
（１）提携施設一覧（主に長崎、佐賀、福岡県の一部掲載しています。）

施　設　名 地区 電　話 施　設　名 地区 電　　話 

■レンタカー ■結婚式場・貸衣装
(株)トヨタレンタリース　各店 九州 095-847-0231 アートクレフクラブ マリアーノ・ダリ 福岡県 0120-168-765
バジェット・レンタカー　各店 九州 0957-53-0543 日本セレモニー全国 全国 各店舗へ
ニッポンレンタカー 全国 会員証サイトへ 有限会社二葉 佐賀県 0952-22-5674

■旅行社 ■ホテル旅館
(株)JTB　九州 九州 095-824-5194 ダイワロイヤルホテル 九州 会員証サイトへ
(株）近畿日本ツーリスト　九州 九州 095-824-1910 ホテルニューオータニ佐賀 佐賀県 0952-23-1111
西鉄旅行（株）佐賀支店 佐賀県 0952-24-7245 セントラルホテル伊万里 佐賀県 0955-22-0880
H.I.S.（国内旅行）【全国】 全国 会員証サイトへ ビジネスホテル　サンシティ（１号館・２号館） 佐賀県 0952-32-3333
ジャルパック（国内・海外）【全国】 全国 会員証サイトへ ホテル華翠苑 佐賀県 0954-42-2111
東武トップツアー 全国 各店舗へ ホテル春慶屋 佐賀県 0954-22-2101
日本旅行 全国 各店舗へ 花とおもてなしの宿　松園 佐賀県 0954-43-0153
ナビック旅行センター 長崎県 0957-49-5500 グランデはがくれ 佐賀県 0952-25-2212
株式会社タビックスジャパン西九州支店 長崎県 095-823-8080 唐津第一ホテル 佐賀県 0955-74-1000
株式会社農協観光　長崎支店 長崎県 095-820-2271 唐津第一ホテル　リベール 佐賀県 0955-75-2000
長崎県営バス観光株式会社 長崎県 095-825-0505 旅館　魚半 佐賀県 0955-56-6234
長崎県交通観光株式会社 長崎県 095-821-2121 ホテルウィングインターナショナル 全国 会員証サイトへ
名鉄観光サービス（株） 九州 長崎県 095-824-1200 ホテル法華クラブ 全国 各ホテルへ
（株）九州観光 福岡県 093-671-2561 東急ホテルズ 全国 指定旅館一覧参照
春日観光（株） 福岡県 092-581-1986 ヴィラテラス大村 ホテル＆リゾート 長崎県 0957-48-7711
西鉄旅行（株） 福岡県 092-525-2211 ガーデンテラス長崎 ホテル＆リゾート 長崎県 095-864-7777

■眼鏡・補聴器 五島コンカナ王国 長崎県 0959-72-1348
眼鏡市場　九州 九州 各店舗へ 長崎ロイヤルチェスターホテル 長崎県 095-856-1101
メガネの平岡 佐賀県 0955-22-3525 かんぽの宿青梅 東京都 0428-23-1171
有限会社岩永（岩永補聴器） 佐賀県 0952-23-2141 プリンスホテル　関東地方 東京都 0120-33-8686
株式会社 メガネスーパー九州 長崎県 095-847-0200 JR九州ステーションホテル小倉 福岡県 093-521-5031
メガネの大渕 福岡県 0943-42-0309 かんぽの宿北九州 福岡県 093-741-1335
メガネは野口屋 福岡県 0944-72-6112 かんぽの宿柳川 福岡県 0944-72-6295
㈱武田メガネ 福岡県 092-711-1011 グリーンリッチホテルズ 福岡県 0942-39-4800
㈱落合天弘堂（メガネの落合） 福岡県 092-721-5585 グローバルアリーナ(クラブハウス・ロッジ) 福岡県 0940-33-8400

■結婚式場・貸衣装 サンスカイホテル小倉 福岡県 093-521-0123
アイランドヒルズ迎賓館 佐賀県 0952-31-3424 つかさ旅館 福岡県 093-321-0818
ザ・ゼニス 佐賀県 0952-29-0101 プレミアホテル門司港 福岡県 093-321-1111
ホワイトハウス伊万里 佐賀県 0955-21-1117 ホテルクラウンパレス小倉 福岡県 093-511-4111
ロイヤルチェスター伊万里 佐賀県 0955-22-2021 ホテルクラウンパレス北九州 福岡県 093-631-1111
ロイヤルチェスター佐賀 佐賀県 0952-24-0001 ホテルクリオコート博多 福岡県 092-472-1111
ヴィラテラス大村 ホテル＆リゾート 長崎県 0957-48-7711 ホテルパーレンス小野屋 福岡県 0946-62-1120
ガーデンテラス長崎 ホテル＆リゾート 長崎県 095-864-7777 ホテルポート門司 福岡県 093-331-0112
パークベルズ大村 長崎県 0957-54-3131 リーガロイヤルホテル小倉 福岡県 093-531-1121
ロイヤルベルズ諫早 長崎県 0957-23-1290 原鶴グランドスカイホテル 福岡県 0946-62-1951
九十九島ベイサイドホテル＆リゾートフラッグス 長崎県 0956-28-2111 四季倶楽部 九州 03-5695-2500
長崎あぐりの丘高原ホテル 長崎県 095-841-1111 千草ホテル 福岡県 093-671-1131
Active Resorts 福岡八幡 福岡県 093-662-1055 泰泉閣 福岡県 0946-62-1140
アルカーサル・アヴィオ 福岡県 092-665-0077 伯翠庵 福岡県 093-321-0229
グランドベルズ飯塚 福岡県 0948-22-3543 門司港ゲストハウス　ポルト 福岡県 093-342-9938
ゆかいな果樹園 福岡県 0120-4898-06 旅館 むつみ関門荘 福岡県 093-321-1496
ロイヤルチェスター福岡 福岡県 092-588-6688 ■自動車学校
ロイヤルパークアルカディア 福岡県 0942-30-0606 (株)共立自動車学校・日野 長崎県 0956-47-2124
株式会社サンレー 福岡県 093-551-3030 株式会社　南福岡自動車学校 福岡県 092-581-2231

結納　製造・販売　(有)鶴亀 福岡県 093-651-5913 小倉自動車学校 福岡県 093-931-6500

互助組合会員証を提携業者の窓口で提示すると、各種のサービスが受けられますが、施設に

よっては、事前に手続きが必要な場合があります。以下の方法で確認してください。

【特典内容、手続き確認方法】

① 直接、提携施設へ問合せ

② モバイル会員証システムで利用施設を検索

③ 互助組合にお電話にて問合せ（TEL:095-824-4721）

ＱＲコードからもアクセス可能です！⇒

【モバイル会員証システム利用方法】

以下団体ID、パスワードでログインしてご利用ください。

※会員証は再発行できますので、互助組合までご連絡ください。会員証割引事業

団体ID：６２１（半角数字）

パスワード：f5pn（半角英字エフ数字ゴ半角英字ピーエヌ）

URL：https://www.zenkyogo-kaiinsyo-login.com/
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施　設　名 地区 電　話 施　設　名 地区 電　　話 

■葬儀社 ■葬儀社

ちよだファミリーホールひぜん 佐賀県 0955-74-4444 フューネラルハウス彩苑　長住斎場 福岡県 092-541-2800
ちよだ儀礼ホール 佐賀県 0955-74-4444 フューネラルハウス彩苑　福岡みなみ斎場 福岡県 092-592-3100
ちよだ儀礼ホール鎮西 佐賀県 0955-82-0909 メモリードアネックスホール大野城 福岡県 092-513-0274
メモリードやましろ斎場 佐賀県 0955-28-2809 メモリードホール　各店舗 福岡県 各店舗へ
メモリード伊万里典礼会館 佐賀県 0955-23-7979 ユウベル積善社（株）　福岡斎場 福岡県 092-522-0789
メモリード佐嘉会館 佐賀県 0952-33-0952 奥竹葬祭 福岡県 0930-42-1655
伊万里メモリードホール 佐賀県 0955-22-7979 家族想葬 結 福岡県 0930-26-4109
株式会社メモリード佐賀支店 佐賀県 0952-27-0070 株式会社サニーライフ 明善社 福岡県 0120-939-151
佐賀メモリードホール 佐賀県 0952-26-0952 株式会社サンレー 福岡県 093-522-0505
佐賀メモリードホール新館 佐賀県 0952-27-8080 株式会社せいぜん 誠善社 福岡県 093-571-9999
神埼メモリードホール 佐賀県 0952-20-0983 ㈱いすや 福岡県 0946-22-2817
陣内商会　普門斎苑 佐賀県 0952-84-6505 ㈱のがみ　善光会館 福岡県 0948-22-3844
唐津メモリードホール・アネックス 佐賀県 0955-70-2279 ㈱阿部光林社 福岡県 093-641-3333
唐津浦メモリードホール 佐賀県 0955-53-8830 ㈱芦屋葬祭 福岡県 093-222-1555
夢咲メモリードホール 佐賀県 0952-31-0983 ㈱光善社 福岡県 093-761-2559
日本セレモニー 全国 各店舗へ ㈱香栄社 福岡県 092-662-4444
ききつメモリードホール 長崎県 0957-43-0715 ㈱小宮 福岡県 093-661-4444
させぼ元町メモリードホール 長崎県 0956-23-0983 ㈱天光社 福岡県 0120-735-109  
ハートホール福江 長崎県 0959-74-6666 ㈱博愛社 福岡県 0942-53-4444  
ふつ会館 (FSN九州) 長崎県 0957-65-1616 ㈱不動葬祭 福岡県 0943-23-1011
メモリード佐世保典礼会館 長崎県 0956-31-7600 公益社　セレモニーホール香林 福岡県 0943-22-4441
メモリード典礼会館 長崎県 095-861-4433 行橋中央会館 福岡県 0930-22-1507
稲佐橋メモリードホール 長崎県 095-861-4121 式典会館 福岡県 093-551-0050
公善社アイリスホール 長崎県 095-821-0542 城野斎場 福岡県 093-941-1414
国見会館 長崎県 0957-78-1800 水巻記念館 福岡県 093-201-0304
佐世保中央斎場 長崎県 0956-25-7600 折尾記念館 福岡県 093-603-5978
佐世保仏光堂 長崎県 0956-20-1966 大里斎場 福岡県 093-391-4444
小ヶ倉メモリードホール 長崎県 095-879-4433 中間記念館 福岡県 093-245-5424
早岐メモリードホール 長崎県 0956-39-0983 天国社 福岡県 092-822-4949
大井手町斎場 長崎県 095-821-0544 美花園 荒江斎場 福岡県 092-851-8181
大橋メモリードホール 長崎県 095-842-0983 平安閣記念館 福岡県 093-201-0304
大村メモリードホール 長崎県 0957-50-0983 平成会館 福岡県 0949-23-1231
大村中央斎場 長崎県 0957-52-2544 北九州遠賀葬祭業協同組合 福岡県 0120-207-995
大塔メモリードホール 長崎県 0956-32-0983 木下（株） 各草苑 福岡県 各店舗へ
長崎仏光堂 長崎県 095-825-6386 ㈲若宮積善社 福岡県 0949-52-0555
天晴会館本館 長崎県 0957-52-5577 ㈲筑紫葬祭 福岡県 092-925-4444
島原会館 長崎県 0957-62-8600 和白斎場 福岡県 092-608-4444
東長崎メモリードホール 長崎県 095-865-7811 ■テーマパーク・アミューズメント
日野メモリードホール 長崎県 0956-28-7600 マリンパル呼子 佐賀県 0955-82-3001
平安社長崎斎場本館 長崎県 095-861-4949 有田ポーセリンパーク・のんのこの郷 佐賀県 0955-41-0030
有明会館 長崎県 0957-68-2000 がまだすドーム 長崎県 0957-65-5555
諫早メモリードホール 長崎県 0957-35-0983 九十九島パールシーリゾート 長崎県 0956-28-4187
諫早会館　協同社 長崎県 0957-25-4833 九十九島動物園　森きらら 長崎県 0956-28-0011
諫早中央斎場 長崎県 0957-23-0985 長崎バイオパーク 長崎県 0959-27-1090
諫早仏光堂 長崎県 0957-23-1282 マクセル　アクアパーク品川 東京都 03-5421-1111
 木下（株）　荒木草苑 福岡県 0942-26-1611 うきは果樹の村 やまんどん 福岡県 0943-77-4174
（株）お仏壇のコガ　本店 福岡県 092-521-4355 ガーデンショップさんぽ道 福岡県 0943-72-2144
(株)はせがわ　福岡本店 福岡県 092-271-0275 かしいかえん シルバニアガーデン 福岡県 092-681-1602
（株）博多花壇 福岡県 092-621-2311 グローバルアリーナ（「楡の森」「グリーングラス」） 福岡県 0940-33-8400
（有）みのや葬礼社 福岡県 093-201-0283 ゼンリン地図の資料館 福岡県 093-592-9082
（有）公益社 福岡県 093-245-0204 だざいふ遊園地 福岡県 092-922-3551
（有）行橋造花店 福岡県 0930-22-1507 ピクニカ共和国 福岡県 0948-26-4822
（有）小倉丸善 福岡県 093-931-4626 フォレストアドベンチャー・糸島 福岡県 080-5548-2070
（有）積善社 福岡県 093-321-4418 ほっこり農園 福岡県 0120-4898-06
（有）曽根葬儀社 福岡県 093-471-6376 マリンワールド　海の中道 福岡県 092-603-0400
（有）中村組葬儀社 福岡県 093-941-1411 海の中道 海辺の里 福岡県 092-603-1508
（有）博善社 福岡県 093-921-1291 株式会社　茶花の里 福岡県 0942-47-4848
『想』苅田フューネラルホール 福岡県 093-434-4477 ㈱栗木商店　ちくご手づくり村 福岡県 0943-75-2153
アイリスホール香椎 福岡県 092-662-4444 ㈱工房夢細工 秋月工房 福岡県 0946-25-0273
あおやぎ　なでしこ会館. 福岡県 092-665-7045 ㈱藤井養蜂場 福岡県 0946-52-2151
あおやぎ　橘会館 福岡県 092-621-8311 関門海峡ミュージアム 福岡県 093-331-6700
あおやぎ　古賀会館 福岡県 092-944-1133 関門汽船株式会社 福岡県 093-321-1877
あおやぎ　若杉会館 福岡県 092-936-8300 九州鉄道記念館 福岡県 093-322-1006
あおやぎ　西会館 福岡県 092-885-1311 紅乙女 耳納蒸留所 福岡県 0943-72-1050
あおやぎ　楠会館 福岡県 092-865-4400 香山昇龍大観音 花ごよみ 福岡県 0946-63-3031
いすや斎場けやきホール 福岡県 0946-24-6944 視覚トリック3Dアートミュージアム 福岡県 093-342-7013
いすや斎場頓田会館 福岡県 0946-23-1880 小倉城 福岡県 093-561-1210
いすや夜須斎場楓ホール 福岡県 0946-42-9900 小倉城庭園 福岡県 093-582-2747
かずやコスメディア勝立斎場 福岡県 0944-56-4433 赤煉瓦ガラス館 福岡県 093-322-3311
かずやコスメディア大牟田中央斎場 福岡県 0944-53-2440 福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール 福岡県 092-291-8855
セレモニーホール香林 福岡県 0943-22-4441 北九州市門司麦酒煉瓦館 福岡県 093-382-1717
セレモニー天平会館 福岡県 0947-44-9999 北九州市立白野江植物公園 福岡県 093-341-8111
フューネラルハウス彩苑　青葉南斎場 福岡県 092-691-3444
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施　設　名 地区 電　話 施　設　名 地区 電　　話 

■カルチャー・外国語・学習塾 ■ケーブルカー
ECC（外語学院・WEBスクール） 全国 会員証サイトへ 皿倉山ケーブルカー 福岡県 093-671-4761
Gabaマンツーマン英会話 全国 0120-286-815 ■住宅関連
パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄 全国 0120-333-336 （株）にしけい　九州 長崎県 0120-296-241
学研エデュケーショナル 全国 0120-114-154 (株)レオパレス２１　レオパレスセンター長崎 長崎県 095-827-0184
学校法人NHK学園 全国 042-572-3151 ハウスセイバーズ 長崎県 095-807-4529
石橋ダンススクール 佐賀県 0952-22-5696 ミサワホームイング九州（株）長崎店 長崎県 095-838-8635
（株）ホームメイドクッキング　長崎教室 長崎県 095-820-2572 アパマンショップ＜全国＞ 東京都 03-6682-8513
「えきまえ」いきいきひろば 長崎県 095-822-4101 一条工務店 東京都 053-485-3471
（株）ホームメイドクッキング　有楽町教室 東京都 03-3216-3333 株式会社ミニミニ城西 東京都 042-528-0377
フラワーアレンジメント教室 東京都 03-588-8711 三井ホーム（株）　全国 東京都 0120-731-631
（株）ホームメイドクッキング　福岡教室 福岡県 092-715-5609 住友林業　全国 東京都 0120-667-683
よみうりFBS文化センター北九州  福岡県 093-511-6555 （株）アサヒペンホームイングサービス　福岡営業所 福岡県 092-502-7511
株式会社イーオン 福岡県 092-716-9700 （株）サニックス 九州 福岡県 0120-39-3290

■ゴルフ場 （株）ベアーズ　福岡支店 福岡県 0120-552-445
プリンスホテル・ゴルフ場 全国 各店舗へ （株）広田工務店 福岡県 092-871-0661
フジカントリークラブ 佐賀県 0952-64-2288 エイケン（株） 福岡県 092-622-1711
佐賀ロイヤルゴルフクラブ 佐賀県 0955-62-2070 ハウスクリーニング れもん 福岡県 092-260-9093
唐津ゴルフ倶楽部 佐賀県 0955-73-2933 パナソニックホームズ株式会社九州支社 福岡県 092-525-8746
日の隈カンツリークラブ 佐賀県 0952-52-3030 ミサワホームイング九州（株）本店 福岡県 092-441-7466
北山カントリー倶楽部 佐賀県 0952-56-2321 株式会社 白石建設 福岡県 092-712-1577
オーシャンパレスゴルフクラブ 長崎県 095-884-1118 住友不動産株式会社 九州 福岡県 092-413-6511
ハウステンボスカントリークラブ 長崎県 0959-28-1800 西日本綜合住宅（株）本社・福岡支店 福岡県 092ｰ715-7151
壱岐カントリー倶楽部 長崎県 0920-42-1028 悠悠ホーム（株）　本社 福岡県 092-592-6995
喜々津カントリー倶楽部 長崎県 0957-43-0223 ■美術館
瀬板の森 北九州ゴルフコース 福岡県 093-622-6001 長崎県美術館 長崎県 095-833-2110
浮羽カントリークラブ 福岡県 0943-77-8585 長崎市旧香港上海銀行　長崎支店記念館 長崎県 095-827-8746

■プール 長崎歴史文化博物館 長崎県 095-818-8366
ビートスイミングクラブ　北松プール 長崎県 0956-37-6903 久留米市美術館(旧石橋美術館) 福岡県 0942-39-1131
ビートスイミングクラブ長崎 長崎県 095-849-0450 出光美術館(門司) 福岡県 093-332-0251
ビートスイミングクラブ長与 長崎県 095-887-0029 ■ホール・会議
アドベンチャープール 福岡県 093-963-5900 都久志会館 福岡県 092-741-3555
海の中道サンシャインプール 福岡県 092-603-6835 ■映画館

■ボウリング場 T・ジョイ リバーウォーク北九州 福岡県 093-573-1566
西肥シルバーボウル 長崎県 0956-38-4141 イオンシネマ戸畑 福岡県 093-871-1123
島原センターボウル 長崎県 0957-62-4161 小倉昭和館 福岡県 093-551-4938
styleB小倉パークボウル 福岡県 093-952-0101 ■引越運送業
パピオボウル 福岡県 092-633-2500 アート引越センター＜全国＞ 東京都 0120-0123-33
小嶺シティボウル 福岡県 093-611-1180 ■健康・美容等
西新パレスボウル 福岡県 092-841-2251 BTU浜さき 長崎県 095-824-7544
桃園シティボウル 福岡県 093-671-7566 西諫早病院（PET/CTセンター） 長崎県 0957-25-6666

■ゴルフ練習場 エステティックサロン ノーブル 福岡県 093-551-7235
RYOゴルフガーデン 長崎県 0957-23-4712 クリニカルエステ イーズ　ミーナ天神店 福岡県 092-735-7071
シーウエストゴルフクラブ 長崎県 095-850-6700 クリニカルエステ イーズ　小倉店 福岡県 093-573-1630
小川ゴルフガーデン 長崎県 0957-21-1178 マリコ・ラ・レーヌ 福岡県 093-533-3700
スピナ平野ゴルフガーデン 福岡県 093-671-3011 ■飲食店
西新ゴルフセンター 福岡県 092-843-2419 ほんずなし（立ち飲み屋） 東京都 03-6383-0974
野方ゴルフガーデン 福岡県 092-811-4677 イタリア料理 ENZO（エンゾ） 福岡県 0940-62-0948
有田ゴルフガーデン 福岡県 092-801-2828 カフェ・ウミネコ 福岡県 093-321-2101

■スポーツクラブ カンティーヌ 野だや 福岡県 093-321-0337
RIZAP（ライザップ） 全国 各店舗へ グローバルアリーナ(「さくら」「GAクラブ」) 福岡県 0940-33-8400
アルファステップフィットネススタジオ 長崎県 0957-24-1553 ぶどうの樹 福岡県 0120-489-806
スポーツクラブNAS長崎 長崎県 095-855-2033 ミツバチカレー 福岡県 093-332-4511
グローバルアリーナ 福岡県 0940-33-8400 レストランMOJISHO 福岡県 093-331-4129

■フェリー 王様のたまご 福岡県 093-321-0120
有明フェリー 長崎県 0957-78-2100 海鮮処 廻転寿司海人 福岡県 093-322-5522

■ウィンタースポーツ 割烹 まんねん亀 福岡県 093-321-0029
ダイドードリンコアイスアリーナ 東京都 042-467-7171 ㈱巨峰ワイン レストランホイリゲ 福岡県 0943-72-2877
東大和スケートセンター 東京都 042-566-6898 港屋 千兵衛 福岡県 093-322-5888
パピオアイスアリーナ 福岡県 092-633-2468 寿司処 光本 福岡県 093-321-8377

■お取り寄せグルメ 宿膳 八幡屋 満海の湯 福岡県 093-282-0031
フランス菓子工房 パティスリー アジュテ ノリコ 佐賀県 0955-21-0020 焼きカレー専門店伽哩本舗門司港レトロ店 福岡県 093-331-8839
小嶋や 佐賀県 0955-22-6711 辛子明太子のさかえや本店 福岡県 0946-26-0005
ふく太郎本部 福岡県 093-341-2951 中国料理 大連あかしあ 福岡県 093-331-5909
辛子明太子のさかえや本店 福岡県 0946-26-0005 日本料理 ふぐ懐石 てん花 福岡県 093-331-8080

■テニスクラブ 門司港グルメ 海門 福岡県 093-322-1173
佐賀グリーンテニスクラブ 佐賀県 0952-25-0001 アジアン料理プリンセスピピ 福岡県 093-321-0303
太閤テニスクラブ 佐賀県 0955-74-4331 陽のあたる場所 福岡県 093-321-6363
長島インターナショナルテニスクラブ 長崎県 0956-38-4367 林檎と葡萄の樹/りんご庵 福岡県 0946-52-0913
グローバルアリーナ（テニス・フットサル） 福岡県 0940-33-8400 和洋レストラン 三井倶楽部 福岡県 093-332-1000
サンテニス有田 福岡県 092-862-1008 鮨屋台 福岡県 093-282-1722

■温泉・浴場 ■衣料品
ホテルローレライ　ばってんの湯 長崎県 0956-59-3939 フタタ　佐賀兵庫本店 佐賀県 0952-34-2727
天然温泉&ホットヨガ　諫早もとの湯 長崎県 0957-25-8822 フタタ　稲佐店 長崎県 095-861-2411
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