
令和3年5月1日現在

事業所名称 業 種 住  所 電話番号 営業時間 定休日 優遇措置内容 対  象 注意事項等

森下治療院 医療 串戸4-5-26 30-6360 ９：００～２０：００
（曜日によって異なる場合あり）

不定休 治療代より２０％割引
団員
同伴者

宮内鍼灸接骨院 医療 宮内1564-8 39-7806 ９：００～１９：００ 日・祝 治療代より５００円値引き 団員

衣料のよしだ 衣料 林が原1-3-3 55-2040 ９：００～１８：３０ 日曜 ときめきポイント３倍 団員

ファッションライフ　
なかがわ

衣料 大野原2－16－29 55－2108 ９：００～１９：００
日曜
祝日

ときめきポイント３倍 団員

吉田衣料ストアー 衣料 下の浜7－9 55-0124 ９：００～１８：００ 日曜 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

洋服の青山　
廿日市地御前店

衣料 地御前1-23-21 36-5411 １０：００～２０：００ 無休
店内全商品割引後価格（クー
ポン券・セット商品・セール使
用後）から１０％割引

団員
団員証を提示し、タイアップ
カードを作成する必要あり

はるやま　廿日市店 衣料 地御前1-23-32 36-2720 １０：００～２０：００ 無休 店内全商品１０％割引 団員･家族
他の割引との併用可
1,000円以上の商品が対象

うえの 飲食 宮島口1-5-11 56-0006 ９：００～１９：００ 無休 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

お好み焼き　ももちゃん 飲食 宮島町553 44-2100 ９：００～１７：００ 無休 お好み焼き５０円割引
団員
家族

お食事処
よさこい

飲食 宮島町590　２Ｆ 44-0718
１１：００～１４：３０
１７：００～２０：３０

水曜 飲食代より１０％割引
団員
同伴者

カナダカン　廿日市店 飲食 地御前1-23-27 36-5551
１１：００～２２：３０
（ラストオーダー２２：００）

無
ソフトドリンク1杯無料
パーティーコース4,800円→4,000円
　　　　　　　　　　3,900円→3,500円

団員
同伴者

他の割引との併用は不可

Cafe ＆Bar バンビーノ 飲食
宮島町
536-9-2F

44-1415 １２：００～２５：００ 月曜 飲食代より５％割引 団員

くらわんか
(お好み焼き）

飲食 宮島町589-5 44-2077 １１：００～１７：３０ 水曜 飲食代より５％割引
団員
同伴者

ごはん家　ゆめや食堂 飲食 津田１１５９－６ 78-0440
１１：００～１５：００
１７：００～２０：００

水・土
第1.3日

食後のコーヒーをサービス 団員・同伴者
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四季彩酒膳　げんや 飲食 駅前5-3 32-9353 １７：００～２３：００ 日曜
旬のお勧め料理
１品プレゼント

団員
同伴者

他の割引等との併用不可
１グループ１回のみ

豚々亭 飲食 串戸2-6-26 32-7348
１１：００～１４：００
１７：００～２０：００

月曜 ライス大盛り分は無料 団員

広島流お好み焼き
好味亭

飲食 宮島町1162-1 44-0177
１１：００～１４：３０
１７：００～２０：００

水曜 お好み焼き１００円割引
団員
同伴者

フクヤ 飲食 宮島町855-1  44-0217　 １０：００～１７：００ 不定休 飲食代より１０％割引 団員

Ristorante Thomas
(リストランテ　トーマス）

飲食 大野672-1 56-3456
１１：００～１５：００
１７：００～２１：００

火曜
シェフの一品サービス
（内容はおまかせ）

団員
同伴者

ランチタイム
(11:00～15:00)を除く。

Ｒｏｏｔ　ルート 飲食 廿日市2-6-16
070-
5303-
6010

１８：００～２３：００
(ラストオーダー２２：３０)

水曜 ワンドリンクサービス 団員 １０００円以上飲食時のみ

女鹿平温泉
クヴェーレ吉和

温泉 吉和4291 77-2277
１０：００～２１：００
オフシーズンの土日は
１９：００まで

月
（スキーシーズ
ン無休）

タオルレンタル無料 団員・同伴者
営業時間の詳細は
お問い合わせください

有限会社　アワード 記章・進物 下平良383-2 39-7470 ９：００～1８：３０ 日・祝 表示価格の２０％割引 団員 1万円以上購入時に限る

株式会社大野石油店
廿日市インター給油所

給油所 串戸6-9-17 20-1189
月～土　7:00～21:00
日・祝  　8:00～20:00

無 現金会員価格で給油 団員

株式会社山崎本社
廿日市木材団地給油所

給油所 木材港南2-2 31-0939
月～土　7:00～20:00
日・祝  　8:00～19:00

不定休 燃料以外5％割引 団員 他の割引との併用は不可
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宮田油業株式会社
カーケアセンター宮内店

給油所 宮内4331-1 39-5586 ６：３０～２２：００ 無

宮田油業株式会社
カーケアセンター速谷店

給油所 平良2-2-14 32-1316
月～土　７：００～２１：３０
日祝　７：００～２０：００

無

宮田油業株式会社
カーケアセンター友和店

給油所 峠933-1 74-0094
月～土　7：00～21：30
日・祝　8：00～20：00

無

クリーニング大野屋
本店

クリーニング 大野1-3-11 55-0437
９：００～１８：００
祝日９：００～１７：００

日曜 ときめきポイント３倍 団員

クリーニング大野屋
ユアーズ大野店

クリーニング 大野1714 56-5002 ９：００～１９：００
年末年始
盆 ときめきポイント３倍 団員

オッペン化粧品
大野営業所

化粧品 大野1616-1 55-1024 ９：００～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍
団員
家族

吉源商店 雑貨 大野中央2－10－14 55-0162 ８：３０～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍 団員

アキオート 自動車 沖塩屋2-10-2 55-3773 ９：００～１９：００ 不定休 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

池本自動車 自動車 大野8612 56-2373 ９：００～２０：００ 日曜 ときめきポイント３倍 団員

大野自動車 自動車 梅原1－3－46 55-3225 ８：３０～１７：３０
隔週
土日

ときめきポイント3倍
団員
同伴者

オートプラン
株式会社宮内スズキ

自動車
（レンタカー）

平良1-5-46 30-6511 ９：００～１９：３０ 無
レンタカー(24時間以上) 10％割引
車検・修理・板金作業工賃 10％割引
オイル交換　20％割引

団員
家族

有限会社　倉田商会 自動車 津田４１９１－８ 72-0343 ８：００～１９：００ 日 作業工賃　１０％割引 団員

株式会社　ＤＵＫＥ 自動車 峠１２８－３４ 74-0405 １０：００～１９：００ 不定休
作業工賃　団員１０％割引
　　　　　　  団員家族５％割引

団員
家族

廿日市自動車学校 自動車学校 住吉2-8-1 34-4290 ９：００～２０：００ 月曜
普通自動車、普通自動二輪車、
大型特殊自動車の入校で
1,000円相当の商品券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

団員
家族

他の割引との併用可能

吉田屋
事務機
文具

大野中央4-4-16 55-0462 ９：００～１８：００ 土日祝 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

看板価格（現金・プリカ・
クレジット）より１ℓあたり
２円割引
※灯油を除く

団員

一般クリーニング品の
み対象。外注品は対象
外。
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キダ写真館 写真 大野原2－7－18 55－1000 ９：００～１８：００ 不定休 ときめきポイント３倍 団員

石亭 宿泊 宮浜温泉3－5－27 55-0601 ８：００～２２：００ 無休 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

宮島ホテルまこと 宿泊 宮島町755 44-0070 不定休 宿泊代より10％割引
団員
同伴者

宮浜グランドホテル 宿泊 宮浜温泉2-5-4 55-2255 ８：００～２２：００ 無休 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

旅館　かんざき 宿泊 宮浜温泉1-21-42 55-0030 ８：００～２２：００ 無休 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

コーヒーロースター
STUFF

食品 大野1530 55-2055 ９：００～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

竹内米穀店 食品 大野原2-13-22 55-0169
夏８：００～１９：００
冬８：３０～１８：３０

日曜
祝日

ときめきポイント３倍 団員

田村商店 食品 物見西2-5-23 55-3395 ８：００～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍 団員

中丸本店 食品 林が原1-3-20 55-0104 ９：００～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍 団員

橋口ストアー 食品 大野4445 55-0153 ８：３０～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍 団員

平野米穀店 食品 大野原2-4-8 55-0058 ９：００～１９：００ 日祝 ときめきポイント３倍
団員
家族

山田屋商店 食品 大野原3-2-5 55-2210 ８：００～１９：００
日曜
祝日

ときめきポイント３倍 団員

妹背製菓 食品（菓子） 大野原2-2-17 55-0161 ７：００～１９：００ 不定休 ときめきポイント３倍 団員
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岩むら　みせん本舗 食品（菓子） 宮島口1-10-8 56-0005 ９：００～１９：００ 水曜 ときめきポイント３倍 団員

おきな堂 食品（菓子） 宮島口1-10-7 56-0007 ９：００～１９：００ 木曜 ときめきポイント３倍
団員
家族

菓子処きむら 食品（菓子） 宮島町５９２ 44-0041
9:30～18：00
（シーズンにより21：00まで営
業）

不定休
もみじ饅頭10％割引
宮島分団員のみバースデー
ケーキ割引有

団員

コンディトライ・
フェルダーシェフ

食品（菓子） 上平良220-2 37-2760 ９：００～２０：００ 水曜 焼き菓子１個プレゼント 団員
４～１０月の第2又は
第3火曜日が店休日

高津堂 食品（菓子） 宮島口西2-6-25 56-0234 ８：００～１９：００ 無休 ときめきポイント７倍
団員
家族

パティスリーパック 食品（菓子） 宮内1099-1 38-7554 １０：００～２０：００ 火曜 全商品１０％割引 団員

株式会社やまだ屋
宮島本店

食品（菓子） 宮島町835-1 44-0510 ８：００～２０：００ 不定休 全商品１０％割引 団員
季節により営業時間が異な
る・営業時間内に限る
年末年始は不可

株式会社やまだ屋
有の浦店

食品（菓子） 宮島町835-1 44-0510 ９：１５～１７：００ 不定休 全商品１０％割引 団員
営業時間内に限る
年末年始は不可

やまだ屋　早瀬庵 食品（菓子） 沖塩屋2－10-52 55-0001 ８：００～１９：００ 不定休 ときめきポイント３倍 団員

Nプランニング 進物 大東5-23
090-
2006-
9062

９：００～１９：００ 不定休 ギフト・進物品１０％割引
団員
同伴者

株式会社　
おおまわり進物

進物 佐方1-13-7 31-2935 ９：３０～１８：３０ 火曜 商品により２０～３０％割引 団員

ギフトショップウッディ 進物 大野原3-6-51 50-0720 １０：００～１８：００
日曜
祝日

ときめきポイント３倍 団員

JSS廿日市スイミングスクール スイミングスクール 住吉2-5-7 32-3200
平日9：30～21：00
土　8：30～17：00

日
入会金無料　
指定用品３０％割引

団員・家族

木上建具製作所
建具製造
・修理

大野原2－16－12 55-0132 ８：００～１７：００ 土日祝 割引価格（業者間価格） 団員
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田中電器商会 電気器具 塩屋1－1－60 55-0102 ９：００～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍
団員
同伴者

パナライフこうの 電気器具 津田２７２４－４ ７２－０３４６ ８：３０～１９：００ 日・祝
10,000円以上購入で
５％割引

団員・家族

武田時計店 時計・めがね・宝石 津田２０３９－４ ７２－０３８６ 日
全商品１０％割引
スタンプ3倍

団員

高間時計店 時計
大野中央
3－2－35

55－0448 ９：００～１８：００ 不定休 ときめきポイント３倍 団員

谷口装飾 内装 大野原2-13-19 55-0717 ８：００～１８：００ 不定休 ときめきポイント３倍 団員

ＪＡ佐伯中央　
大野経済センター

農業協同組合 大野中央3-6-18 55-2224
８：３０～１７：００
（季節延長有り）

土日祝 店内持帰り商品スタンプ2倍 団員 500円以上購入時に限る

ＪＡ佐伯中央　
佐伯経済センター

農業協同組合 友田４０８－１ 74-1612
８：３０～１７：００
（季節延長有り）

日・祝
店内持帰り商品
スタンプ2倍

団員 500円以上購入時に限る

ＪＡ佐伯中央　
佐伯経済センター（津田資材）

農業協同組合 津田１８３８－３ 72-2000 ８：３０～１７：００ 土・日・祝
店内持帰り商品
スタンプ2倍

団員 500円以上購入時に限る

ＪＡ佐伯中央　
廿日市経済センター

農業協同組合 平良1-9-19 32-1200
８：３０～１７：００
（季節延長有り）

日・祝
店内持帰り商品
スタンプ2倍

団員 500円以上購入時に限る

ＪＡ佐伯中央　
吉和支店

農業協同組合 吉和３４３５ 77-2124 ８：３０～１７：００ 土・日・祝
店内持帰り商品
スタンプ2倍

団員 500円以上購入時に限る

己斐オートバイセンター
廿日市店

バイク 住吉1-2-55 32-5644 １０：００～１９：００
第１・３
火曜

登録諸経費８％割引
団員
家族

モトワールド バイク 大野1-9-20 55-3500 ８：３０～１９：００ 日曜 ときめきポイント３倍 団員

egg plant ネイルサロン
宮島口4-3-10
ハイム柿の浦
202

090-4802
-8881

１０：００～１８：００ 日曜 １０％割引
団員
家族
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　　廿日市市消防団サポート事業所一覧　(全地域）　

grous ardingly for hair 美容・理容 大野1295-3 55-3601 ９：００～１９：３０ 月曜
第3日曜

ときめきポイント３倍 団員

すずらん美容院 美容・理容 大野1185 55-0827 ９：００～１８：００ 月曜
第1・3日曜

ときめきポイント３倍
団員
家族

清水ぶつだん 仏壇・仏具 大野中央５－１２－１２ 54-0811 ９：３０～１９：００ 不定休
特別割引
粗品進呈

団員
同伴者

レオパレス２１
レオパレスセンター広島西店

不動産
広島市佐伯区吉見園
２－３１
ＯＭＫ五日市ビル１Ｆ

082-922-
7060

１０：００～１９：００
G.W. 盆
正月

賃貸プラン・学割プラン契約時
契約金より2万円割引

団員および2親
等以内の家族

廿日市市内の物件に限る
（詳細は問い合わせにて）

株式会社　フジエステー
ト

不動産 福面3-2-1 56-3399 9：00～18：00 無休 賃貸仲介手数料１０％割引 団員・同伴者 自社物件に限る

株式会社　竹内 ホームセンター 梅原１－４－３９ 55-0231 ８：３０～１７：３０ 日祝 ときめきポイント３倍 団員

観光センター鳥居屋 土産品 宮島町492 44-2200 ８：００～１７：００ 不定休 買物時１０％割引
団員
同伴者

一部商品除く

小林物産店 土産品 宮島町844-2 44-0138 ８：３０～２１：００ 不定休
１０００円以上お買い上げの
場合、金額の１０％割引

団員
同伴者

メガネショップ
グラスパパ廿日市

メガネ 上平良1526-6 385-7282 １０：００～１９：００ 水
フレーム　10～50％割引
レンズ　50％割引

団員
家族

フレームは一部除外品
あり

田中薬局 薬局 大野原3－2－1 55－0121 ７：３０～１９：３０
日曜
祝日

ときめきポイント３倍 団員

有限会社　津田交通 旅客 津田４７７１ ７２－０３３８ ７：００～１９：００ 無休
バス貸切時サービス
日帰利用：団員1名に付ドリンク1本
宿泊利用：上記に加え、ビール1ケース

団員


