泊・婚礼

ホテル

(0995)59-3711

オープンウォーターライセンス講習…1,000円OFF(Cカード取得)
ステップアップライセンス講習…1,000円OFF
世界最大ダイビング指導団体ＰＡＤＩのライセンスを鹿児島県最安値で取得可能。
備考：※他の割引との併用はできません。 ※指導団体は，ＰＡＤＩです。
URL http://www.bluewhale-diving.com E-mail sea@bluewhale-diving.com
①入会金０円 初回のメディカルチェック含む。
但し入会日より６ヶ月以上在籍できる方（休会期間は除く）
※６ヵ月未満に退会される場合は入会金（10,000円）を頂きます。
②通常の月会費より毎月1,000円の割引
但し，休会期間中の休会費は割引対象外
平日

12,800円⇒10,800円

土・日・祝日

17,800円⇒14,800円

平日 11,000円→ 9,000円 土・日・祝日
＊月曜セルフは， 6,980円（食事付）

14,500円→13,500円

キャディ付 平日 8,000円 土曜日・祝日 10,500円 日曜日 12,500円
セルフ
平日 6,300円 土曜日・祝日 7,300円 日曜日 8,500円
＊ただし，コンペ等参加料は別途必要
月曜日（祝日の場合は翌日火曜日）セルフデー 7,000円⇒6,000円(税込)
火～金の平日 キャディ付・食事付 9,800円⇒9,000円
セルフ 7,000円⇒6,000円（税込）
土・日・祝日 12,950円⇒11,700円 セルフ 9,000円⇒7,000円（税込)
※土・日・祝日で特別優待デーは食事付（税込）で11,820円
平日プレー料 10,000円→9,500円（キャディ付）
土・日・祝日プレー料 13,700円→13,200円（キャディ付）
＊別途，消費税・利用税がかかります。
＊70歳以上の方は別途割引がございますので，受付の際お申し出ください。
平日

11,060円⇒8,800円

乗用カートセルフプレー
平日 8,000円⇒6,500円

土・日・祝日
土・日・祝日

16,710円⇒12,800円
12,000円⇒8,500円

(１月〜２月，６月〜９月）平日セルフ 6,426円 キャディ付 9,126円
土日セルフ 10,206円 キャディ付 12,906円
(３月〜５月，10月〜12月）平日セルフ 6,966円 キャディ付 9,666円
土日セルフ 11,826円 キャディ付 14,526円
＊月･金 食事付サービスデー セルフ 7,365円 キャディ付 10,065円
＊ゴルフ宿泊パック優待有り
〈備考〉・セルフ２人乗りカート１台付
・キャディ付徒歩
・追加カート１台につき 4,320円
・年末年始除外
休業日：月曜日（祝日の場合は翌日火曜日）
セルフデー
6,800円→ 6,000円
平日
9,600円→ 8,500円(キャディ付)
土・日・祝日 13,800円→12,000円(キャディ付)
宿泊パック(１泊２食付１プレー)※昼食は別
平日 17,300円
土・日・祝日 21,000円
練習場１コインサービス（桜島霧島コース

午前中プランに限る）

当該日の販売料金の最安価格を適用する。
平日(セルフ) 7,800円⇒6,800円(食事付)
土・日・祝日(セルフ) 11,500円⇒9,800円(食事付)
（全日食事付となります。）
キャディご利用の場合は，別途キャディフィが発生します。
ロッカー使用の際は別途216円
・ゴールデンウィーク
・お盆期間
・年末年始
詳細については，ゴルフ場へお問い合わせください。
予約日の最安値のプレー費にて対応（詳細はお電話にて）
※他の割引券との併用はできません。

キャディ・食事付（限定食）
平日 9,500円 土曜日・日曜日・祝日 12,500円
セルフ・食事なし
平日 7,000円 土曜日・日曜日・祝日 10,000円
月曜日（祝日の場合は翌日）
キャディ付・食事なし 7,800円 セルフ・食事なし 5,300円
南国カンツリークラブ
上記の利用料金以外に平日（サービスデー)，及び土・日・祝（感謝
鹿児島市吉野町6769 (099)243-1121
デー）の下記限定スポットデーがございます。
キャディ・食事付（限定食）
平日 8,500円 土曜日・日曜日・祝日 11,000円
セルフ・食事付（限定食）
平日 6,000円 土曜日・日曜日・祝日 8,500円
※設定日については，お問い合わせください。
平日 キャディ・食事付 10,985円⇒9,000円
セルフ・食事付
8,045円⇒6,800円
インターナショナルゴルフリゾート京セラ
土・日・祝日 キャディ・食事付 16,235円⇒12,000円
薩摩郡さつま町求名6122 (0996)57-1511
セルフ・食事付
13,295円⇒ 9,000円
ラウンドプレーにおけるグリーンフィ500円割引（全日）
コスモリゾート種子島ゴルフクラブ
種子島ゴルフリゾート宿泊を伴うプレーの場合グリーンフィ 1,500円割引
熊毛郡中種子町増田2810 (0997)27-7888
＊旅行商品及び他割引との重複割引は不可
１ 結婚式 ① フリードリンク 50％割引 ② 会場使用料 50％割引
③ バス送迎 両家各１台まで50％割引
エルセルモ鹿児島
④ 貸衣裳各種 50％割引(ヘアメイク，着付等の料金は別途必要)
鹿児島市照国町11番27号 (099)222-1111
２ 宴 会 ① バス送迎 無料（但し，15名様以上）
ダイワロイヤルホテルズ保養所契約料金にて利用できる。
※一泊朝食付き（和室，洋室，身障者用室）
※１室の利用人数（1～4名)，宿泊日により料金が異なります。
霧島ロイヤルホテル
詳しくは各ホテルにお問い合わせのこと。
霧島市霧島田口2703-5 (0995)57-2111
料金例）1室2名利用の場合
一泊朝食付料金（1人あたり，サービス料込，税込，入湯税別） 12,000円～
宿泊割引
契約法人特別料金（ホテル・シーズンにより変動）
鹿児島東急ＲＥＩホテル（旧鹿児島東急イン）
東急ホテルズ全国42施設の宿泊先で対応
鹿児島市中央町5-1 (099)256-0109
※注意事項
・予約は0120(21)5489東急ホテルズ予約センターへお願いします。
http://www.tokyuhotels.co.jp/ja/biz/
（営業時間外の予約は直接宿泊予定施設へお願いします）
※ホームページで予約をされる場合，下記IDとパスワードを使えば，
・予約の際は必ず全教互九州ブロック協議会の互助団体の会員であ
互助会割引料金で予約ができます。
る旨を伝えて金額の確認をしてください。
ID 300200293 パスワード ref109
・宿泊当日は必ず会員証をフロントへ提示してください。

全教互九州ブロック協議会
種別名
ホテル

施設名 / 住所 ・ 電話番号

グリーンリッチホテルズ
鹿児島市山之口町12-16

(099)224-5551

ばしゃ山村
奄美市笠利町用安1246-1

(0997)63-1178

天然温泉 鶴の里
出水市荘329-1
葬儀社

(0996)82-5051

割引内容

種別名

●当日価格の10～20％割引
ただし，土・祝前日，シーズン中等により割引きを適用できない場合があります。
●予約時，各ホテルへ「九ブロ協議会会員」である旨を伝え，料金を確
認し，利用時に会員証を提示してください。
土産品の10％割引（１部を除く）
ご宿泊者に幸福の木プレゼント
民俗村体験の10％割引
入浴料100円引き 宿泊料金10％割引(カード１枚提示につき５名まで)
祝祭日及びその前日と土曜日，繁忙期は適用外
また他補助との併用は不可

飲食店

施設名 / 住所 ・ 電話番号

シダックス
鹿児島天文館クラブ
鹿児島中山バイパスクラブ

眼鏡店

(0996)63-3311
(0996)25-4242
(0993)22-2640
(0996)33-0004
(0996)32-8444
(099)252-4444
(099)225-4444
(0996)20-4279
(0993)22-2640
(0996)20-4145
(099)225-4444

中山バイパス
伊集院
原良
霧島国分
鹿児島天文館
鹿屋寿
鹿児島出水
薩摩上川内
鹿児島宇宿

株式会社セルモ（玉泉院）
鹿児島市照国町11番27号 (099)222-1111
鹿児島市原良1-1-1
玉泉院中央会館
鹿児島市吉野町2098-3
玉泉院吉野会館
鹿児島市小松原1-9-3
玉泉院谷山会館
鹿児島市唐湊1-12-2
玉泉院郡元会館
鹿児島市下荒田1-21-10
玉泉院荒田会館
伊佐市大口大島851
玉泉院大口会館
姶良市宮島52-1
玉泉院姶良会館
玉泉院坂之上会館 鹿児島市光山2丁目3-60
鹿児島市城西2-16-16
法事会館 雲海

(099)250-4242
(099)294-0044
(099)260-4244
(099)256-4444
(099)813-0004
(0995)22-6051
(0995)67-4224
(099)204-7444
(099)250-4808

ニッポンレンタカー九州
鹿児島市中央町16-7
霧島市溝辺町麓字松ヶ迫856-3
奄美市笠利町万屋字ケシ2221-4
薩摩川内市鳥追町5-1
熊毛郡屋久島町小瀬田719-37
西之表市鴨女町220-4
鹿児島市西田2-28-6 アスカⅡ-1F

(099)258-3336
(0995)58-2539
(0997)55-2400
(0996)20-7311
(0997)49-4189
(0997)23-5050
(099)813-0919

２

法事

①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤

祭 壇
骨ツボ
棺
寝台車（10㎞未満）
斎場使用料
バス送迎
フリードリンク
コーヒーセット
祭壇用生花
法事案内状作成

15％割引
10％割引
10％割引
１回無料
無料

音楽鑑賞

50％割引
50％割引（但し，平日のみ）
50％割引
50％割引
50％割引

カルチャー

三井ホーム鹿児島㈱
鹿児島市加治屋町12-7 日本生命鹿児島加治屋町ビル１階

鹿児島支社 鹿児島市宇宿2-8-24 (099)213-0756

株式会社 芙蓉商事

衣料品

対象店舗：㈱トヨタレンタリース鹿児島全店舗
予約窓口：㈱トヨタレンタリース鹿児島本店または各店舗
※予約時に，「全教互九州ブロック協議会」会員であることを伝えてください。
※来店時に，「会員証」を提示してください。
精算方法：原則クレジットカード払い
（ＨＶ３，ＨＶ４，ＨＷ３，Ｐ４，Ｐ５クラスはクレジットカード払いのみ）
※現金払いの場合は，別途，本人確認書類の提示が必要です。
詳しくは電話にて問い合わせをしてください。

リフォーム工事全般
見積工事金額から３％割引（戸建・マンション・アパート等）
※初 回面談時に「全教互九州ブロック協議会」会員であることを伝
え，会員証を提示すること。
※佐賀県，沖縄県を除く九州６県が対象。
リフォーム工事全般 見積工事金額の５％割引
※諸費用，申請，設計・コーディネイト費用を除く。
※その他割引制度との重複はできません。
※割引については見積もりの段階で充分協議のこと。
【対象工事】 戸建，マンション，店舗，病院，アパート，資産再生，その他
【対象エリア】鹿児島県，宮崎県
※離島を除く。
【割引を適用するサービス】 ホームセキュリティ（ふくろうくん）
【割引内容】 月額サービス料金 ３ヶ月無料
※見積，防犯診断は無料 ※他のサービスとの併用はできません。
【問い合わせ先】 フリーダイヤル 0120-296-241
※九州７県（沖縄を除く）が割引対象
※地域によってサービス内容が変わる場合があります。
まずはフリーダイヤルにて問い合わせのこと。

ハウスクリーニング一式

株式会社 サカイ引越センター
鹿児島支社

※詳しくは，各店舗にてご確認下さい。

指定した催物のチケット代割引※割引額は催物により異なる。

株式会社エムティビルサービス

引越運送業

一般推奨料金より10％割引（但し，一部クラスを除く）

10％割引
５％割引

鹿児島県内における当社ハウスクリーニング料金から10%OFF

(099)222-3100

鹿児島市和田2-20-3
(099)269-8555
国分 霧島市国分松木41-43 (0995)47-3537
(0996)67-5440
出水 出水市明神町368-1
鹿児島市城南町8-3

10％割引

・引越基本料金20％以上割引
・ダンボール最大50ケースサービス

(099)805-2120

㈱フタタ
出水店 出水市黄金町336
中山店 鹿児島市中山1-1-11
薩摩川内店 薩摩川内市永利町777 パワーランド川内
鹿児島市吉野町3573-57
吉野店
スーツセレクト天文館 鹿児島市東千石町1-31 九工ビル１階
スーツセレクト鹿児島中央 鹿児島市中央町1-1 ＪＲ鹿児島中央駅西口1F
スーツセレクトスクエアモール鹿児島 鹿児島市宇宿2-2-18 スクエアモール宇宿2F

(0996)63-1771
(099)267-8751 紳士服・洋服他 全品10％割引
(0996)25-0118 ※ネーム代，補修費は，割引対象から除く。
(099)246-3161 ※割引商品・チラシクーポンとの併用可
(099)805-2468
(099)213-1777
(099)813-0115

音伍繊維工業株式会社
鹿児島支店 鹿児島市東谷山2-53-16 (099)267-5120

株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ
鹿児島市東開町７

イオンモール鹿児島３階

(099)263-1615

イージーオーダースーツ20％割引（会員および家族）
※会員割引は必ず会員証を提示してください。
※会員割引は，特別販売価格商品は対象外とします。
注文方法 全教互九州ブロック協議会会員で，スーツを作りたいと電話連
絡をください。当社スタッフがスーツ採寸にお伺いします。
店内商品10％OFF（クレジット払いの場合は８％OFF）
・当社各種会員割引，他の割引企画，クーポンとの併用はできません。
・割引率が50％OFF以上のタグ・シール付き商品にはご利用いただけません。

施設のご利用にあたって

株式会社リンクアカデミー 資格スクール大栄
鹿児島市東千石町1-3 鹿児島第2ビル1Ｆ (099)222-5866
鹿屋市西原4-9-11「鹿屋パソコンスクール」内 0120-097-170
姶良市池島町31-15「パソコンスクールTOKI」内 0120-097-170
枕崎市岩戸町22番地２階「MKWorksパソコン教室」内 0120-097-170

(099)223-6131

株式会社にしけい

基本料金の20％割引

○高校生以上の場合（全国で適用）
・入学金：全額免除（通常税抜き30,000円）
・授業料：20万円以上のコース15% 20万円未満のコース10%
株式会社イーオン
＊インターネットレッスン・電話レッスンは割引なし。
鹿児島天文館校 鹿児島市東千石町13-19 天文館第二ビル４Ｆ (099)224-1725 ○中学生以下の場合（九州ブロックのみで適用）
・入学金：全額免除（通常税抜き10,000円）
＊新規時のみ教材費5,000円OFF

鹿児島校
鹿屋教室
姶良教室
枕崎教室

(099)226-3465

鹿児島店 鹿児島市与次郎2-4-35 (099)250-2114

ワンデイクーポン利用による割引（1枚で24時間ご利用可能）
[利用場所の範囲] 電話で事前に注文する場合は国内全域(海外は対象外)
最寄りの営業所で即日利用する場合は九州圏内に限る。(沖縄県は対象外)
[利用方法(１)]当日即利用したい時（九州圏内営業所に限る）
九州圏内の各営業所へ会員証を提示すればワンデイクーポン料金で利用できる。
[利用方法(２)]電話で事前に注文する時（国内全域の営業所で利用可能)
①
「ニッポンレンタカー九州㈱法人営業課 電話（092）622-0181」に，利用日の７日前までに予約
②九ブロ協議会会員である旨を伝え，「氏名，利用日時，利用営業所」等を連絡
③後日，申込内容の明細が本人宛送付されるので，申込内容を確認のこと。
④申込みから２～３日後に代金引換郵便でクーポンが届く。郵便局員に
現金でクーポン券代金を支払う（郵便代金は申込者負担）
⑤利用当日は，出発（利用）営業所へクーポン券と運転免許証を持参する。

メガネ・コンタクトレンズ・レンズ・サングラス……店頭価格より5％割引
※補聴器・販売備品は除く

(099)225-2480 割引対象 … ① メガネフレーム・メガネレンズ
(099)243-2309
② コンタクトレンズ全商品
(099)252-4477
③ 補聴器
(0997)53-3046
④ メガネ・コンタクト・補聴器の付属品
(0994)41-7202
⑤ その他取扱い全品
(099)214-5508 ※ ただし，セール商品・チラシ掲載特売品は対象外とする。

ミサワホームイング九州㈱

㈱トヨタレンタリース鹿児島
(099)268-0100
(099)222-0100
(099)250-0100
(099)268-0100
(099)258-0100
(0994)42-0100
(0996)63-1300
(0993)26-3600
(0997)23-3211
(0996)25-0100
(0995)58-2306
(0995)47-0600
(0997)63-0100
(0997)54-0100
(0995)65-0100
(0997)27-7077
(0997)42-2000
(0997)43-5180
(0997)82-0900
(0997)85-5089
(0997)92-2100
(0997)92-0521
(099)285-0100

①ドリンク人数分サービスまたはルーム料金30％OFF
※フリータイム各種パックの場合は５％OFF
②アニバーサリーサービス（３日前要予約）
記念日月にご来店されたお客様にはバースデーケーキ（１ホール）とシャ
ンメリーまたはオリジナルワインを１本プレゼント

現金支払い
カード支払い

住宅関連

鹿児島市住吉町１番３号

霧島市溝辺町麓1376-1
(0995)58-3543
鹿児島空港店
鹿児島中央駅前店 鹿児島市上之園町10-15 (099)250-0543
鹿児島市真砂本町3-72
(099)812-6543
鹿児島県庁前店

(099)263-4788
(099)272-7308
(099)812-4778
(0995)49-8778
(099)239-5248
(0994)43-0698
(0996)64-8158
(0996)20-7838
(099)812-8368

鹿児島音楽文化協会
鹿児島県鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル82号

㈱イデックスオート・ジャパン

㈱トヨタレンタリース鹿児島 鹿児島市東開町5-5
鹿児島市新町1-5
いづろ店
鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町5-46
鹿児島市東開町5-5
東開店
鹿児島市与次郎1-11-20
与次郎店
鹿屋市寿4-5-58
鹿屋店
出水市昭和町31-3
出水店
指宿市湯の浜1-2-28
指宿店
西之表市天神町5-2
西之表港店
薩摩川内市東向田町3-8
川内店
霧島市溝辺町麓字曲迫287-4
鹿児島空港店
霧島市国分中央1-3-5
国分店
奄美市笠利町和野字大工田473
奄美空港店
奄美市名瀬港町6-12
名瀬店
姶良市東餅田字上牟田1478
姶良店
熊毛郡中種子町納官4952-25
種子島空港店
熊毛郡屋久島町宮之浦1199-25
屋久島店
熊毛郡屋久島町小瀬田812-40
屋久島空港店
大島郡徳之島町亀津字大船町7734
亀津港店
大島郡天城町浅間字中当177-2
徳之島空港店
沖永良部空港店 大島郡和泊町大字国頭1720
大島郡和泊町手々知名512-105
和泊店
鹿児島市西田2-27-12
新幹線西口店

鹿児島市中山1-10-3
日置市伊集院町徳重2-6-1
鹿児島市原良1-7-8
霧島市国分府中町33-11
鹿児島市東千石町15-14
鹿屋市笠之原町27-20
出水市六月田町571-2
薩摩川内市御陵下町3133-1
鹿児島市宇宿1-52-17

鹿児島市松原町2-16 浜島ビル1F (099)222-9711
鹿児島なや通り 鹿児島市中町5-17
鹿児島市吉野町3216-4
鹿児島吉野
鹿児島中央駅前 鹿児島市中央町4-34 ヨシマツビル1F
名瀬市末広町17-7 桜ビル1F
奄美名瀬
鹿屋市札元2-3777-1
鹿屋バイパス
鹿児島市宇宿 2-19-19
鹿児島宇宿

仏事相談，仏事情報提供

葬儀

(099)224-5110
(099)260-5333

株式会社 メガネスーパー

※上記消費税別途

１

レンタカー

鹿児島中央駅東口
鹿児島空港
奄美空港
川内駅前
屋久島空港
種子島西之表
鹿児島中央駅西口

葬祭の規格割引
30万円コース，50万円コース，75万円コース
100万円コース，150万円コース，200万円コース
各コースの基本利用料の10％を弔慰金として還元

その他

鹿児島市呉服町1-5
鹿児島市中山1-26-5

眼鏡市場（株式会社メガネトップ）

エフ・エス・エヌ九州株式会社
出水市緑町40-45
出水斎場㈱泉公益社
博善社川内中央斎場㈱博善社 薩摩川内市中郷町2360-2
指宿市十二町2069-3
浄敬会館㈲大蔵堂
大原斎場㈲まごめ葬儀社 いちき串木野市大原町49
串木野斎場㈲まごめ葬儀社 いちき串木野市下名5046
鹿児島斎場飛鳥会館㈲鹿児島公益社 鹿児島市郡元2-11-5
鹿児島飛鳥会館上町斎場㈲鹿児島公益社 鹿児島市上本町7-1
博善社永利中央斎場㈱博善社 薩摩川内市永利町2686
指宿市西方174-1
指宿斎場㈲大蔵堂
博善社隈之城中央斎場㈱博善社 薩摩川内市隈之城町1911-1
ファミリーホールあすか上町斎場 鹿児島市上本町7-1

割引内容

● 施設の割引等サービスをご利用の際は，一般財団法人鹿児島県教職員互助組合か一般社団法人鹿児島県教職員共助会の会員証を各施設へ提示してく
ださい。（２つのカードの併用はできません。また，他のサービスとの併用もできません。）
● 予約が必要な場合は「全教互九州ブロック協議会」会員優待を利用する旨を伝えて料金の確認をしてください。対象者は会員（互助組合員・共助会員）
とその家族（配偶者及び２親等まで…ただし，一部制限を設けた施設もありますのでご注意ください）です。
● 会員証は他人に貸与したり譲渡することはできません。
● 割引内容については各施設にお問い合わせいただくか，下記までご連絡ください。

①入学金無料
②受講料10％オフ

一般財団法人鹿児島県教職員互助組合

一般社団法人鹿児島県教職員共助会

株式会社リンクアカデミー パソコンスクールアビバ
鹿児島校 鹿児島市東千石町1-3 鹿児島第2ビル1Ｆ

(099)222-5866

飲食店

㈱第一興商（ビッグエコー）
鹿児島新栄店 鹿児島市新栄町5-1
ミューズ＆ビッグエコー鹿児島与次郎店

(099)214-6199

鹿児島市与次郎1-11-1 フレスポジャングルパーク グルメモール2F (099)251-6300
(098)859-1506
小禄店 那覇市赤嶺1-5-2
カラオケＣＬＵＢ ＤＡＭ鹿屋店 鹿屋市札元2-3786-1 (0994)41-8252

全日，全時間帯利用可
・ルーム代 30％割引
・飲み放題コース，フリータイム，パック等 総額10％割引
・宴会，会合等に最適なパーティーコース（要予約）の提案あり。
詳細は各店舗に確認のこと。
※グループ内に会員が一人でもいれば適用可
※他サービス券との併用は不可
※会員証の提示が必要
※九州内店舗が割引の対象

TEL099-225-4555

TEL099-226-5953

members@kyogo.or.jp

info@kyojo.jp

http://www.kyogo.or.jp

http://www.kyojo.jp

