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※当パンフレットに記載のサービス内容は、2021年2月現在の
　ものです。予告なく変更することがございますので予めご了承
　ください。
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SMBCファイナンスサービス株式会社



博多大丸カードご利用前に

カードの
ご利用方法

カードご提示
販売員に
カードをご提示
ください。

サイ ン
お買い上げ票に
サインを
してください。

商品持ち帰り
手続きが終わりま
したら、その場で
商品をお持ち帰
りいただけます。

請 求 書
お買い上げ月の
翌月20日頃に、
請求書を
お送りします。

支払い（27日）
請求書をお届けし
た月の27日に口座
引き落としにてお支
払いください。

ご利用前にカードの裏面には必ずサインをお願いいたします。

カードを紛失した場合、盗難にあった場合は、すぐにお電話く
ださい。24時間・年中無休でご対応いたします。

紛失・盗難については

カード紛失・盗難
ネットセキュリティサービス
アンサーセンター

カ
ー
ド
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用
前
に

カード番 号 ご署名欄お 名 前 有 効 期 限

博 多 花 子

お問い合わせの際
は、カード番号をお知
らせください。

ボールペンでご本人がサイン（ご署名）をしてください。サインは漢字でもローマ
字でも結構です。カードはサイン（ご署名）されたご本人以外はご利用になれま
せん。サインが無いもの、書き直したものもご利用になれません。

お名前がローマ字で
打刻されています。

04/××の場合は、
20××年4月末が有
効期限となります。

万一、サイン（ご署名）が無い場合は、
「カード紛失・盗難保険」の対象外となる
ことがありますので特にご注意ください。

☎ 092-473-2858
☎ 06-6339-4082
☎ 03-5638-3511

ヨンナナサン

ロクサンサンキュウ

ゴロクサンハチ

カード会員規約は会員様とSMBCファイナンスサービス（株）の約束ご
とです。カードをご利用いただくということは、“カード会員規約を承諾し
た”ということになります。ご納得されたうえでご利用ください。

◎カード会員規約をよく読みましょう

住所変更の届出は、ついつい忘れがち。でも、そのままにしておくと
SMBCファイナンスサービス（株）からお送りする郵便物が届かない
ことになります。「カードご利用代金明細書」やカード等を確実にお届
けするため、忘れずにお手続きください。（12ページをご覧ください）

◎住所変更は、必ず届けましょう

◎ご優待加盟店でのご利用方法は、P13をご覧ください。

会員様のご利用可能枠をご確認ください。「カード送付明細」や毎
月の「カードご利用代金明細書」に表示しています。

■カードご利用可能枠

■カード盗難・紛失等のカード会員保障制度については、カード会員規約を
ご覧ください。尚、会員保証料は無料です。
■会員は、カードが他人に使用されることのないよう使用・保管し、盗難・紛
　失等により不正使用された場合は、カード会員保障制度が適用された
　場合を除き、会員の責任とさせていただきます。
■SMBCファイナンスサービス株式会社は、所定の要件を満たす場合に
は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、あらか
じめ変更後の内容をホームページにおいて公表する方法又は通知する
方法により周知した上で行います。

万一第三者にカードを不正使用された場合、暗証番号を利用した取引については
会員様の負担になりますので、暗証番号の管理に十分ご注意ください。
・インターネットショッピングでクレジットカードをご利用になる際には、不正利用の防止のために
　セキュリティコードやあらかじめ当社へ登録したパスワード等をご入力いただくことがございます。
・対面販売の ICチップの読み取りに対応したお店で、ICチップを搭載したクレジットカードをご利用になる際
　は、「暗証番号」の入力が必要になります。

暗証番号はあなたを証明する大切な番号です。

SMBCファイナンスサービス株式会社
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●大丸ポイントは、大丸福岡天神店でのお買い上げレシートにてご確認いただけます。

世界中の       　　加盟店でご利用になると、ご利用金額200円（税込）ごとに大丸ポイ
ントが1ポイント貯まります。
※キャッシング、ローン、利息、手数料にはポイントは付きません。

ご優待加盟店のご利用でさらにお得です
ホテルやレストラン、劇場、ゴルフ場、映画館などでご優待特典が受けられます。

詳しくはP13をご覧ください

博多大丸カードの12の特典 ポイント貯めて便利に使える。
うれしいサービスいっぱい。

インターネット、空港カウンターにて、ANA航空券を「博多大丸カード」でご決済いただくと、通
常200円（税込）につき大丸ポイント1ポイントのところ、プラス1ポイントで2ポイント貯まります。

ANA航空券のご決済でポイント2倍に！※

（公共料金のご決済には別途お申し込みが必要です。）

公共料金などのご決済でポイントがたまります
毎月の水道・ガス・電気など公共料金を博多大丸カードでご決済されますと、200円（税
込）ごとに大丸ポイントが1ポイントたまります。
例えば…

月々 12,000×12カ月
＝144,000

720ポイント
月々 5,000×12カ月
＝60,000

300ポイント
2カ月5,400×6カ月
＝32,400

162ポイント
月々 8,000×12カ月
＝96,000

480ポイント

年間で
1,662ポイント
獲得

モバイル

世界中のVisa加盟店ご利用でポイントがたまります

イデックスでんきの電気料金のご決済でポイント3倍に！※

※プラスポイント分の付与につきましては、通常ポイントが付与されるタイミングより後となり、カード決済月の翌月末頃と
なります。（カード会社間のデータ授受状況によりましては、翌々月末となる場合もございます。予めご了承ください。）

イデックス車検のご決済でポイント5倍に！※ 詳しくはP44をご覧ください

詳しくはP49をご覧ください

博多大丸カードに貯まったポイントをANAのマイルへ交換！
大丸ポイント1,200ポイントを、ANAのマイル500マイルに交換できるようになりました。交換
をご希望の方は、大丸福岡天神店本館8Fカードカウンターまで、博多大丸カードとANAマイ
レージクラブカードをお持ちください。
※博多大丸カードにお貯めのポイントのみが対象です。
※ご本人様名義の博多大丸カードのポイントから、同一名義のANAマイレージクラブカードのマイルへの交換のみと
させていただきます。
※1,200ポイント単位での交換とさせていただきます。
※交換後のマイルは、交換申込月の翌月15日頃、マイル口座に積算される予定となっております。

たまったポイントはお買い物代金としてすぐに使えます
たまったポイントは１ポイント＝１円として大丸福岡天神店でのお買い物代金の一部と
してすぐにご利用になれます。
※一部対象外商品もございます。

大丸・松坂屋各店のご利用でポイントがたまります
大丸・松坂屋百貨店各店でのご利用に応じて大丸ポイントがたまります。
また、お手持ちの大丸ポイントを大丸・松坂屋百貨店各店でご利用できます。

入会金・年会費無料
入会金・年会費無料のVisa付き国際カードです。

あらゆるお支払い方法でポイントがたまります
1回払いはもちろん、分割払い・指定月一括払い・ボーナス払い・リボ払いでも
大丸ポイントがたまります。

大丸福岡天神店で当日初回
お買い上げ時にポイントがつきます

当日初回お買い上げ時に商品代のポイントとは別に10ポイントおつけいたし
ます。（レジにて自動付与。親子カードはそれぞれのカードに付与）
お誕生月は、90ポイント加算し、合計100ポイントおつけいたします。
（親子カードは、本会員様の誕生月となります。本会員様の誕生月に親子カード
で合計３回まで）

大丸福岡天神店でのお買い物でポイントがつきます
現金でもクレジットでも大丸福岡天神店でのお買い上げ金額100円（税抜）
につき1ポイントをおつけいたします。普通商品、特価商品、食料品、お中元・
お歳暮ギフトセンターなどでのお買い上げにポイントがつきます。
※普通商品からの割引商品や催事会場でのお買い上げについては、ポイント付与対象外
となります。

「ご優待ポイントサービス」でポイントがたまります
1月から12月までの1年間、大丸福岡天神店でのお買い上げ金額100万円
以上（税抜）のお客様は翌年1月から12月までの1年間、普通商品のお買い
上げ金額100円（税抜）につき10ポイントをおつけいたします。特価商品や食
品については、年間のお買い上げ金額に関わらず、お買い上げ金額100円
（税抜）につき1ポイントをおつけいたします。
※毎年1月～12月のお買い上げ金額100万円以上（税抜）で、翌年1月よりサービス開始。
※一部対象外もございます。
※なお館内ポイントアップの時も、最大で100円につき10ポイントとなります。
※年間とは1月1日から12月31日までを指します。

ポイントアップデーはさらにポイントアップ
ポイントアップデー期間中は、普通商品はもちろん、特価商品、お中元・お歳
暮ギフトセンターもポイントアップでさらにお得です。
※一部対象外商品もございます。また、「ご優待会員様」は普通商品は最大10ポイントとなります。

WEBショッピングご決済でポイントがたまります
大丸福岡天神店WEBショッピングでご利用の場合、100円（税抜）ごとに大丸ポイント
1ポイントおつけいたします。



ショッピング

ショッピングでご利用いただける加盟店 公共料金等のお支払い

大丸福岡天神店ご利用での分割払い
3回～36回までの豊富な支払い回数からお選びください。

※ボーナス併用払いの実質年率は、
　右記と異なる場合があります。

支払回数・期間（ヵ月）
利用代金100円あたりの手数料の額（円）
実質年率（％）

3
1.20
7.18

4
1.60
7.64

5
2.00
7.95

6
2.40
8.18

7
2.80
8.34

8
3.20
8.46

9
3.60
8.56

10
5.00
10.77

11
5.50
10.84

12
6.00
10.90

13
6.50
10.94

14
7.00
10.98

15
7.50
11.02

16
8.00
11.04

17
8.50
11.06

18
9.00
11.08

19
9.50
11.09

20
10.00
11.11

21
10.50
11.11

22
11.00
11.12

23
11.50
11.12

24
12.00
11.13

25
12.50
11.13

26
13.00
11.13

27
13.50
11.13

28
14.00
11.13

29
14.50
11.12

30
15.00
11.12

31
15.50
11.12

32
16.00
11.11

33
16.50
11.10

34
17.00
11.10

35
17.50
11.09

36
18.00
11.08

日本中、世界中の加盟店でご利用いただけます。

シ
ョ
ッ
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翌月1回払い以外のご利用は、当社が定める「翌月1回払い以外の総ショッピング利用可能枠」の範囲内と
なります。
「カードの利用代金」は、包括信用購入あっせんにおける「現金価格」、「手数料」は「包括信用購入あっせんの
手数料」、リボルビング払いの「お支払い額」は「弁済金」をそれぞれ指します。

大丸福岡天神店および他加盟店でのお支払い方法一覧

※支払い方法および事務上の都合により翌々月以降の支払いとなる場合があります。
口座およびご請求額などを「カードご利用代金明細書」でご確認のうえ、余裕をもって前日までに口座にご用意ください。

※＝リボ払い・分割払い・2回払い・指定月一括払い・ボーナス払い・2ヵ月を超える1回払いの利用可能枠

〈電気〉 〈水道〉 〈放送〉〈ガス〉

国内当社加盟店 国内提携会社加盟店 海外加盟店

Visa

〈モバイル〉 〈新聞購読料〉

お支払方法

指定月
一括払い
（※）

1回払い

2回払い

ボーナス
2回払い

リボ払い

分割払い

ボーナス
一括払い

大丸福岡天神店で

手数料不要

手数料不要

実質年率7.18％～11.13％

下記「大丸福岡天神店ご利用
での分割払い」をご覧ください

実質年率12.20％～14.96％ ※利用代金100円当たりの
手数料の額2.04円～24.48円

1万円以上のお買い物を夏&冬または冬&夏のボーナス月2回に分けてのお支払い※3（支払期間5ヵ月～19ヵ月）

ー
（指定月一括払いとしてご利用いただけます。）

ー

ご利用金額やご利用件数にかかわらず、毎月一定額（お支払いコース例／
5,000円、10,000円、15,000円、20,000円）に手数料を加算してお支払い※4

手数料不要
翌月の27日に全額お支払い

手数料不要
ご利用の翌月と翌々月の2回（支払期間2ヵ月）に分けてお支払い

実質年率15.0％

手数料不要
お買い物を、夏または冬のボーナス月に全額お支払い※2（支払期間1ヵ月～11ヵ月）

実質年率2.31％～12.08％※利用代金100円当たりの手数料の額3.0円

マークの加盟店で

ご都合に合わせた分割回数（3・5・6・10・12・15・18・
20・24・30・36回）でお支払い。※24～36回払いは、カード
でのご利用代金が20万円（税込）以上が対象となります。一部のお
店では指定できない回数もございますので、予めご了承願います。

ご利用代金をご利用月から起算し
て翌々月から8ヵ月以内の指定月
に全額お支払い※1

（※）指定月一括払いは、カードご利用代金明細書にボーナス一括払いと表示されます。※お支払い方法は、ご利用店により異
なりますので、ご利用時にご確認ください。※1大丸福岡天神店では、ボーナス一括払いに替わり、指定月一括払いがご利用い
ただけます。※2大丸福岡天神店以外でのご利用の場合、まとめて1万円（税込）以上のご利用が対象となります。※3大丸福
岡天神店以外でのご利用の場合、まとめて5万円（税込）以上のご利用が対象となります。※4お支払いコースの変更や一部
増額払いは、お支払い月の5日までにアンサーセンターへお申し込みください。（24時間自動音声応答サービスでも承ります。）

お支払い日は毎月27日
ショッピング1回払いの場合

〈リボ払い〉10,000円コースの場合
毎月の支払元金が10,000円、締切日（前月末日）の利用残高50,000円、
実質年率15.0％の場合

〈分割払い〉利用代金50,000円、10回払いの場合

当社加盟店と国内・海外のVisa加盟店でご利用いただけます。

※一部カードでご利用いただけない商品や施設がございますので、ご利用時にご確認ください。

●手数料
●支払総額
●分割支払額

●初回分割支払額
●2回目以降分割支払額

●支払元金（A）10,000円
●手数料（B）50,000円×実質年率15.0%÷12ヵ月=625円
●弁済金（A＋B）10,000円＋625円＝10,625円

50,000円×（5.00円÷100円）＝2,500円
50,000円＋2,500円＝52,500円
52,500円÷10回＝5,250円
（100円未満は初回に支払い）
5,200円＋（50円×10回）＝5,700円
5,200円

計算例 大丸福岡天神店でご利用の場合

金融機関休業日の場合は翌営業日

1日 今月（31日間）

この期間のご利用代金は
ご指定のお支払い口座から引き落とし

31日 翌月（27日間） 27日

1万円～500万円（左記金額以外の場合がございます。）

翌月1回払い以外の総ショッピング利用可能枠※

■Visaのタッチ決済
左記マークのついているVisaカードをお持ちの方は対応している店舗でVisaのタッチ決済が
ご利用いただけます。

毎月のモバイル（携帯電話等）ご利用料金や電気・ガス・水道料金等もカードで
お支払いいただけます。
●毎月のお支払いだからポイントが確実に貯まります。
●他のショッピングご利用分と合わせて引き落としなので、家計管理にも便利。
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お申し込み（登録）いただいた翌日の「1回払い」ご利用分より
ご請求時に自動的に「リボ払い」になるサービスです。
※登録翌日のご利用分から、本サービスが適用されます。（登録解除の場合も同様）
※年会費・キャッシングご利用分などは本サービスの対象外となります。

ショッピング おすすめサービス

※このサービスは株式会社チケットCDが提供するサービスです。

宝塚歌劇をはじめ、人気公演のチケットなどを
お取扱いしております。先行販売や割引価格な
ど、会員様にお得な情報をご提供しています。

セディナ海外デスク

※海外デスクの対応は、日本で受付を承っております。
※このサービスは、ツーリスト インターナショナル アシスタンス サービス株式会社（観光庁長官登録旅
行業第1173号/近畿日本ツーリストグループ）が提供するサービスです。

渡航前のお役立ち情報から、現地でのチケットの手配や緊急時の対応
まで電話一本で、日本語で快適な旅行をサポートする「海外デスク」。
海外旅行の強い味方です。

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ・

お
す
す
め
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ス

海外サービス

ご出発前にお電話1本で、ご利用可能枠を増額します。
ご出発日の3日前までにアンサーセンター（P12）へお電話で
お申し出ください。
※ご希望に沿えない場合もありますので予めご了承ください。
※帰国後は、元のご利用可能枠に戻りますのでご注意ください。
※システムの都合上、増額日がご出発日の翌日となる場合がございますので予めご了承ください。

※海外でのキャッシングご利用分も対象となります。

海外でのショッピングご利用分が自動でリボ払いになります。
ご出発日を除く3日前までにお申し込みください。

海外ご利用分リボ変更予約

※海外ショッピングリボ払いのご利用は、当社が定める「翌月1回払い以外の総ショッピング利
用可能枠」の範囲内となります。

海外旅行時のご利用可能枠の「増額」

海外でご利用されたショッピングの日本円への換算につい
ては、ホームページをご確認ください。

あと決めプラン

※登録月の翌月請求分から「1回払い」と「リボ払い」が「あと決めプラン」の
対象となります。

※お支払い設定額を超えた分は、翌月以降に繰り越されます。繰り越し分に
は実質年率15.0%の手数料がかかります。

※お支払い設定額の変更は、お支払い月の19日（※金融機関休業日により前後します）まで変更でき
ます。またお支払い口座により16日までとなる場合がございます。

毎月のお支払い設定額を5,000円以上、
1,000円単位で自由に決められるサービスです！

翌月1回払い以外のご利用は、当社が定める「翌月1回払い以外の総ショッピング利用
可能枠」の範囲内となります。
「カードの利用代金」は、包括信用購入あっせんにおける「現金価格」、「手数料」は「包括信用購
入あっせんの手数料」、リボルビング払いの「お支払い額」は「弁済金」をそれぞれ指します。

リボ楽だ・分割楽だ
「1回払い」ご利用分を、あとから「リボ払い」
または「分割払い」に変更できるサービスです。
※お支払い方法の変更は、お支払い月の19日（※金融機関休業日により前後します）まで変更できま
す。またお支払い口座により16日までとなる場合がございます。

カードショッピングの詳細はホームページをご確認ください。

付帯カードサービス

プレミアムクラブオフ

ショッピングの詳細についてはホームページをご確認ください。

【ご利用方法について】
セディナビよりご利用いただけます。セディナビにログインし、おトク情報の「プレミアムクラブオフ」を
クリックしてください。

※写真はイメージです。

国内・海外宿泊レジャー施設
・日帰り温泉
・遊園地

「プレミアムクラブオフ」は、スポーツ、レジャー、リラクゼーショ
ン、ショッピング、国内宿泊、海外宿泊、ライフサポートサービス
を特別価格でご利用いただける会員様限定のサービスです。

※ETCカードのご利用には別途「ETC車載器（車両に設置する無線装置）」が必要になります。
※ETCカードのお申し込み・お問い合わせはアンサーセンターへお電話ください。

（税込）

※クレジットカードおよびETCカードのご利用のない場合でも、ETCカード新規発行手数料は
　お支払いいただきます。

ETCカードをお申し込みのお客様は、必ずお読みください。
■セディナETCカード

※プレミアムクラブオフのご利用には、セディナビのご登録が必要です。※初回サービスご利用時のみプレミアムクラブ
オフへの会員登録が必要となります。
※このサービスは株式会社リロクラブが提供するサービスです。※サービスの内容は予告なく変更となる場合もございま
すので、予めご了承ください。

○宝塚歌劇団
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キャッシング

ご利用 お支払い

契約内容をよくご確認ください。
収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

お支払い日は毎月27日
〈キャッシング1回払いの場合〉

金融機関休業日の場合は翌営業日

1日 今月（31日間）

この期間のご利用代金は
ご利用金額＋お利息をご指定のお支払い口座から引き落とし

31日 翌月（27日間） 27日

ご利用には暗証番号が必要です。
お忘れの場合はアンサーセンター（P12）までお問い合わせください。

●ご利用可能枠／1万円～200万円（新規申込は上限50万円まで）●利息（実
質年率）／上限18.0％●遅延損害金／年20.0％●返済方法／翌月1回払いま
たは残高スライド定額リボルビング払い●返済期間・回数／最終借入日から最長8
年2ヵ月・1回～98回●要審査●担保・保証人／不要

〈キャッシングの新規貸付の条件について〉

アンサーセンター  03-5638-3211  06-6339-4074
SMBCファイナンスサービス株式会社
登録番号 東海財務局長（13）第00166号
〈契約内容をよくご確認ください。収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。〉

返済等でお悩みの方は　日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051（受付時間9：00～17：00 休：土、日、祝日、年末年始）

詳しくは
ホームページを
ご確認ください。

全額返済
増額払い

アンサーセンター（P12）へ
お問い合わせください。

◎銀行ATM入金

◎お支払い口座から引き落とし
◎指定口座へ銀行振込

よゆう払い お支払いの途中でも、よゆうのある時にご返済ができます。

キ
ャ
ッ
シ
ン
グ

前月末ご利用残高
5万円まで

5万円超～20万円
20万円超～30万円
30万円超～40万円
40万円超～50万円

月々のお支払額（お利息含む）
5,000円　　　　
10,000円　　　　
15,000円　　　　
20,000円　　　　
25,000円　　　　

お支払い方法

※お利息の計算方法など、詳しくは会員規約またはホームページをご確認ください。

リボルビング払い

1回払い ご利用月の翌月27日にご利用金額とお利息をまとめてお支払い。

毎月27日に前月までの
ご利用残高に応じて、
定額でお支払い。
※前月末ご利用残高50万円超の月々
のお支払額は、会員規約でご確認く
ださい。

日本貸金業協会 会員 第000007号

海外のATMで

※海外ATMの操作方法や、目印のマークについてなど、詳しくはホームページをご確認ください。

世界中で現地通貨をお引き出しできます。
ほとんどのATMで24時間ご利用OK！
カードに付いているマークがご利用の目印です。

全国のATM・CDで

こちらのマークがご利用の目印です。
提携銀行で

※ATMが設置されていない店舗もございます。　※店舗によってご利用時間が異なります。
※ATMのお引き出し金額に上限が設定されている場合は、上限の範囲内でのご利用となります。

福岡銀行 西日本シティ銀行

コンビニにある提携ATMで

ゆうちょ銀行 など

など

1回払いを選択した場合、ATMで
のご返済はできません。リボ払いの
み対象となります。ご返済は、ご請求
分を除くリボ残高のみとなります。

インターネットキャッシング

※テレホンキャッシングもございます。詳しくはホームページをご確認ください。

ご自宅のパソコンや携帯電話・スマートフォンで振込キャッシングのお申し込
みができます。（振込手数料無料）。

ご利用可能枠の設定・増額
「お電話」または「インターネット」でお申し込みできます。

キャッシング明細WEBサービス
キャッシングご利用明細を、郵送に代わってパソコンでご確認できるサービスです。

  キャッシング・ローン インターネットキャッシング

キャッシング・ローン カードキャッシングご利用内容のお知らせ
「WEBサービス」

※審査の結果、ご希望の意に沿えない場合もございます。
※審査にあたり、「収入額を確認できる書類」の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめ
　ご了承ください。

インターネット          ご利用限度額変更

お電話  アンサーセンターへお問い合わせください。

 
キャッシングの詳細については
ホームページをご確認ください　　

残高スライド定額リボルビング方式

■ATM手数料のご案内
CD・ATMでキャッシングご利用1回につき、法令の範囲内でSMBCファイナンスサービス株式会社が別途定める
ATM手数料をご負担いただきます。毎月の締切日までのATM手数料を翌月のお支払い日に、キャッシングご利用
金額とあわせてのお支払いとなります。
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※記載のサービス内容は2021年2月現在のものです。予告なく変更になる場合がございます。

ご住所等の変更届
お支払い口座の変更届
セディナETCカード専用申込書
「あと決めプラン」リーフレット

リボ一部増額 リボ楽だ申し込み あと決めプラン
詳細確認リボ楽だ詳細

あと決めプラン申し込み・設定額変更

ご利用残高
今月の
ご請求金額

海外ご利用分
「リボ払い」変更予約

1001
1002
1078
1244

9：30～17：00
（1月1日休）

092-473-2731

092-473-2858

092-473-3359

9：30～17：00
（1月1日休）
10：00～17：00
（年末年始を除く）

24時間
（年中無休）

24時間自動音声
応答サービス

主なサービスメニュー

■ご利用明細
ご利用代金明細照会ほか、ご利用残高・可能額
の照会ができます。

■お支払い変更
お支払方法を「リボ払い」または「分割払い」に
変更できます。

■キャンペーン応募

■お客様情報変更
ご住所・お支払い口座などの変更ができます。

●上記サービスメニュー含め、一部のカードではご利用いただけないサービスがございます。
●「OMC Plus」は「セディナビ」に変更いたしました。

▶すでにカードをお持ちの方

詳しくは

Webサービス 各種サービスのお問い合せ先

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス・

お
問
い
合
せ

092-473-3355　06-6339-9900　03-5638-3222
ヨンナナサン ロクサンサンキュウ ゴロクサンハチ

カードの利用明細をいつでも確認できる！

会員専用Webサービス

「セディナビ」がカンタン・便利にご利用いただける

ネットショッピングでカード払いをご利用いただく際、なりすまし等の不正利用を防止するため、
セディナビパスワードの入力で本人確認をさせていただく場合があります。

～カードご利用時、セディナビのパスワードが必要な場合があります～

11 12

Web明細サービスは、紙のご利用代金明細書に
代わり、セディナビご利用代金明細照会メニューで
ご利用明細をご確認いただくサービスです。

※紙のご利用代金明細書は郵送されなくなります。
※「Web明細サービス」の名称は、お持ちのカードによって異なります。

各種お問い合わせ・資料請求など24時間いつでもお応えいたします。
ご利用の際にはカード（会員番号）と暗証番号をご用意ください。

SMBCファイナンスサービス株式会社
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● 飲 食
一部対象外商品がございますので、直接加盟店へご確認ください。

加盟店ご優待サービス

加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

ご優待加盟店リスト
（本ガイド15ページ～）に
記載の特典をチェックして
ご利用ください。

いますぐチェック！

博多大丸カードご提示で、
様々なご優待特典が受けられます。

◎ご宿泊について
①ご予約は直接ホテル・旅館フロントへご確認ください。
②ご予約はあらかじめ「博多大丸カード会員」である旨をお
申し出の上、料金・特典をお尋ねください。
③チェックインの際には必ず、「博多大丸カード」をご提示ください。

◎本誌記載のご優待特典等の内容が、加盟店との条件変
更等により変更又は中止になる場合があります。あら
かじめご了承ください。

◎ご優待加盟店では、必ずご利用前に「博多大丸
カード」をご提示の上、ご優待特典等のご確認
をお願いいたします。

●ご利用前にご提示いただけない場合、ご優待特典が適用
されないことがあります。ご了承ください。ご優待特典につ
いては、インターネットによるプランや他の企画
商品・割引等との併用はできません。

ご利用上の注意

ご優待加盟店は、ホテルやお店など、幅広くあります。お出
かけ前には、ぜひ本ガイドでチェックしてください。

ご優待加盟店の種類

ご優待加盟店リストの見方

※ご優待加盟店の掲載内容は、令和3年2月現在のもの
です。※ご優待特典等が、加盟店の解約・閉店等により
適用されないことがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせは直接、ご優待加盟店まで 
または㈱博多大丸　ご優待加盟店窓口まで　☎092-712-8181（代）

　　　 マークのお店
現金または、クレジットでのお支払いで特典が受けられます。
さらに、クレジットでのお支払いで、200円（税込）につき1ポイン
トの大丸ポイントを利用月の翌月末日までにお付けいたします。
※但し、ポイントはご優待加盟店ではご使用になれません。
※現金でのお支払いでは、ポイントは付きません。

　　  マークのお店
クレジットでのお支払いのときに特典が受けられます。200
円（税込）につき1ポイントの大丸ポイントを利用月の翌月
末日までにお付けいたします。
※但し、ポイントはご優待加盟店ではご使用になれません。
※現金でのお支払いでは、ポイントは付きません。また、特典も受けられません。

　　  マークのお店
現金でのお支払いのときに特典が受けられます。
※ポイントは付きません。

ご宿泊やお食事、レジャーなど多彩な特典をご利用ください。

ステーキラウンジ煉
福岡市中央区今泉1ー18ー25季離宮上2F ☎092-737-1773

●ファーストドリンク1杯サービス
（一部のドリンクを除く）

森に包まれた都会の離れ「季離宮」二階。佐賀牛を中心に
九州各地より厳選した上質の黒毛和牛の鉄板焼コースを
お楽しみください。

ご優待加盟店の種類

ご優待加盟店の特徴ご紹介

博多大丸カードのご提示で受けられる特典

ご優待特典が受けられる条件

美術館 ・ホテル
・旅館 飲食

ゴルフ ・美容
・健康

カルチャー
スクール

自動車
学校

レンタカー
車の修理・
整備

葬儀場

レジャー

婚礼衣裳

映画館

パーキング

生活

クリーニング
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●飲食料１0％OFF

●スパ１0％OFF（会員様のみ）

福
岡
▼

福
岡
▼

福
岡
▼

ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡
福岡市博多区博多駅前3ー3－3 ☎092-471-7111
●〈日本料理〉筑紫野  
●〈オールデイダイニング〉クラウンカフェ
●〈中国料理〉ＴＡＯ－ＬＩ

加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

ホテル日航福岡
福岡市博多区博多駅前２－１８－２５ ☎092-482-1111
●〈テーマレストラン〉レ･セレブリテ
●〈鉄板焼〉銀杏
●〈カフェレストラン〉セリーナ
●〈日本料理〉弁慶

●〈中国料理〉鴻臚
●ティー＆カクテルラウンジ
●〈メインバー〉夜間飛行

一部割引対象外商品や対象外期間がございますので、直接ホテル等へご確認ください。
●● シ ティホ テル ＆ 飲 食

●飲食料５％OFF（夜間飛行はカバーチャージを除く）

西鉄グランドホテル
福岡市中央区大名２－６－６０
☎092-771-7171

●宿泊代１０％OFF

●飲食料１0％OFF

ヒルトン福岡シーホーク
福岡市中央区地行浜2ー2ー3 ☎092-844-8111
●〈鉄板焼〉 金葉亭
●〈寿司割烹〉 ともづな
●〈バー&ダイニング〉 CLOUDS

●〈中国料理〉 望海楼
●〈ブラッセリー&ラウンジ〉
　 シアラ

ザ・ルイガンズ．スパ＆リゾート
福岡市東区西戸崎18－25
☎092-603-2525

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

一部割引対象外商品や対象外期間がございますので、直接ホテル等へご確認ください。
● ホ テル・旅 館

ルートイングランティア太宰府
太宰府市連歌屋3ー8ー1 ☎092-925-5801

●宿泊料8％ＯＦＦ

ルートイングランティア福岡宮若
宮若市脇田778ー1 ☎0949-54-0305

●宿泊料8％ＯＦＦ

リーガロイヤルホテル小倉
北九州市小倉北区浅野2ー14－2 
☎093-531-1121

●室料１０％OFF 

〈二日市温泉〉大丸別荘
筑紫野市湯町1ー20ー1 
  　 0120-026-145
大丸別荘は、万葉集にも歌われた歴史をもつ二日市温泉に
あり、心と体のやすまる宿です。

●１グループに１個粗品をプレゼント

〈原鶴温泉〉ホテルパーレンス小野屋
朝倉市杷木久喜宮1841ー1 
☎0946-62-1120
創業１３０年。中央館は広 と々した和洋室で窓からは筑後川
が一望できます。弱アルカリ泉の美人湯をお楽しみください。

●夕食の際、酒又はジュース1本サービス
（一部のドリンクを除く）

●夕食の際ファーストドリンクサービス
（おひとり様1杯、一部のドリンクを除く）

〈船小屋温泉〉ホテル樋口軒
筑後市尾島805 
☎0942-52-2101
地元の上質な素材を使い、料理長が丁寧に調理した和風
創作料理です。どうぞご期待ください。

ソラリア西鉄ホテル福岡
福岡市中央区天神２－２－４３ 
☎092-752-5555

●宿泊代１０％OFF

〈脇田温泉〉湯めぐりの宿 楠水閣
宮若市脇田５０７ 
☎0949-54-0123
秀麗な犬鳴山系のふもと、耳をすませば川の流れの音が
聞こえる自然の中の温泉です。

●宿泊料１０％OFF（GW、盆、正月を除く）

ホテルニューオータニ博多
福岡市中央区渡辺通１－１－２ ☎092-714-1111
●〈日本料理〉千羽鶴
●〈中国料理〉大観苑
●〈レストラン〉グリーンハウス
●ザ・カステリアンルーム

●〈麺処〉あじ彩

●室料１０％OFF ●飲食料１０％OFF

ホテルマリノアリゾート福岡
福岡市西区小戸２―１２―４３ 
☎０９２-８９５-５５１１

●室料１０％OFF（GW、盆、年末年始は除く）
●フレンチレストラン「ブルシエール」お食事ご用の方に限り、スパークリングワイン１杯サービス
●宴会場パーティープラン２０名様以上で幹事様１名無料

天神から15分。目の前に広がるのはヨットが停泊する海の
景色。糸島野菜でつくる料理が評判のリゾートホテル。

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。
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ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

九重悠々亭
大分県玖珠郡九重町筋湯温泉 ☎0973-79-2231

●宿泊料１０％ＯＦＦ

はなの舞
大分県由布市湯布院町川上２７５５－２ ☎0977-84-5700

●宿泊料１０％ＯＦＦ
（休前日、特別期間は除く）

城島高原ホテル
大分県別府市城島高原１２３ ☎0977-22-1162

●カラオケ利用料金
50%OFF（初回のみ）

レゾネイトクラブくじゅう
大分県竹田市久住町有氏字広内1773  ☎0974-76-1223

“自然と人が共鳴する”をコンセプトにしたリゾートホテル。
大自然の中、ごゆっくりとお過ごしください。

●宿泊料１，０００円（税別）OFF

〈ホテル〉岩城屋
大分県竹田市拝田原１６１ ☎0974-62-2211

●宿泊料１０％ＯＦＦ

ホテル別府パストラル
大分県別府市東荘園町１－４ ☎0977-23-4201

●宿泊料１０％ＯＦＦ

ゆふいん山水館
大分県由布市湯布院町川南１０８－１ 
☎0977-84-2101
由布院盆地の中心にあり、交通アクセスは大変便利です。
ロビーや男女露天風呂からは、四季折々の風景を映し出す
由布岳が一望できます。

●宿泊料１０％ＯＦＦ（特別期間は除く）

●特典料金
（詳しくはホテルへ
お問い合せください）

〈天空の丘〉久住高原コテージ
大分県竹田市久住町白丹7571ー23 ☎0974-64-3111

壱岐ステラコート太安閣
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760ー1
☎0920-47-3737

●宿泊料１0％ＯＦＦ

大
分
▼

〈郷ノ浦温泉〉弁天荘
長崎県壱岐市郷ノ浦町片原 ☎0920-47-0400

●宿泊料１０％ＯＦＦ

弓張の丘ホテル
佐世保市鵜渡越町510 ☎0956-26-0800

●室料 平日２０%OFF、休前日１０%OFF
（GW、盆、年末年始除く）

西海国立公園内、弓張岳山頂に建つ眺望自慢の南欧風リ
ゾートホテル。館内から九十九島や佐世保市街を一望。

矢太樓・矢太樓南館
長崎県長崎市風頭町２－１ ☎095-828-1111

●宿泊料１０％ＯＦＦ
（平日の宿泊に限り、夕食時に
銚子又はジュース１本サービス）

〈料亭御宿〉坂本屋
長崎県長崎市金屋町２－１３ ☎095-826-8211

●宿泊料１０％ＯＦＦ

アイランドナガサキ
長崎県長崎市伊王島1－3277－7 ☎095-898-2202

●宿泊料１０％ＯＦＦ

長崎市街地から車で30分のエンターテインメントリゾート。
美しい自然や豊富なアクティビティなど、ここでしか味わえな
い体験が詰まっています。2020年9月には、1年中楽しめる
大型温泉、スパテーマパーク「Ark Land Spa」もオープン。

Ark Land Spa
長崎市伊王島町1ー3278ー3 ☎095-898-2000

●入浴料金 大人100円OFF

旅亭 彩月庵
長崎県平戸市戸石川町１７８－１ 
☎０９５０-２１-８８１１

●宿泊料５％OFF（GW、盆、年末年始は除く）

静かな佇まいの中、四季の彩りを感じられる隠れ家の宿。
お食事は平戸産の新鮮な食材をご堪能下さい。

ホテル彩陽
長崎県平戸市岩の上町１１２３－１ 
☎０９５０-２３-２４８８

●室料１０％OFF（GW、年末年始は除く）

おひとり様からグループ旅行まで旅のスタイルに応じた寛ぎ
の空間でゆったりとした平戸時間をお過ごしください。

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

一部割引対象外商品や対象外期間がございますので、直接ホテル等へご確認ください。
● ホ テル・旅 館

世界的に有名な建築家「黒川紀章氏」総合プロデュース
により露天風呂、大浴場、客室からも、壮大な眺望が満喫
できる設計になっています。

●室料１０％ＯＦＦ（ＧＷ、盆、年末年始は除く）
（同伴者１名まで）

天空の宿 山暖簾（やまのれん）
長崎県佐世保市世知原町上野原３１６ ☎０９５６-７６-２９００

唐津シーサイドホテル
佐賀県唐津市東唐津４－１８２ ☎0955-75-3300

●室料1０％ＯＦＦ（休前日、
ＧＷ、夏休、盆、唐津くんち、
年末年始も含む

佐
賀
▼

長
崎
▼

国際観光ホテル 旗松亭
長崎県平戸市大久保町２５２０ ☎0950-22-3191

●宿泊料１０％ＯＦＦ

露天風呂からは、昇る朝日、平戸城、平戸大橋、平戸瀬戸な
どが望めます。御食事は、平戸産の美味しい物を味わって頂
く為、地産地消・手作りを心がけております。

〈武雄温泉〉ホテル春慶屋
佐賀県武雄市武雄町武雄７４０７ ☎0954-22-2101

●宿泊料1０％ＯＦＦ
（年末年始、ＧＷ、休前日は除く）

●宿泊料平日13,000円、休前日16,800円
（消費税別、入湯税別途 年末年始、GW、盆は除く）

ホテル桜
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1021 ☎0954-42-3000
10階建てのお酒落なリゾートホテルの機能を備えた温泉旅
館。華やかな外館やロビーに対し客室は温泉旅館の落ちつ
いたサービスと雰囲気を醸し出します。

ホテル龍登園
佐賀県佐賀市大和町川上峡温泉 ☎0952-62-3111

●宿泊料１０％ＯＦＦ
（年末年始、ＧＷ、休前日は除く）
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菊池グランドホテル
熊本県菊池市隈府１１４４－２ ☎0968-25-3111

●宿泊料１０％ＯＦＦ

宝泉寺観光ホテル湯本屋
大分県玖珠郡九重町宝泉寺温泉 ☎0973-78-8311

●宿泊料１０％ＯＦＦ

楓乃木
大分県中津市耶馬溪町深耶馬3１89 ☎0979-55-2222

●宿泊料１０％ＯＦＦ
（年末年始、ＧＷ、お盆、
１１月の休前日は除く）

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

山荘天水
大分県日田市天ケ瀬町桜竹601
☎0973-57-2424
天瀬の名滝を一望できる露天風呂、渓流沿いの大浴場、5
棟の異なった造りの家族風呂が有り、温泉三昧の宿です。

●宿泊料５％ＯＦＦ
（休前日、年末年始、ＧＷ、盆は除く）

日田温泉 亀山亭ホテル
大分県日田市隈1－3－10
☎0973-23-2191
筑後川の上流、三隈川の川畔に風流にたたずむ、くつろぎ
の宿。最上階の大浴場から眺める夕日は最高です。

●宿泊料１０％ＯＦＦ
（休前日、年末年始、GW、盆は除く）

一部割引対象外商品や対象外期間がございますので、直接ホテル等へご確認ください。
● ホ テル・旅 館

鹿児島サンロイヤルホテル
鹿児島県鹿児島市与次郎1－8－10 
☎099-253-2020
目の前に桜島が一望できます。七色に移り変わる桜島の雄
姿は一見の価値があります。

●室料１０％ＯＦＦ

指宿海上ホテル
鹿児島県指宿市十二町３７５０ ☎0993-22-2221

●宿泊料１０％ＯＦＦ

宮
崎
▼

鹿
児
島
▼

ルートイングランティアあおしま太陽閣
宮崎県宮崎市青島西1ー16ー2 ☎0985-65-1531

●宿泊料金1泊2食付
１０％ＯＦＦ

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
熊本県熊本市中央区東阿弥陀寺町２ ☎096-354-2119

●室料（ベストフレキシブル
レート）１０％ＯＦＦ

〈人吉温泉〉清流山水花 あゆの里
熊本県人吉市九日町３０ ☎0966-22-2171

●宿泊料１０％ＯＦＦ
（休前日、GW、盆、正月は
除く）（会員様のみ）

宮崎観光ホテル
宮崎市松山1－1－1
☎0985-32-5920
宮崎市の中心大淀河畔に位置し、観光・ビジネスの拠点と
して最適。天然温泉露天風呂も好評です。

●規定料金１０％ＯＦＦ

ザ・ニュー ホテル 熊本
熊本県熊本市西区春日1－13－1 
☎096-326-1111
熊本駅から徒歩2分。
新幹線ご利用で博多⇒熊本間、最速33分！
泊まって、食べて、寛ぎのひと時をお過ごしください！ 

●室料１０％ＯＦＦ

ANA ホリデイ・インリゾート宮崎
宮崎市青島1－16－1 
☎0985-65-1555
太平洋が一望できる温泉リゾートホテルです。
おくつろぎのひと時を思う存分お楽しみください。 

●宿泊料5％ＯＦＦ

竹楽亭
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3208－1
☎0967-67-1212
全室露天付き総離れの宿。お食事も個室でお気がねなく、
ゆっくりとお楽しみいただけます。

●宿泊料１０％ＯＦＦ（ＧＷ、正月は除く）

阿蘇プラザホテル
熊本県阿蘇市内牧1287 
☎0967-32-0711
内牧温泉は阿蘇最大級の温泉地で、ホテルから阿蘇五岳
や外輪山が眺められます。

●宿泊料１０％ＯＦＦ

〈天草本渡温泉〉
ホテルアレグリアガーデンズ天草
熊本県天草市本渡町広瀬９９６
☎0969-22-3161

南国の海と空を満喫できる温泉リゾートです。天草の山海
が育てた新鮮な食材を使った料理をご堪能ください。

●宿泊料１０％ＯＦＦ
（12/30～1/3、4/29～5/7、8/10～8/15は除く）

カフーリゾートフチャクコンド・ホテル
沖縄県国頭郡恩納村字冨着志利福地原246－1
☎098-964-7000

●室料20％ＯＦＦ

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

ペンションくりーむはうす
熊本県阿蘇郡高森町高森3096ー1
☎ 0967-62-3090
阿蘇の自然に包まれた、のんびりした家庭的なペンションで
す。ドライブがてらのんびりお過ごしください。

●室料１０％ＯＦＦ（GW、盆、正月は除く）

沖
縄
▼

かやうさぎ 

日田の奥座敷にひっそりと佇む湯宿。明治に建てられた母
屋はどこか懐かしく郷愁にかられます。
とんとんと湧く源泉はとろみのある炭酸水素塩泉・塩化物
泉。女性には嬉しい美人湯です。
地元野菜を中心とした本格会席は旬の味をより吟味し素
材の持ち味を大切に手をかけ丁寧に調理致しております。

大分県日田市高瀬琴平１５２９－１
☎０９７３-２６-００２２

●宿泊料５％OFF（休前日、年末年始、GW、盆は除く）（同伴者のみ）

大
分
▼
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一部割引対象外商品や対象外期間がございますので、直接ホテル等へご確認ください。
● ホ テル・旅 館

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。
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山
口
▼

上記ホテルについてのご優待は公式WEBサイトまたは電話限定となります。

空室状況・曜日等によりご優待価格が異なります。
あらかじめご了承願います。
お電話の場合はご予約時に博多大丸カード会員の旨、アカウント＆パスワード
を必ずお伝えください。スマートフォンをお持ちの方は下記のQRコードをご利用
ください。

ご予約方法
① https://www.fujita-resort.com/ にアクセス
②画面を下にスクロールし、お好きな施設の「キャンペーンアカウントをお持ちの
方」をクリック
③「キャンペーンログイン」画面からご契約法人の「アカウント」「パスワード」を
入力し、「ログインして進む」をクリック
※博多大丸カード会員様のアカウント「3006」

パスワード「3006」となります。

藤田観光㈱が運営する以下の宿泊施設を優待価格でご利用いただけます。
● 藤 田 観 光 リゾート

〈湯田温泉〉ホテルニュータナカ
山口県山口市湯田温泉２－６－２４ ☎083-923-1313

●室料１０％ＯＦＦ

岩国国際観光ホテル
山口県岩国市岩国１－１－７ ☎0827-43-1111

●室料１０％OFF
（休前日、GW、盆、正月を除く。）

福岡市中央区大名2－６－60
☎092-771-7171

福岡市中央区天神2－2－43
☎092-752-5555

福岡市中央区天神１－１６－１
☎092-712-5858

福岡市中央区渡辺通４ー７－１
☎092-713-5454

北九州市小倉北区米町１－４－１１
☎093-511-5454

北九州市八幡西区黒崎３－１５－３
☎093-645-5454

大分県別府市北浜２－１０－４
☎0977-26-5151

沖縄県那覇市久米２ー３ー１３
☎098-869-5454

東京都中央区日本橋小舟町１５－１８
☎03-5643-5454

東京都新宿区西新宿７－２３－２
☎03-3367-5454

東京都大田区西蒲田７－４９－５
☎03-3732-5454

愛知県名古屋市中区錦2－10－12
☎052-209-5454

高知県高知市はりまや町１－１－３
☎088-875-5454

福岡市博多区博多駅前1－17－6
☎092-413-5454

愛知県名古屋市中区錦3－4－3
☎052-963-5959

東京都中央区銀座4－9－2
☎03-6731-5555

鹿児島県鹿児島市中央町11
☎099-210-5555

京都府京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町509
☎075-708-5757

北海道札幌市中央区北4条西5－1－2
☎011-208-5555
 2021.2.1 OPEN

・Nordisk Village Goto Islands

・十和田ホテル

・箱根小涌園天悠

・伊東小涌園

・伊東緑涌

長崎県五島市富江町田尾1233
☎050-3504-9956

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔
☎0176-75-1122

神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
☎0465-20-0260

静岡県伊東市広野2－2－5
☎0465-20-0026

静岡県伊東市広野2－2－5
☎0465-20-0027

● 西鉄ホテルズ・ネットワーク ●宿泊代１０％OFF

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

● WHGホテルズ ●室料１０％OFF　

予約センター 0120-058-849
受付時間9時～18時（土曜9時～13時、日祝日は除く）

・ワシントンホテル

・ホテルグレイスリー

山形七日町・仙台・山形駅西口・郡山・会津若松・いわき・燕三条・浦和・木更津・秋葉原・
新宿・東京ベイ有明・立川・横浜伊勢佐木町・横浜桜木町・関西エアポート・宝塚・広島・
キャナルシティ福岡・佐世保

札幌・銀座・田町・新宿・浅草・京都三条・那覇・ソウル・大阪なんば

「ワシントンホテル」は、ビジネス前線基地として、居心地の良さを追求していきます。
「ホテルグレイスリー」は、旅の感動拠点として五感を刺激する空間デザイン、女性スタッフの感性を
取り入れたアメニティやアテンダントによる地元情報の提供などを通じて、旅を豊かに彩っていきます。

●ご優待料金

・西鉄グランドホテル

・ソラリア西鉄ホテル福岡

・西鉄イン福岡

・西鉄イン天神

・西鉄イン小倉

・西鉄イン黒崎

・西鉄リゾートイン別府

・西鉄リゾートイン那覇

・西鉄イン日本橋

・西鉄イン新宿

・西鉄イン蒲田

・西鉄イン名古屋錦

・西鉄イン高知はりまや橋

・西鉄ホテル クルーム 博多

・西鉄ホテル クルーム 名古屋

・ソラリア西鉄ホテル銀座

・ソラリア西鉄ホテル鹿児島

・ソラリア西鉄ホテル京都プレミア 三条鴨川

・ソラリア西鉄ホテル札幌



23 24
ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。
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盟
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ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

・ホテルブランド
ザ キャピトル･セルリアンタワー･東京ベイ東急ホテル・横浜ベイホテル東急･三島･京都･金沢･
名古屋･白馬･下田･蓼科･宮古島･伊豆今井浜･グランデコ

・エクセルブランド
札幌･渋谷ストリーム･赤坂･二子玉川･富山･渋谷･羽田･大阪･博多･松江

・提携ホテル
ザ パークフロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャパン･ヴィアーレ大阪

・REIブランド
札幌･新橋愛宕山･渋谷･大森･吉祥寺･川崎キングスカイフロント･横浜･上田･長野･名古屋栄･
新大阪江坂･大阪･高松･松山・熊本･鹿児島･神戸三宮･神戸元町･広島･博多･那覇

上記ホテルについてのご優待はＷｅｂ予約限定となります。

空室状況・曜日等によりご優待価格が異なります。あらかじめご了承願います。

ご予約方法

Ｗｅｂサイト　東急ホテルズ法人　検索　 ⇒東急ホテルズ法人予約サイトへ

⇒右上の契約法人メニュ－へ　⇒法人会員番号301501528

⇒パスワード「daimaru」と入力してご予約ください。
＊操作方法について不明な点がございましたら、福岡予約センター(092)262-1099へ
  お問い合わせください。受付時間9時～18時(土曜、日祝日は除く)

● 東 急 ホ テル ズ ●法人会員料金

九州の旬 博多廊
福岡市中央区大名1－1－38 サウスサイドテラス5F
☎092-687-5656
九州に誕生して十余年。九州各地の旬の食材を取り入れ
たお料理がご堪能いただける和食店です。

●ファーストドリンク1杯サービス
（一部のドリンクを除く）（同伴者5名まで）

〈ロシア料理〉ツンドラ
福岡市中央区大名２－７－１１ ☎092-751-7028

●5％OFF

桜坂観山荘
福岡市中央区谷1ー3ー20 ☎092-721-5588
新鮮な魚介と旬の食材でおもてなしする近代料亭。夜景が
美しい高台のロケーション・和モダンな落ち着いた雰囲気を
満喫ください。

●ソフトドリンクまたはグラスワイン1杯
サービス（同伴者1名まで）

ステーキラウンジ煉
福岡市中央区今泉1ー18ー25季離宮上2F ☎092-737-1773

●ファーストドリンク1杯サービス
（一部のドリンクを除く）

森に包まれた都会の離れ「季離宮」二階。佐賀牛を中心に
九州各地より厳選した上質の黒毛和牛の鉄板焼コースを
お楽しみください。

博多割烹 かじ本店
福岡市博多区中洲2－3－11 ☎092-291-2219
博多中洲で、創業61年。ふぐ・イカ・オコゼ・・・・玄界灘直
送の天然活魚を豊富に取り揃えております。

● 飲 食
一部対象外商品がございますので、直接加盟店へご確認ください。

あわび亭（博多味名所）
福岡市東区御島崎2ー15ー27 ☎092-663-4433

●飲食料5％OFF
（コースメニューのみ）

● ダイワロイヤルホテル
あなたに最適なホテルがきっと見つかるゆったりと過ごす
リゾートライフ。
ダイワロイヤルホテルズは日本各地のリゾートを愉しんで
いただくために心をこめたおもてなしでお迎えいたします。
あなたが満足できるリゾートホテルがきっと見つかるはず
です。

・Active Resorts 福岡八幡 （北九州八幡ロイヤルホテル）
福岡県北九州市八幡東区枝光1－1－1 ☎093-662-1055

・Royal Hotel 宗像（玄海ロイヤルホテル）
福岡県宗像市田野1303 ☎0940-62-1600

・Hotel & Resorts SAGA-KARATSU（唐津ロイヤルホテル）
佐賀県唐津市東唐津4－9－20 ☎0955-72-0115

・Hotel & Resorts BEPPUWAN（別府湾ロイヤルホテル）
大分県速見郡日出町大字平道字入江1825 ☎0977-72-9600

・Active Resorts 霧島（霧島ロイヤルホテル）
鹿児島県霧島市霧島田口2703－5 ☎0995-57-2111

●室料２０％OFF　

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

多謝（トーチェ）
福岡市中央区小笹５－２０－１ ☎０９２-５２２-７１０７
植物園正門すぐ前、緑に囲まれた大人の隠れ家で特別な
時間をお過ごしください。

●フカヒレの姿煮込みの入ったお一人様
10,000円（税別）のコースを8,000円（税別）に
（但し4名様からの予約）（2日前までに要予約）

じんぎすかん 羊の和。
福岡市博多区住吉３ー５－２ ☎０９２-２７１-３３３７

●お一人様3,000円（税別）以上のご利用で
10％OFF（会員様のみ）

やわらかなラム肉のジンギスカン専門店。ジューシーで旨み
が濃くヘルシーなラム肉を満喫。店内は程よい広さでお
ちつける雰囲気あり。カウンター席、掘りごたつも完備。
のんびりラム肉ジンギスカンを楽しめます。

福
岡
▼

●自家製辛子たかな1点プレゼント
（ランチメニューは除く）
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加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス ステーキの店 牛車

福岡市中央区薬院４－３－１3 ☎092-522-0368
定休日：水曜日

〈寿司〉やま中
・本店

・オリエンタルホテル福岡 博多ステーション店
福岡市中央区渡辺通２－８－８ ☎092-731-7771

福岡市博多区博多駅中央街オリエンタルホテル福岡 博多ステーションＢ１F
☎092-475-9153

●食前酒1杯サービス

福
岡
▼

福
岡
▼

● 飲 食
一部対象外商品がございますので、直接加盟店へご確認ください。

●ドリンク1杯サービス（ディナータイムのみ、
一部のドリンクを除く）（同伴者1名まで）

鮨 しゅ藤
福岡市博多区網場町5ー９ ☎０９２-２７２-１３２４

玄海灘、有明海産を中心に天然ものにこだわっております。
楽しい食事の時間を過ごせるよう、心掛けております。

●テイクアウトコーヒー１００円ＯＦＦ（会員様のみ）    

豆香洞コーヒー 博多リバレインモール店　　
福岡市博多区下川端町３－１－Ｂ２Ｆ ☎０９２-２６０-９４３２
オーナー焙煎士は初代焙煎世界チャンピオン。
手仕事による丁寧な味づくりを心がけています。
コーヒー好きな方へのギフトにも喜ばれています。

●バイキング1,600円（税込）（会員様のみ）

バイキングレストラン農「みのり」　
福岡市早良区椎原１２０３　☎０９２-８０４-２６４０
昭和39年創業のみはる荘の職人が作る
名物鶏料理と地元野菜を使ったバイキングです。

●ドリンク1杯サービス（ディナータイムのみ、
一部のドリンクを除く）（同伴者３名まで）

ビストロ ミツ
福岡市中央区薬院２－１６－１１－１Ｆ　☎０９２-７１３-５２２７　
旬の食材にこだわり、“おいしい食感”を生み出します。
その季節にしか味わえないお料理を、ぜひお試し下さい。

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

黒毛和牛よりもヘルシーとされる「あか牛」を中心にご提案し
てます。

●食事代１０%OFF（飲み物は除く）

レストラン・ケヤキ
福岡市博多区中洲４－６－７ 博多エクセルホテル東急2F
☎０９２-２６２-６２１９

●ドリンク１杯サービス（ディナータイムのみ、一部のドリンク
を除く）（同伴者３名まで）

ＢＩＳＴＲＯ ＳＡＩＤＡ
福岡市博多区上呉服町１１－１７－１Ｆ ☎０９２-２８２-３３９３

鮮度の良い上質な食材を使った、美味しいフレンチを気軽にお楽しみ
いただけます。シェフこだわりのおまかせコースをぜひ。

・本　店
福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル地下２階
☎092-761-0510・天神店

本場中洲で30余年、もつ鍋専門店です。鮮度のよい柔らか
な国産モツを秘伝のだしで炊いたもつ鍋をご賞味ください。

●デザート１点サービス

もつ鍋笑楽

福岡市中央区西中洲11-4笑楽ビル
☎092-761-5706

・天神VIORO店
・本　店
・西新店
・高宮店

福岡市中央区天神2-10-3天神VIORO B2F
☎092-725-1155

福岡市博多区那珂6-1-37 ☎092-292-7668
福岡市早良区西新4-1-1PRALIVA B2F
☎092-821-6768
福岡市南区野間1-1-1 1F ☎092-555-2075

スペシャルティコーヒー界の草分け的存在。独自の買い付け
ルートにより、世界トップのコーヒー豆をお届けしています。

●コーヒー豆1,000円以上（税別）お買いあげの方にコーヒーバック
（Royal Blend）１枚プレゼント

ハニー珈琲

かに通博多店
福岡市中央区大名1－8－22 ☎092-741-1234
昭和49年創業のかに専門店。厳選されたカニを北海道よ
り。254席。宴会から個室・テーブル席まで充実しております。

●ワンドリンク1杯サービス
（一部のドリンクを除く）

〈博多水炊き元祖〉水月
福岡市中央区平尾３－１６－１４
☎092-531-0031
初代 林田平三郎氏が生み出した元祖の味を吟味しながら
代々受け継いできた水炊き発祥の店です。

●食前酒1杯サービス

●飲食代５％OFF（但し一部のメニューを
除く）（同伴者１名まで）

hus （ヒュース）
福岡市中央区天神２－１０－３ＶＩＯＲＯ７階 ☎０９２-４０６-６６０８
地元九州の新鮮な食材をふんだんに使用したイタリア料理や
色とりどりの自家製生パスタをご提供いたします。専属パティ
シエが作るこだわりのドルチェも豊富にご用意しております。

●飲食代５％OFF
（但しコース料理のみ）（同伴者１名のみ）

不思議香菜 ツナパハ
福岡市中央区大名２－１－５９大産西通ビル５階
☎０９２-７１２-９７００
天神西通りのスリランカレストラン。名物のカリーは全国の
カレーファンから長年愛されている逸品。

創業から約半世紀の黒毛和牛炭火焼専門店ステーキの店
牛車。厳選した九州産黒毛和牛をお客様に提供いた
します。

Ｌennox’s cocktail＆wine
福岡市中央区春吉１ー7ー18ー2F
☎092-791-3637　

●お一人様3,500円以上のご利用で消費税サービス
（現金払いに限る）クレジット払いは、５％OFF（同伴者）

15:00～25:00まで営業する大人の隠れ家的街の酒場。
太宰府の名店より取り寄せる水出し珈琲や、ウィスキー・
カクテル・ワインも充実。

●ソフトドリンク、グラスワイン､アイスクリーム、シャー
ベットの内、１点サービス（ランチ及びハンバーグは除く）
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佐世保バーガービッグマン
京町本店
長崎県佐世保市上京町7ー10
☎0956-24-6382
1970年創業。
自家製ベーコンにとことんこだわった元祖ベーコンエッグ
バーガー発祥の店です。

●飲食代金5%OFF
（ハンバーガー又はサンドイッチを1,080円以上（税込）お買いあげの方）

福
岡
▼

加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

鴨料理 さとう別荘
福岡県小郡市小郡１２８１
☎０９４２-７２-３０５７

●コース料理５％OFF
（飲み物は除く）（同伴者３名まで）

天然鴨を使った鴨料理です。建物は大正末の築、お庭を
中心に配置されたお座敷で贅沢な気分でご堪能ください。

福
岡
▼

● 飲 食
一部対象外商品がございますので、直接加盟店へご確認ください。

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

〈日本料理〉とり市
福岡市西区愛宕３－１－６ ☎092-881-1031
春は白魚、夏は稚あゆとおこぜ、秋は松茸、冬はふぐ。室見
川に面した個室で季節の日本料理をお楽しみください。

●会員様のみ、特製橙酢じょうゆ１本
（300ml）プレゼント

〈日本料理〉味三秀
福岡市西区愛宕３－１－６－2Ｆ ☎092-883-0808

●会員様のみ、
アフターコーヒーサービス

●グラスワイン又はドリンク１杯サ―ビス
（会員様のみ）（ランチセットご注文の方）

巨峰ワイナリー内 森のレストラン・ホイリゲ
久留米市田主丸町益生田246－1 ☎０９４３-７２-２８７７
巨峰ワイナリーにあるレストラン。見晴らしの良い店内で
生ワインや果実ワインを片手に料理を愉しんで下さい。

●グラスワイン１杯サービス（会員様のみ）
（税込み2,000円以上お買上の方、但し
ヴィンテ－ジワインを除く）

巨峰ワイナリー内 ショップみのう
久留米市田主丸町益生田246－1 ☎０９４３-７２-２３８２
地元の果物を原料に醸した果実ワインと景色が魅力。敷地内
のブドウ畑や雰囲気のある地下の貯蔵庫の見学が出来ます。

●ランチ１００円OFF。ディナー、ドリンク１杯
サービス（但し一部のドリンクを除く）
（クレジット払い１,０００円（税込）以上可）

インド料理 スラージ 天神本店
福岡市中央区天神1ー１５－３天神水鏡天満宮横丁
☎０９２-７１４-７１７６
インドの空間溢れる中で約２０種類以上使ったカリーや炭火焼
ナンやタンドリーチキンは、絶品ですのでご賞味くださいませ。

うきは 里楽
福岡県うきは市浮羽町新川３９１８－１ 
☎０９４３-７７-２２７５
里楽（リラク）は福岡県うきは市の山間にある築160年の
古民家をリノベーションした空間で、ゆったりと寛いでいた
だけるお店です。囲炉裏焼きのコースやジビエ料理が楽し
めます。

●お食事ご利用の方に限り、５％OFF
（同伴者４名まで）営業日（金・土・月）（日曜祝日のみ要予約）事前にご確認下さい

●コース料理ご注文の方、ドリンク１杯サービス
（ディナータイムのみ一部のドリンクを除く）（同伴者２名まで）

フランス料理レストラン シェ・ワシズ
久留米市櫛原町５５－１
☎０９４２-３６-０４３３

本格フランス料理をリーズナブルに提供。野菜をふんだん
に使用、季節感や食材本来の旨味を大事にしたコース
料理が自慢です。

オリジナル割烹 匠司
久留米市東町５－２井手ビル１F
☎０９４２-３０-６７３３

●お一人様、ディナー４,０００円（税別）以上のお食事をご注文の際
ウーロン茶、1杯サービス（同伴者３名まで）

割烹料理が楽しめるお店です。
気取らず、気軽に食する和食を求めています。
素材のうまさを活かし、アットホームなお店です。

クイーンクックカフェ
福岡県飯塚市大日寺１５７４－２
☎０９４８-２５-４８８８

●お食事ご利用の方（ランチディナー）１０％ＯＦＦ（同伴者１名のみ）

八木山峠沿いにある、民宿をリノベーションしたカフェ。
1階の店内には景色を見ながらお食事出来るカウンター席、
ゆったり座れるソファー席、個展などが出来るギャラリース
ペースがあり、2階には、全面ガラス張りの景色のいい展望
部屋、ギャラリースペースがあります。

札幌かに本家 福岡那の川店
福岡市南区那の川２－１－１
☎092-534-0505

●5％OFF（12/1～1/10は除く）

新鮮な魚介を中心に自家栽培の有機野菜やお肉料理など手作りに
こだわったイタリア料理をお楽しみ頂けます。

●ドリンク1杯サービス（ディナータイムのみ、一部の
ドリンクを除く）（同伴者3名まで）

PUNTO MARE  プントマーレ
福岡県那珂川市中原2－151 ブレイズ博多南Ｂ号
☎092-953-0141

Ｎeｗ Pond ～創作料理とお酒のお店～
福岡市博多区博多駅東3－13－33－１F
☎092-472-5677
当店は全てひと手間・ひと工夫を凝らした手作りを提供して
おります。和・洋・中、様々な料理を温かい空間で味わってい
ただき、ほっこりと幸せな気分になっていただければ…
「食」とは、人を良くすると書きます。カラダもココロも元気に
なる料理を皆様に提供したい…そんな思いです！

●飲食代10%OFF（同伴者3名まで）
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一部対象外商品や対象外期間がございますので、直接加盟店へご確認ください。
● ゴ ルフ

福
岡
▼

有田ゴルフガーデン
福岡市早良区有田５－１９－３５ ☎092-801-2828

●プリペイドカードが
メンバー価格

浮羽カントリークラブ
うきは市浮羽町新川4094
☎0943-77-8585
杉本 英世プロ監修コース。コースは戦略性が高く、バラエ
ティに富んだホール構成です。

●平日6,000円（税込）土日祝9,000円（税込）
（特別料金期間は除く）

九州ゴルフ倶楽部 八幡コース
北九州市八幡東区大字小熊野1467
☎093-652-2221
大いなる自然との一体感を謳歌する、個性に富む18ホー
ル。ゴルフの醍醐味を極めてください。

●平日15,900円（税込）
土・日・祝20,300円（税込）

変化に富んだ18ホール、静かな山里の本格コースで、初
心者から上級者まで、思いっきりゴルフを満喫してください。

●平日通常料金より500円OFF
（詳しくはゴルフ場へお問い合せください）

若宮ゴルフクラブ
宮若市乙野１１２１
☎0949-54-0595

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

折尾スターレーン
北九州市八幡西区折尾5ー1ー5 ☎093-601-3900

●貸靴代無料
（同伴者4名まで）
（予約・大会時は除く）

サンテニス有田
福岡市早良区有田５－２２－３ ☎092-862-1008

●オートテニスボール料
30％OFF（同伴者2名まで）

コースはフラットで本格的なパー３コース。予約なしのフリー
スタート制なのでどなたでもお気軽にご利用いただけます。

●ビジター料金を、法人無記名会員料金
（会員様のみ）

大岳ショートコース
福岡市東区大岳４－３－１
☎０９２-６０３-０４８８

ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
糸島市富８３８
☎092-324-5333
福岡都心直結のゴルフリゾート。気品と戦略性を兼ね
備えた18ホールをお楽しみください。

●特典料金
（詳しくはゴルフ場へお問い合せください）

佐
賀
▼

佐賀ロイヤルゴルフクラブ
佐賀県唐津市相知町相知2548ー1
☎0955-62-2070

●特典料金・食事付（月曜日は除く、
詳しくはゴルフ場へお問い合せください）

福
岡
▼

●● カルチャー・レジャー

〈ボウリング〉パピオボウル
福岡市博多区千代１－１５－３０ ☎092-633-2500

●ボウリング1ゲーム
50円OFF（同伴者4名まで）

〈スケート〉パピオアイスアリーナ
福岡市博多区千代１－１５－３０ ☎092-633-2468

●スケート200円OFF
（同伴者4名まで）

熊
本
▼

九州ゴルフ倶楽部 小岱山コース
熊本県荒尾市金山字丸山2001 
☎0968-68-0100
プレーヤーを魅了するコースバリエーションは、チャレンジスピ
リットをかきたてます。

●キャディ付/平日9,650円（税込）、土・日・祝14,500円（税込）
セルフ/平日8,100円（税込）、土・日・祝11,750円（税込）
（4バッグ料金）

●乗馬スクール3,500円（税別）、レンタル装具料
1,500円（税別）保険料別途210円（非課税）、要予約

乗馬クラブ
･クレイン福岡
福岡市東区西戸崎１－１－７
☎092-603-6255

大分県由布市湯布院町塚原1240ー25
☎0977-85-3400

･クレイン湯布院

WITHIN STYLE ゴルフクラブ
佐賀県多久市北多久町大字小侍1803ー1 ☎0952-75-5151

●特典料金
（詳しくはゴルフ場へ
 お問い合せください）

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

桃園シティボウル
福岡県北九州市八幡東区桃園２－１－２０
☎０９３-６７１-７５６６

●一般料金の５０円ＯＦＦ（同伴者3名まで）     

地域最大級の48レーン！お得なパック料金も充実してます！
詳しくはHPをご覧下さい。 
http://mz-citybowl.com/

玉名カントリークラブ
熊本県玉名市石貫3987 
☎0968-74-9111
2005年第73回日本プロゴルフ選手権大会開催コース。
完全セパレートタイプでフラットな設計となってます。

●オンシーズン ： 3～6月・9～12月/平日11,900円（税込）、土日祝17,400円（税込）
オフシーズン ： 7～8月・1～2月/平日10,900円（税込）、土日祝16,400円（税込）
（4バッグ料金、キャディー付、カート付）※詳しくはゴルフ場へお問い合せください。
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ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

福
岡
▼

福
岡
▼

●● カルチャー・レジャー

●西鉄旅行カウンターで、博多大丸カードをご利用の上、旅行代金をクレジット決済
でお支払いいただくと、税込100円につき、大丸ポイントが3ポイント付与されます。
（注）西鉄旅行主催国内・海外パック旅行の基本代金がポイント付与の対象となり
ます。（詳しくは西鉄旅行へお問い合せください。）

西鉄旅行
福岡市中央区天神2ー11ー2 ☎092-741-4952
天神支店

加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

柳川観光開発株式会社／
松月乗船場
柳川市三橋町高畑329
☎0944-72-6177
水郷柳川の川下りへようこそ。北原白秋ゆかりの松月乗船
場、ここは川下り観光の原点です。

●柳川川下り 通常料金10%OFF（乗合船に限る）

福岡タワー
福岡市早良区百道浜２－３－２６
☎092-823-0234
“福岡のシンボル”として親しまれる福岡タワーは、全高234
ｍの高さ。展望室からの眺望は昼夜を問わず絶景の一言。
塔体に輝く四季折々のイルミネーションも必見です。

●展望料10％OFF（同伴者4名まで）

中州はかた舟
福岡市中央区西中洲４－６ リップビル202 ☎092-734-0228
博多の情緒にふれながら、川の流れのように、ゆったりとした
時間を過ごせます。

●乗船代+料理代１０％OFF（飲酒代は除く）

マリンワールド海の中道
福岡市東区西戸崎18－28 ☎092-603-0400
展示テーマは「九州の海」。
生きものも、彩りも、スピードも、県ごとに表情を変える。
いろいろな海の世界と出会いませんか。

●高校生以上150円OFF、
中学生以下100円OFF（本人含む5名まで）

筥崎宮 神苑 「花庭園」
福岡市東区箱崎１－２２－１ ☎０９２-６５１-１６１１

●入園料、優待料金（季節によって異なります）
料金、花の開花状況については、事前に
ご確認ください。（会員様のみ）

冬ぼたん（1月～２月上旬）。ぼたん・しゃくやく（4月上旬～５
月上旬）。ゆり（６月）。この時期にお花をお楽しみ頂けます。

北原白秋生家・記念館
柳川市沖端町５５－１
☎０９４４-７２-６７７３

●入館料５０円OFF（会員様のみ）

詩聖・北原白秋の生家は、土蔵造りで当時の日本の商家
の暮らしぶりが偲ばれます。敷地内の記念館には、白秋関
連の資料をはじめ柳川の歴史民俗に関する資料が展示さ
れています。

佐
賀
▼

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

太刀洗レトロステーション
福岡県朝倉郡筑前町高田４１７－３
（甘木鉄道太刀洗駅舎）
 ☎０９４６-２２-２６８６

●入場料１００円ＯＦＦ
（同伴者４名まで）

昭和14年（１９３９年）に建てられた「太刀洗駅舎」。
当時のままを利用した資料館。昭和の生活道具を
展示。昔の息づかいまで聞こえてきそうな昭和館です。
戦時下のままの状態で残る「線路地下道」もあります。

●フルーツ狩り１０％ＯＦＦ（但し狩りとり時期条件あります。事前にご確認ください）
（同伴者4名まで）

うきは 春光園
福岡県うきは市浮羽町山北１４８１－４
☎０９４３-７７-４１１８
大自然の中、有機栽培した美味しい果物です。
ぜひ果物狩りへお出掛け下さい！

●中学生以上１００円ＯＦＦ（同伴者４名まで）毎週、月、火、休館日但し､祭日は、開館
冬季（１２月から２月）は、休館（事前にご確認下さい）

音楽館
福岡県朝倉市黒川１４９４　☎０９４６-２９-０３４５
館長が長年にわたり収集した展示品2,000点以上。エジソ
ンのロー管式蓄音機、ビクター、ビクトローラークレデンザ
（試聴可）。特別視聴室、オーディオルーム（要予約）には、
往年のアナログ機材使用。マッキン、マランツ、パラゴン
等々で試聴できます。あなたも「思い出探しの旅へタイムス
リップ」してみませんか・・・。

西日本新聞TNC文化サークルが運営するカルチャーセンター。
語学、絵画、ダンスなど300講座をご用意しています。

アイ＆カルチャ天神
福岡市中央区天神4－3－20 ノース天神8Ｆ
☎092-721-3200 

●会員様のみ入会金無料

アイ＆カルチャ久留米
久留米市天神町8 リベール6Ｆ
☎0942-34-4744

●入館料、一般（高校生）以上５０円OFF（会員様のみ）

「博多町家」ふるさと館
福岡市博多区冷泉町６－１０ ☎０９２-２８１-７７６１
明治中期の町家を中心とした、古きよき時代の「博多」の
暮らしや歴史、文化を体感できる観光施設。毎日行われて
いる博多織の他、日替わりで博多人形、博多曲物、博多
独楽、博多張子の実演見学、絵付け体験ができます。

ふれあい動物園ピクニカ共和国
福岡県飯塚市八木山長倉２２８８ ☎０９４８-２６-４８２２

●入園料大人１００円OFF、子供５０円OFF
（同伴者４名まで）

八木山高原の森の中にあるふれあい動物園。約６０種の動物
たちと触れ合ったり、餌をあげたり、ポニーに乗ったりできます。
また夏場は小川での水遊び。通年、キャンプやＢＢＱも楽しめます。

マリンパル呼子
（海中展望船ジーラ・七ッ釜遊覧船イカ丸）
佐賀県唐津市呼子町 　　0120-425194

●乗船料10％OFF
（同伴者4名まで）
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長崎バイオパーク
長崎県西海市西彼町中山郷2291ー1
☎0959-27-1090
カピバラをはじめ、たくさんの動物たちとのふれあいやエサやり
を豊かな自然とともにお楽しみください。

●通常入園料10％ＯＦＦ（同伴者4名まで）

長
崎
▼

長
崎
▼

●● カルチャー・レジャー

中冨記念くすり博物館
佐賀県鳥栖市神辺町２８８―１
☎０９４２-８４-３３３４

●入館料大人・大学生・高校生100円OFF、
中学生・小学生50円OFF（同伴者２名まで）

くすりの歴史と文化に触れることのできる博物館。
隣接する薬木薬草園では約350種類の植物を見ること
ができます。

やまさ海運

・軍艦島上陸周遊コース

長崎市元船町17ー3 長崎港ターミナルビル1F ７番窓口
☎095-822-5002

長崎港の19ｋｍ沖合に浮かぶ端島。
安全運転を最優先にしてご案内いたします。

●乗船料金１０%OFF （但し、別途上陸料310円、要事前予約）

・「観光丸」長崎みなとヘリテージクルーズ
長崎台場跡群を巡りながら、
幕末動乱の時代を歩んだ偉人たちの
熱き思いを体感できます。

●乗船料金１０%OFF（要事前予約）
©ハウステンボス/J-13919

大
分
▼

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

ブーゲンハウス嬉野
佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲１０３－５
☎０９５４-４３-７５４４　http://www.bougain.co.jp

●入場料１０％ＯＦＦ（同伴者４名まで）

25種400本のブーゲンビリアが年間を通して咲く国内
最大級のブーゲンビリア園。頭上を覆うように咲くブーゲンの
トンネルは圧巻。

●入館料高校生以上100円OFF
（同伴者１名まで）

音浴博物館
長崎県西海市大瀬戸町雪浦河通郷３４２－８０
☎０９５６-３７-０２２２
昭和の小学校跡に建つレコードにこだわった音の博物館。
16万枚以上を所蔵。当時の機械を使って聞くこともできる。

長崎歴史文化博物館
長崎県長崎市立山1－1－1
☎095‐818-8366

●団体割引料金（同伴者４名まで）

近世長崎の海外交流史をテーマに長崎の歴史と文化を紹介す
るとともに、長崎奉行所の一部を忠実に復元・整備しています。

平戸オランダ商館
長崎県平戸市大久保町２４７７
☎０９５０-２６-０６３６

●入館料 10％ＯＦＦ（同伴者4名まで）

●入館料 10％ＯＦＦ
（同伴者4名まで）

1639年に築造された日本初の西洋風石造建築物「平戸
オランダ商館石造倉庫」を４世紀の時を超えて復元しました。

松浦史料博物館
長崎県平戸市鏡川町１２
☎０９５０-２２-２２３６
明治26年に建てられた旧平戸藩主松浦家の私邸「鶴ヶ峰
邸」をそのまま利用した博物館。敷地内にある茶室では御
抹茶とともに江戸時代の再現菓子が頂ける。

大分香りの博物館
大分県別府市北石垣48－1 
☎0977-27-7272

●入館料１０％OFF（同伴者4名まで）（但しクレジット1回払いのみ）

世界中の香水、歴史的に貴重な香水瓶、香炉、香料を展
示、さらにオリジナル香水の調合が楽しめます。

日本丸館
大分県日田市豆田町４－１５ 
☎０９７３-２３-６１０１

●入館料５０円ＯＦＦ（同伴者4名まで）

明治20年、15代 昭太郎が特効薬「日本丸」の製造に成功
し、爆発的な人気を呼びました。木造四層三階建ての建物
には、当時の資料や季節ごとに変わる展示が沢山です。
ゆっくりご覧ください。

（公財）日田玖珠地域産業振興センター
大分県日田市三本松２－３－１ 
☎０９７３-２２-３１１５

●２，０００円（税込）以上お買上げ購入金額５％OFF。
お買上げ１０，０００円（税込）以上クレジット払い可（会員様のみ）

日田、玖珠、九重地域の商品が一堂に会する物産館。
お土産をお求めの際はお気軽にお越しください。

●入館料５０円OFF
（同伴者４名まで）

天領日田洋酒博物館
大分県日田市本庄町３－４
☎０９７３-２８-５２６６
20世紀が残した洋酒・ウイスキー・ノベルティの
世界。ウイスキーのテーマパークと呼べる、圧倒
的な数の洋酒関連グッズで人気を誇っています。
また、日本初のミュージアム・バーとして、博物館や
音楽ライブを見渡しながらお酒を楽しむことが
できる、雰囲気漂うバーでもあります。

佐
賀
▼

ポンポコ村ベゴニアガーデン
佐賀県唐津市浜玉町浜崎２７０１
☎０９５５-５６-８５８０

●１グループに１枚記念写真プレゼント
（入園者のみの写真）（会員様のみ）

ベゴニアをテーマにした植物園。直径25cmにもなる球
根ベゴニアや世界中から集めた2,000種類以上のベ
ゴニアを展示・販売中。唐津湾一望のカフェあり。
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●● カルチャー・レジャー 熊
本
▼

●入場料 大人、中・高校生、
小人100円OFF（1家族まで）

阿蘇お猿の里・阿蘇猿まわし劇場
熊本県阿蘇郡南阿蘇村下野７９３ ☎0967-35-1341

久住高原オートビレッジ
大分県竹田市久住町白丹7571ー23 ☎0974-64-3111

●区画サイトのみ
１，０００円（税別）OFF、2区画まで

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

シークルーズ
熊本県上天草市松島町合津6215ー17（ミオカミーノ天草内）
☎0969-56-2458

野生のイルカにあえるクルージングです。

らくのうマザーズ阿蘇ミルク牧場
熊本県阿蘇郡西原村河原3944－1 ☎096-292-2100
熊本市内、遠くは島原半島まで眼下に収める抜群のロケー
ション。搾乳体験やポニーの乗馬、手作り体験や動物のふ
れあいが人気です。もちろん牧場自慢のソフトクリームやグ
ルメも盛り沢山です。

●入場料 ３才以上3５０円（税込）（同伴者３名まで）

阿蘇ネイチャーランド
熊本県阿蘇市内牧1092ー1 ☎0967-32-4196
阿蘇の大自然の中で、非日常体験をしてみませんか。
パラグライダーは初心者の方でも大丈夫！みんなおいでよ!!

●パラグライダー2人乗り操縦体験
当日料金より1,000円OFF
パラグライダー半日体験１０%OFF 体重制限あり
（男性40~80kg、女性40~65kg）（各要事前予約）

・イルカウォッチング

天草松島の多島海と天草五橋が調和して作り出された
絶景を爽快に駆け巡ります。

●乗船料金５%OFF

●乗船料金５%OFF

・天草五橋クルージング

くじゅう花公園
大分県竹田市久住町大字久住４０５０ ☎０９７４-７６-１４２２

●高校生以上100円OFF/5才以上50円OFF
（冬季休園有・くじゅう花公園へご確認ください）
（同伴者４名まで）

九州の中心に位置する雄大な久住高原。そこに広がる２２
万㎡のくじゅう花公園は、春から秋にかけて500種500万本
の花々が咲き誇り、ゆっくりとした癒しの時間が流れます。

加
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城島高原パーク
大分県別府市城島高原１２３ ☎0977-22-1165

●入園料 中学生以上200円OFF、
4才以上100円OFF（同伴者
5名まで）

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

石ころたちの動物園
大分県速見郡日出町大神６０１８－１ ☎０９７７-７３-１０２８

●入館料５０円ＯＦＦ（同伴者4名まで）

自然の石を、そのままの形で様 な々動物に変えた日本で一つのアート
美術館。背景に社会へのメッセージを込めた愛情溢れる作品の
数々です。併設の庭の動物園も癒されます。

●入洞料１００円ＯＦＦ（１グループのみ）

風連鍾乳洞
大分県臼杵市野津町大字泊１６３２ ☎０９７４-３２-２５４７
神秘が漂う幻惑の地底世界。時がくれた太古からの贈り物。洞内の気温
は、四季を通じて15～16度、夏は涼しく冬は暖かい。竜宮城の中央に
あります競秀峰は洞内最大の石碑です。この広場には大小無数の
鍾乳石群、大変珍しい鍾乳帯があります。

●入館料１００円OFF（会員様のみ）

岩下コレクション
大分県由布市湯布院町川北645－6　　　
☎0977-28-8900
懐かしの昭和レトロ館、世界のヴィンテージバイク２００台・
ヨーロッパステンドグラスと３倍楽しめる複合博物館です。

●入館料中学生以上１００円ＯＦＦ、小学生５０円ＯＦＦ （同伴者５名まで）

九州自動車歴史館
大分県由布市湯布院町川上 ☎０９７７-８４-３９０９　
由布院の中心部に位置する九州自動車歴史館。レトロ
モーターミュージアムには映画、TVドラマなどに使用された
レトロカーを中心に自動車約70台オートバイ約30台ほどを
展示しています。フライトゲームの楽しめる飛行機、合計
１０００曲が収集された懐かしいジュークボックスなど親子
3世代にわたって楽しめる楽しいミュージアムです。

●入洞料１００円ＯＦＦ（同伴者5名まで）

稲積水中鍾乳洞
大分県豊後大野市三重町大字中津留３００
☎０９７４-２６-２４６８
日本最大の水中鍾乳洞9万年前の阿蘇山の大噴火が原因
で水没した世界でも希少な鍾乳洞です。 ●入館料中学生以上780円、小学生340円

（同伴者4名まで）

阿蘇火山博物館
熊本県阿蘇市赤水１９３０－１ ☎０９６７-３４-２１１１
館内には阿蘇カルデラの成り立ち、地形地質日本や世界の
火山などの展示、現在活動中の阿蘇中岳第一火口に設置
したTVカメラから送られてくる映像を生中継。3階の5面マル
チホールでは火山に関する映画を上映中。

標高700ｍの高原地帯にある清和高原天文台は、満天
の星空で神秘の宇宙を体感できます。敷地内には宿泊施
設もあり一晩中星たちと戯れることができます。

●天体観測料１００円ＯＦＦ（同伴者3名まで）
●天文台宿泊料５００円ＯＦＦ（但しお食事付
プランのみ 年末年始、ＧＷ、夏休み、盆は除く）

清和高原天文台
熊本県上益城郡山都町井無田１２３８－１４ ☎０９６７-８２-３３００

知覧武家屋敷庭園
鹿児島県南九州市知覧町郡13731ー１ ☎０９９３-５８-７８７８

●入園料 ５０円OFF（会員様のみ）

薩摩の小京都と呼ばれる知覧。今も残る武家屋敷は、質実
剛健な薩摩武士の生き様を伝える重厚な石垣に青 と々した
生垣が映える本馬場通り。現存する武家屋敷は国の伝建
地区に選定され７つの庭園は国の名勝に指定されており、
日本遺産として登録されています。



37 38

福
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● 自 動 車 学 校

マイマイスクール笹丘
福岡市中央区笹丘１－２８－７４ 　　0120-010188 

●授業料
普通車3,000円OFF

福岡市自動車学校
福岡市東区下原5ー884 ☎092-681-2531

●教習料金　
200,000円以上5,000円OFF
200,000円未満3,000円OFF　

マイマイスクール花畑 ●授業料
普通車・準中型・中型車
3,000円OFF、
自動二輪2,000円OFF

●普通車 教科書（3,300円）・
写真（1,000円）サービス
二輪車 教科書（1,000円）・
写真（1,000円）サービス

福岡市南区花畑4ー8ー1 　　0120-010144

福岡県自動車学校
FUKUOKAKEN DRIVING SCHOOL
福岡市城南区田島６－１２－２６ 　　0120-386-455

●基本料金
普通車5,000円OFF、
自動二輪3,000円OFF

姪浜ドライビングスクール
福岡市西区姪の浜１－１－６７ ☎092-881-1234

西鉄自動車学校 ●教習料金
普通車5,500円（税込）OFF
二輪車3,300円（税込）OFF大野城市山田３ー１２ー１ 　　0120-00-8341

レインボーモータースクール福岡 ●教習料3,000円OFF
粕屋郡新宮町美咲１－５－５３ 　　0120-117-250

南福岡自動車学校 ●基本料金3,000円OFF
（ペーパードライバー及び
審査は除く）大野城市下大利３－２－２０ 　　0120-201-373

おんが自動車学校
遠賀郡遠賀町今古賀81ー5 ☎093-293-2311

●適正検査料 3,300円（税込）OFF、
教科書3,300円（税込）OFF、
写真1,100円（税込）OFF

● 美 容 室・健 康
福
岡
▼

山
口
▼

博多 由布院・武雄温泉「万葉の湯」
福岡市博多区豊2－3－66
☎092-452-4126
由布院と武雄の名湯を博多で。
日帰りからご宿泊まで満喫してください。
（無料シャトルバス運行中）

●通常入館料１0％OFF
（同伴者5名まで、深夜3時以降は別途料金必要）
●大人宿泊料１0％OFF（年末年始、ＧＷ、お盆、特別期間は除く）

源泉野天風呂「那珂川清滝」
那珂川市南面里３２６
☎092-952-8848
那珂川の上流に湧き出る天然温泉。
ゆったりのんびりお寛ぎください。

●入館料 １0％OFF（同伴者5名まで）

天神ほのかマッサージ院
福岡市中央区大名1ー10ー33 東峰マンション大名603
☎092-733-1717

●60分2,000円（税込）

福岡日帰りの旅 まむしの湯
福岡県糸島市二丈吉井２３８０－１
☎092-３２９-３００３

●入浴料１００円OFF（同伴者5名まで）

弘法大氏が平安時代初期、当地でまむしに噛まれて苦しむ
人 を々見て法力で薬水を湧出させ、その水により全快したと
いう伝承のある、古くから伝わる湯処です。

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。
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Hair design RUCE （ヘアー デザイン ルーチェ）
福岡市早良区祖原１４－１ ☎092-841-0660

●技術料１0％OFF

●技術料１0％OFF
フルール・フォー・アムニス
福岡市中央区六本松4ー9ー25 六本松ハウス店舗103号
☎092-724-3435

質の高い検査技術・丁寧な検査後のフォロー・心をこめた
接遇サービスで、満足のいく人間ドックをご提供します。

人間ドックセンターウェルネス天神
福岡市中央区天神1－14－4－4F
（予約）      0120-489-379

人間ドックセンター
ウィメンズウェルネス天神デュアル
福岡市中央区天神1－14－4－7F
（予約）      0120-489-379

●日帰り人間ドック 42，000円（税別）を10％OFF
（詳しくは予約時にお問い合せください）

ウェルネス天神デュアル

ＫＡＷＡＮＯビューティーサロン

●施術料１０％OFF（会員様のみ）

国際ライセンスなど多数の資格を保有、しっかりとした実績を誇る老舗サロン。「なんとなく」では
なく、その人本来の美しさを引き出すための科学的根拠と高い技術で「はっきり」とした変化を
実感して頂けます。

・宇部店
 宇部市文京町4－5１
 ☎0836-39-9931

・周南店
 下松市中央町２１－３ ザ・モール周南店星プラザ２階
 ☎0833-45-1113

・宇部店
 宇部市文京町4－5１
 ☎0836-39-9931

・周南店
 下松市中央町２１－３ ザ・モール周南店星プラザ２階
 ☎0833-45-1113

西日本産業衛生会 福岡健診診療所
福岡市博多区博多駅前2－20－1 大博多ビル6F
☎092-471-1165
“博多区の健康診断専門施設”一般健康診断・人間ドッ
ク・生活習慣病健診・協会けんぽ健診・女性検診・福岡市
がん検診（大腸・胃・子宮・乳・よかドック30・よかドック）を
行っており、婦人科健診（乳がん検診・子宮頸がん検診）
につきましては、レディースルームを完備しており医師を含
め全て女性スタッフで対応しております。ドックの場合は食
事券付。

●人間ドック・各種健診を「博多大丸カード」でお支払いいただくと、
200円（税込）につき2ポイントを差しあげます。

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

福
岡
▼
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・中洲大洋

・KBCシネマ１．２

・kino cinéma天神

・イオンシネマ大野城

・イオンシネマ福岡

・イオンシネマ筑紫野

☎092-291-4058

☎092-751-4268

☎092-406-7805

☎092-502-8787

☎092-938-9666

☎092-918-3030

● 映 画 館 ●会員様のみ、入場料100円～400円OFF（一部の映画を除く）
詳しくは映画館へお問い合せください。

● 美 術 館
福
岡
▼

展覧会開催時間 午前10時～午後６時
（入場は午後５時３０分まで）

休館日 毎週月曜（祝祭日の場合はその翌平日。）

福岡県立美術館
福岡市中央区天神5ー2ー1
☎092-715-3551

●団体割引料金（同伴者1名まで、コレクション展は除く）
割引対象外の展覧会もございますので予めご確認ください

出光美術館（門司）
北九州市門司区東港町2ー3 
☎093-332-0251
門司港レトロ地区にあり、出光コレクションを展示する
美術館です。

●会員様のみ、入館料１００円OFF

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

●団体割引料金（主催展覧会のみ）（会員様のみ）

久留米市美術館
久留米市野中町１０１５
☎０９４２-３９-１１３１
石橋文化センターの四季折々の花に囲まれた美術館です。
2016年に60年の歴史を持つ石橋美術館の活動を引き継ぎ
開館しました。様 な々ジャンルの企画展や、九州の近代洋画を
主軸としたコレクション展を開催しています。　　

福
岡
▼

大
分
▼

●入館料１００円ＯＦＦ（同伴者1名まで）

九州芸術の杜
大分県玖珠郡九重町大字田野１７１２－７０７
☎０９７３-７３-３８１２
阿蘇くじゅう国立公園に隣接する九州芸術の杜は25,000
㎡の広大な自然に囲まれた美術館。場内には水彩画家で
あり俳優の榎木孝明、日本画の大家 後藤純男、大分出身
の洋画家 工藤和男、アクリル画 少路和伸、棟方志功の師 
平塚運一、城本敏由樹、油彩・水彩 野口忠行の7つの美術館
やギャラリー、公園があり絵画を見ながら散策もできます。

由布院ステンドグラス美術館
大分県由布市湯布院町川上2461－3
☎0977-84-5575

●入館料１００円OFF（１グループのみ）

欧州のアンティークステンドグラスを展示した日本初のステンドグ
ラス美術館です。聖ロバート教会と本館ニールズハウスの2棟で
構成されています。

大分県立美術館
大分市寿町２ー１ 
 ☎０９７-５３３-４５００

●団体割引料金（コレクション展・企画展）会員様のみ

「出会いと五感のミュージアム」をテーマにした美術館。多彩
な企画展と大分にゆかりのある作家のコレクション展等をお
楽しみください。

●入館料大人１０％ＯＦＦ（小中学生１０％ＯＦＦ飲物付）
休館日、月・火曜日冬期（12月～2月）事前にご確認下さい（同伴者3名まで）

山里の美術館 共星の里
福岡県朝倉市黒川１５４６－１（旧黒川小学校）
☎０９４６-２９-０５９０
豊かな自然の中に立つ小さな校舎。ノスタルジー感あふれる
風景の中、ドンとたたずむ現代アート！ここは廃校利用の美
術館。国内外のアート作品を常設展に加え年間５本開催。
またワークショップが気軽に楽しめ、木造の昔の講堂はレス
トランに蘇り、一日ゆっくりと時間を忘れ過ごすことができる。
皆さんのココロに響くこと間違いなしです！

佐
賀
▼

陽光美術館・日本庭園「慧洲園」
佐賀県武雄市武雄町武雄４０７５－３
☎０９５４-２０-１１８７　

●美術館庭園共通券一般料金200円OFF
美術館券、庭園券一般各料金100円OFF（いずれも同伴者1名まで）

昭和の小堀遠州と称えられた中根金作の作庭による日本
庭園。茶畑をメインに大小の池や滝などを配し、四季折々の
風情を楽しみながら散策できる。美術館では、中国古陶磁を
中心としたテーマ展示を行っている。

熊
本
▼

島田美術館
熊本県熊本市西区島崎４－５－２８
☎０９６-３５２-４５９７

●入館料１００円OFF（会員様のみ）

宮本武蔵の肖像画など、武家文化を伝える資料や古美術を収蔵。
本館鑑賞後は、様々なアーティストによるギャラリー展示や隣接する
カフェで休息のひと時もおすすめ。
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● 美 術 館
福岡空港駐車場ビッグ・パーキング
福岡市博多区青木１―１４
☎０９２-６２４-３８８８

●駐車料金１００円OFF（会員様のみ、日帰も含む）
（一部国産車・輸入車は要問合せ、要事前予約）（GW、盆、年末年始は除く）

５０0台収容可でセキュリティ対策有！福岡空港まで無料送
迎いたします。（国内線まで約５分、国際線まで約１０分）
年中無休で、朝６時より最終便まで対応してます。

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

● レ ン タ カ ー、車 の 修 理・整 備

加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

鹿
児
島
▼ 雄大な桜島や鹿児島市街地が一望できる丘の上の美
術館。ロダン、シャガール、薩摩焼などの豪華コレクション
も必見です。

長島美術館
鹿児島県鹿児島市武3－42－18 
☎099-250-5400

●常設展入館料２０％OFF（会員様のみ、シニアは除く）

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

トヨタレンタリース福岡

●基本料金より10％OFF（ＰＫ、Ｐ1、Ｗ１、ＴＫ、Ｔ１、HV1のクラスを除く）
（トヨタレンタリース福岡の店舗のみ対象となります。）

予約センター　　  0120-489-446

［北九州地区］
（小倉駅南口店・小倉片野店・北九州空港カウンター店・戸畑店・門司港店・
八幡店・共立大前店・飯塚駅前店・行橋駅前店）

［福岡地区］
（那珂川いちょう通店・ＪＲ原田駅前店・筑紫店・須恵店・古賀店・赤間駅前店・
福岡西店・梅林店・西新店・長浜店・薬院駅前店・福岡空港国際線店・
福岡空港店・博多駅前店・産大前店・大橋駅前店・伊都店・前原店）

［久留米地区］
（甘木店・ＪＲ久留米駅前店・久留米天神店・久留米インター店・
八女店・柳川店）

使いたい時に、使いたい場所でご利用ください。
県内33店舗のスタッフたちが、心よりお待ちしております。
詳しくは予約センターまで。

パ ー キ ン グ

・福岡空港第1営業所

・博多駅博多口営業所

・天神大名営業所

・薬院駅前営業所

☎092-622-1885

☎092-451-0919

☎092-781-5988

☎092-523-7220

ニッポンレンタカー
九州内各営業所（沖縄を除く）お問い合せダイヤル ☎092-622-0181

●基本料金より５%OFF
（一部のクラスを除く。詳しくは営業所へお問い合せください）

長
崎
▼

長崎県美術館
長崎県長崎市出島町２ー１
☎０９５-８３３-２１１０

●団体割引料金（コレクション展のみ）（会員様のみ）（予めご確認ください）

長崎ゆかりの美術や、ピカソ、ダリなどのスペイン美術を収蔵。
屋上庭園は長崎港の絶景スポット。

雲仙ビードロ美術館
長崎県雲仙市小浜町雲仙３２０ 
☎0957-73-3133
国立公園指定87周年を迎える雲仙温泉に立地する九州を
代表するガラスの美術館で体験工房も併設してます。

●入館料１０%OFF

長崎県長崎市南山手町２－１０
☎０９５-８２８-０７１６
国宝・大浦天主堂やグラバー園に続く道の途中にある、
洋館に瓦ぶきの建物。１階は「こどもの本の店 童話館」
で、たくさんの絵本がそろっています。こちらは自由に入っ
てお買い物を楽しめます。２階は絵本にゆかりのある原画
を展示している美術館で、企画展と常設展のどちらもご
覧いただけます。

祈りの丘絵本美術館

●入館料 １００円ＯＦＦ（お連れ様）

山
口
▼

吉川史料館
山口県岩国市横山2－7－3
☎0827-41-1010

●入館料１００円OFF（同伴者1名まで）

岩国藩主吉川家の宝物を、年４回の展示替えにより公
開しています。総ガラス張のロビーからは岩国城がご覧い
ただけます。
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ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

● レ ン タ カ ー、車 の 修 理・整 備

加
盟
店
ご
優
待
サ
ー
ビ
ス

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

●全てのクラスで、基本料金の１５％OFF（クレジットでの支払いに限ります）

・博多駅前店

・博多駅筑紫口店

・博多祇園店

・呉服町店

・福岡空港店

・天神渡辺通店

・天神北店

福岡市博多区博多駅前１―２２－１

福岡市博多区博多駅東１―１８－１０

福岡市博多区博多駅前２―１１－１９

福岡市博多区上呉服町１－１３

福岡市博多区空港前３―２－２５

福岡市中央区渡辺通５―２２－３

福岡市中央区舞鶴１―２－３

バジェット・レンタカー
予約センター ☎０５７０-０５４-３１７
『安心・快適なレンタカー』で気ままな旅。お客様のドライブをサポート
いたします。詳しくは総合予約センターへおたずねください。

イデックスリテール福岡
車検お問合せ窓口
　　0120-171-171
URL:https://fukuoka.idexshaken.com
国土交通省の許可を受けた自社指定整備工場を完備。
技術と設備で安心。信頼と実績のイデックス車検。
ハイブリット車も車検ＯＫ。

●イデックス車検を博多大丸カードでお支払いいただくと、大丸ポイント５倍進呈いた
します。（※通常カードご利用金額200円（税込）ごとに通常大丸ポイント１ポイント）

・カーケアショップ流通センターＳＳ

・カーケアショップ小戸店

・南薬院ＳＳ

・呉服町ＳＳ

・竹下ＳＳ

・姪浜ＳＳ

・セルフ大橋ＳＳ

・イデックス福岡東ＳＳ

・天神町ＳＳ

・比恵ＳＳ

・箱崎ＳＳ

福岡県粕屋郡粕屋町内橋597―6 

福岡市西区下山門1―4―36 

福岡市中央区薬院4―18―31 

福岡市博多区綱場町8―33 

福岡市博多区竹下2―2―1 

福岡市西区内浜1―16―1

福岡市南区塩原4―14―23 

福岡県粕屋郡新宮町大字上府字太郎丸698―1 

福岡市中央区天神3―11―26

福岡市博多区東比恵2―16―25

福岡市東区箱崎4―9―26

・セルフ寺塚ＳＳ

・セルフ原ＳＳ

・セルフ福岡ドーム前ＳＳ

・博多駅センターＳＳ

・箱崎埠頭ＳＳ

・セルフ別府２０２ＳＳ

・清水ＳＳ

・スマイルステーション小田部ＳＳ

・セルフ原ＳＳ

・ドライブサポート九産大前ＳＳ

・BS箱崎ＳＳ

福岡市南区長丘1―4―9

福岡県福岡市早良区原5―13―11

福岡市中央区地行3―29―22

福岡市博多区博多駅前2―15―16

福岡市東区箱崎ふ頭4―1―7

福岡市城南区別府５―１２―２０

福岡県福岡市南区玉川町18―16

福岡県福岡市早良区小田部5－7－13

福岡県福岡市早良区原5－13－11

福岡県福岡市東区唐原1ー3ー33

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4ー1ー6

［福岡市近郊エリア］

・セルフ筑紫野インターＳＳ

・セルフ春日台ＳＳ

・セルフ筑紫ＳＳ

・セルフ福岡南バイパスＳＳ

・セルフはる田ＳＳ

・セルフ吉木ＳＳ

筑紫野市武蔵３―１―１５

春日市平田台1―41 

筑紫野市紫4―10―1

大野城市御笠川5―4―16

筑紫野市原田3―1―20

福岡県筑紫野市大字吉木2286―1

【春日・大野城・筑紫野エリア】

・セルフカーケア布津原ＳＳ

・セルフ兵庫ＳＳ

・小郡中央SS

・イデックス基山ＳＳ

・荘島ＳＳ

・大和バイパスＳＳ

・セルフ牛津ＳＳ

・町田SS

・セルフ栄町SS

・セルフ岩野

・西唐津SS

佐賀県鳥栖市養父町布津原49―1

佐賀県佐賀市兵庫北6―10―7 

小郡市大字大板井字宮の前227

佐賀県三養基郡基山町大字長野島廻598 

久留米市中央町10―20 

佐賀県佐賀市高木瀬西6―12―4

佐賀県小城市牛津町柿樋瀬795

佐賀県唐津市町田1―2395―3

佐賀県唐津市栄町2583

佐賀県唐津市鎮西町岩野376―1

佐賀県唐津市二タ子3―14―25

【久留米・鳥栖・佐賀エリア】

・カーケアショップ小倉店

・セルフ引野ＳＳ

・セルフ本城ＳＳ

・東港ＳＳ

・セルフ苅田ＳＳ

・久喜町ＳＳ

・昭和町ＳＳ 

・日明ＳＳ 

・Dr.Driveセルフ沼ＳＳ 

・到津ＳＳ 

・セルフ永犬丸SS 

・イデックス苅田臨海SS 

北九州市小倉北区東港1―7―60

北九州市八幡西区引野1―26―10 

北九州市八幡西区千代ヶ崎3―14―38 

北九州市小倉北区東港1―5―18 

福岡県京都郡苅田町磯浜町1―11―1 

北九州市八幡西区紅梅3―1―24 

北九州市八幡東区川渕町3―20

北九州市小倉北区西港町16―8 

北九州市小倉南区沼緑町5―3―11

北九州市小倉北区下到津1―7―7

北九州市八幡西区永犬丸4―10―5

福岡県京都郡苅田町幸町5―13 

【北九州エリア】

※車検を博多大丸カードでお支払いの場合
大丸ポイント 5倍

オリックスレンタカー
オリックス自動車レンタカー予約センター
　  0120-30-5543

●基本料金より５％OFF（Sのつくクラスを除く）

・本店 福岡市博多区東那珂３―１１―１５
 ☎０９２-４３３-００５０

・二日市店 筑紫野市二日市北６－１９－１
 ☎０９２-７１０-１８６０

●基本料金１０％ＯＦＦ（会員様及び家族のみ）

飛鳥レンタカー
商用車・業務車両が豊富！
キャンピングカーのレンタルもできます！
整備工場も完備！
メンテナンスもご安心下さい。

飛鳥自動車
福岡市博多区東那珂３―１１―１５
☎０９２-４７１-７００８

●車検工賃１５％ＯＦＦ（会員様及び家族のみ）

商用車・業務車両が豊富！ 民間車検場を完備！
軽自動車からトラックまで対応可能です。
お任せください！

（キャンピングカー・バン・トラック）
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●祭壇・柩１５%OFF（会員様とその二親等まで）

天国社

・姪浜会館 福岡市西区姪浜駅南２－２０－２５ ☎０９２-８８３-４９４９

・福岡会館 福岡市早良区原３－１４－５ ☎０９２-８２２-４９４９

・油山会館 福岡市南区桧原７－４２－１ ☎０９２-５６５-４９４９

・春日会館 春日市下白水北７－８２ ☎０９２-５８６-４９４９

・伊都会館 福岡市西区北原１－19－7 ☎０９２-８０７-４９４９

福岡の葬儀社CMでおなじみの「天国社」。家族葬、一般
葬、社葬、など全ての儀式に心を込めて対応いたします。 
お葬式の費用などお気軽お問い合せ下さい。

●祭壇・柩１５%OFF（会員様とその二親等まで）

フェ－ネラルハウス彩苑

・若宮斎場 福岡市東区若宮４－１－３０ ☎０９２-６８３-３１００

・松崎斎場 福岡市東区松崎１－８－１３ ☎０９２-６８２-３１００

・青葉南斎場 福岡市東区土井４－２－８ ☎０９２-６９１-３４４４

・笹丘斎場 福岡市中央区笹丘１－３６－５ ☎０９２-７５２-４４４０

・次郎丸斎場 福岡市早良区次郎丸４－１－５０ ☎０９２-８６６-３１００

・長住斎場 福岡市南区長住１－１－４１ ☎０９２-５４１-２８００

・福岡みなみ斎場 福岡県春日市須玖北９－１９－１ ☎０９２-５９２-３１００

邸宅葬という名の「おくりもの」。「さよなら」ではなく「ありが
とう」。邸宅葬は、感謝の想いをかたちにした「おくりもの」で
す。大切な人に伝えたい想いを、邸宅葬という新しいスタイ
ルで実現します。

●祭壇・装具１５%OFF（会員様とその二親等まで）

草苑

・福岡草苑　福岡市中央区平和3ー1ー5   ☎092-526-5656
・春日草苑　春日市日の出町5ー21   ☎092-588-0001

・姪浜草苑　福岡市西区姪浜駅南1ー4ー27 ☎092-894-6622

「別れ・出会い・旅立ち」をテーマに、ご家族の想いを
プロデュースさせていただきます。
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葬 儀 場

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

メモリード

24時間窓口　092-731-0983

家族葬、一般葬、社葬、大型葬までご対応しております。
『創業52年』『葬儀18,000件（年間）』
豊富な経験と実績にて、ご葬儀のお手伝いをいたします。

●祭壇、棺、２０%OFF（会員様とその二親等まで）

・メモリードホール福岡
 福岡市中央区警固３－１－７

・メモリードホール葵福岡
 福岡市東区原田4－2－12

・メモリードホール博多馬出
 福岡市東区馬出１－１１－１５　

・メモリードホール千早
 福岡市東区千早４－１－３

・メモリードホール和白
 福岡市東区和白２－１－４０

・東福岡斎場
 福岡市東区下原１－１２－２０

・アイリスホール香椎
 福岡市東区下原１－１４－２４

・メモリードホール今宿
 福岡市西区今宿東１－21－１2

・メモリードホール西福岡
 福岡市早良区小田部４－１－２６

・メモリードホール野芥
 福岡市早良区野芥１－３－３

・メモリードホール油山
 福岡市城南区東油山１－３６－１

・メモリードホール福大通り
 福岡市城南区神松寺3－12－21

・メモリードホール南福岡
 福岡市南区的場２－２６－１１

・メモリードホール桜並木通り
福岡市博多区西春町3－1－5

・メモリードホール大野城
 大野城市御笠川２－２－１５

・メモリードアネックスホール大野城
 大野城市御笠川２－２－７

・メモリードホール春日
 春日市昇町6－72－2

・メモリードホール飯塚中央
 飯塚市柳橋２６５－３

・メモリードホール横田
 飯塚市横田８７３－１

・メモリードホール横田 別館
 飯塚市横田８７５－３

・メモリードホール南尾（こすも会館）
 福岡県飯塚市南尾320

・メモリードホール若菜（こすも会館）
 福岡県飯塚市若菜１０５

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

・荒江斎場 福岡市城南区飯倉１ー2ー１６ ☎０９２-８５１-８１８１

・家族葬会館 福岡市城南区飯倉1ー2ー１４ ☎０９２-８５１-８１８１

・式典会館 福岡市城南区荒江１ー23ー16 ☎0９２-８５１-８１８１

美花園
美花園は経験豊富なベテランスタッフが病院・ご自宅の
お迎えから通夜・葬儀・初七日・法要すべてをお世話させて
いただきます。

●祭壇費用サービス（但し規定内に限る）（会員様とその二親等まで）

大野城葬祭 大文字斎場 

●祭壇・柩 １５％OFF（会員様とその二親等まで）

西鉄白木原駅、JR大野城駅、太宰府インター近隣で交通
の便良し。家族葬ホールも充実。

福岡県大野城市瓦田５ー９－１６
　０１２０-２９-７６７６　☎０９２-５７２-１３５８

福岡市早良区荒江２ー8ー32－２F
☎０９２-８３３-７００５

家族葬専門ホール
ファミリーホール荒江
福岡市早良区荒江２ー8ー32
☎０９２-８４５-２９３４

平成１６年のオープン以来、家族葬専門ホールとして分かりやすい料金体系と明確な料金提示を
継続させて頂いております。

●祭壇・柩 １５％ＯＦＦ（会員様とその二親等まで）

・お葬式なんでも相談所　
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●祭壇費用サービス、但し規定内に限る。　（会員様とその二親等まで）

しらゆりセレモニーホール　お葬式のしらゆり会館

・しらゆりセレモニーホール福岡平尾 福岡市中央区平尾5ー22ー34 ☎０９２-５34-8440

・しらゆりセレモニーホール福岡南 福岡市南区清水３―８－１ ☎０９２-５４２-００４５

・しらゆりセレモニーホール福岡西 福岡市西区下山門１―１９－３０ ☎０９２-８９２-４３７７

・しらゆりセレモニーホール筑紫野 筑紫野市二日市南３―７－７ ☎０９２-９１８-３１４４

・しらゆりセレモニーホールアネックス筑紫野 筑紫野市石崎２―１－３３ ☎０９２-９１８-１１１５

・しらゆりセレモニーホール太宰府 太宰府市水城３―１２－３１ ☎０９２-９１８-４４４０

・しらゆり会館 小竹・頴田会場 飯塚市勢田１０８９－１ ☎０９４９６-２-１９１９

・しらゆり会館 飯塚・鯰田会場 飯塚市鯰田２３２４－１ ☎０９４８-２６-３１１２

・しらゆり会館 飯塚・上三緒会場 飯塚市上三緒８７１－９ ☎０９４８-２１-３４４４

偲ぶ時をやすらかに、精一杯の真心を込め
て...。「目くばり、気くばり、心くばり」をモットー
に、安心で満足いくサービスを提供させて頂き
ます。ご予算に応じて皆様のご要望に合った
様々なプランを御用意致しております。お気
軽にご相談ください｡

☎０１２０-８０-５１２９

●祭壇３０%OFF（会員様とその二親等まで）

平安社

・長崎斎場　長崎市光町16ー18☎095-861-4949
・南部斎場　長崎市鶴見台2ー4ー1 ☎095-898-4949
・大村斎場　大村市松山町606ー1 ☎0957-54-3700
・諫早斎場　諫早市幸町79ー40 ☎0957-22-4949

歴史の中で培った豊富な経験で宗教・宗派・土地柄に
合わせ、心を込めてお手伝いをさせていただきます。

●引越基本料金（車両費と人件費）30％OFF
対象外期間：（3/20～4/10） 詳しくは引越センターへお問い合わせください。

アート引越センター
福岡市中央区薬院3ー11－11 　  0120-76-0123
お引越しのことなら0123のアートにお任せください！
ご家族から単身引越しまで、お見積りは無料です。

※引越料金のお見積もりなど詳細につきましては、サカイ引越センターへおたずねください。
　その際は必ず『博多大丸カード』ご利用の旨をお伝えください。

サカイ引越センター
福岡市博多区板付2－14－20 　  0120-14-1774
「博多大丸カード」会員様特典でお引越料金が20％OFFの特別ご優待価格となります。

●引越料金20％OFF
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マツヤ万年筆病院
長崎市浜町6ー28
☎095-822-4058
ショーケースだけでなく、壁一面に万年筆が並んでます。
素晴らしいペンに出会えるかも。是非ご来店ください。

●５%OFF（消耗品・一部商品を除く）

● 生 活

葬 儀 場

婚 礼 衣 裳

●貸衣裳２０%OFF（会員様とその二親等まで）

ご婚礼衣裳　華水

・長崎店　長崎市筑後町3ー1 ☎095-820-8884

・諫早店　諫早市小川町71ー1 ☎0957-21-8882

日本女性のボディラインにフィットするドレスをはじめ、
格調高い各種和装を多数取り揃えております。

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

あやめ会館
大分県日田市大字三和９５－１
☎０９７３-２８-６６５５

●葬儀コース３％OFF。会館控室冷蔵庫の飲料無料サービス
通夜式・葬儀式のマイクロバス無料送迎（会員様のみ）

あやめ会館では、悲しみにつつまれる葬儀も厳粛に、
心を込めてお手伝いさせていただきます。

小郡葬祭
福岡県小郡市小郡２１９８－２１
☎０９４２-７３-０３４４　

●祭壇料１０％ＯＦＦ（会員様とその二親等まで）

葬儀から法要まで心をこめておもてなしいたします。

総合葬祭安心社
福岡県小郡市大保１２９７－４２（大保駅前）
☎０９４２-７２-４９４９　 　０１２０-７２-４９４９

●祭壇、柩１０％引き（会員様とその二親等まで）

西鉄大保駅前でご弔問にも大変便利です。まごころのご奉
仕と明朗な会計で、各会場ごとに別棟になっております。

三連水車の里あさくら
福岡県朝倉市山田２１９２－１　
☎０９４６-５２-９３００
あさくら発、大地の贈りもの。農家自慢の農産物・農産物加工
品を笑顔とともにお届けします。

●ジェラート100円OFF（その他割引との併用不可）

葬祭式場 セレモニー筑紫
福岡県筑紫野市塔原東４ー３－５ 
☎０９２-９２５-４４４４
「ありがとう」の想いを大切に。当社ではご家族の「ありがと
う」の想いを大切に、創業50年余の経験と実績で、皆様の
ご要望にあったプランをご提案させていただきます。

●祭壇・葬具 ２０％OFF（会員様とその二親等まで）
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● クリー ニ ン グ
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● 生 活

大丸提携｢第一交通タクシー｣をご利用の際、500円ごとに、
所定の｢ポイントアップカード｣に1個のスタンプ
を押印いたします。スタンプ20個につき、100ポ
イントを｢本館8階 クレジットカウンター｣で、お手
持ちの大丸カードにお付けいたします。
※詳しくは、係員にお尋ねください。

大丸カード会員様へ
大丸提携｢第一交通タクシー｣を
ご利用くださいませ。

TAXI

西鉄グループと大丸が協業して、お得が
いっぱいになりました。ご利用ください。

「グランドパス65」は65歳以上の方ならどなたでもご利用になれるお得な定
期券です。西鉄の路線バスが乗り放題！高速・特急バスが半額運賃でご利用いた
だけます。

◆発売場所：大丸本館2階 グランドパスカウンター

◎現金または貯まった大丸ポイントでご購入いただけます。
◎現金でご購入の場合（100円に付き1ポイント）お買いあげポイントが付きます。
◎商品券、クレジット、友の会券ではご購入できません。
◎販売時間は午前10時～午後6時となっております。

大丸ポイントが貯まる！

大丸福岡天神店で「グランドパス65」を
現金で購入すると

×博多大丸カード

西鉄旅行各カウンターで、博多大丸カードをご利用の上、
旅行代金をクレジット決済でお支払いいただくと、税込
100円につき、大丸ポイントが3ポイント付与されます。

対象店舗

西鉄旅行カウンターで

旅行代金をクレジット決済すると、
3％のポイントが貯まる！

（注）西鉄旅行主催国内パック・海外パック旅行の基本代金がポイント付与の対象と
　　なります。

ファッション ケア レジュイール福岡
福岡市早良区小田部２―１０－８
☎０９２-８４３-６７３１

●５%OFF（会員様のみ）

お客様の大切なお洋服を心を尽くして技を効かせて
お手入れいたします。当店の仕上がりを一度ご体験
ください。

　　　 現金・クレジットでのお支払いでご優待特典が受けられます。　　　現金でのお支払い時
のみご優待特典が受けられます。　　　クレジットでのお支払い時のみご優待特典が受けられます。

●イデックスでんきの電気料金を博多大丸カードでお支払いいただくと、大丸ポイ
ント３倍進呈いたします。※カードご利用金額200円（税込）ごとに通常大丸ポイ
ント１ポイントのところ、３ポイントを進呈いたします。

イデックスでんき
イデックスでんきコールセンター　　０１２０-６８-０３１３
受付時間：9：00～17：00（年中無休）
URL:https://idexdenki.idex.co.jp/ 

九州のエネルギーを支え続けてきた老舗の安心と
サービスステーションで培ったおもてなしの心で
うれしさ続く毎日をお届けします。

●ドリームウォッシュ（水洗い）、靴・バック・革小物のメンテナンス、和服京洗い
 各１０%OFF

クリーニングの洗光舎
スーツの水洗い・きもの・革靴・革バッグなどの
トータルファッションメンテナンスショップです。

・本社工場店
 春日市惣利
 ☎092-596-3248

・長住キクヤ工場店
 福岡市南区長住
 ☎092-541-1297

・梅光園店
 福岡市中央区梅光園
 ☎092-724-5111

・赤坂店
 福岡市中央区赤坂
 ☎092-722-0911

・ラクレイス西新店
 福岡市中央区地行
 ☎092-733-1520

・朝日ビル店
 福岡市博多区博多駅前 
 ☎092-412-4549

・JR博多シティ アミュエスト店
 福岡市博多区博多駅中央街
 ☎092-441-0334

・サニー茶山店
 福岡市城南区茶山
 ☎092-851-0333

・ドリームウォッシュ福津店
 ミスターマックスセレクト福津店内
 ☎0940-43-2550

・本店工場店
 春日市紅葉丘西
 ☎092-571-1839

・日の出工場店
 春日市日の出
 ☎092-574-2028

・小郡大保工場店
 小郡市大保字小風
 ☎0942-73-2021
・太宰府坂本店
 太宰府市坂本
 ☎092-921-1610

・白木原駅前店
 大野城市白木原
 ☎092-575-5225

・那珂川店
 那珂川市中原
 ☎092-953-0061

・訪問・集配サービス
 （福岡市、春日市、大野城市、
  筑紫野市、那珂川町の全域）
 ☎0120-21-2191

ペット霊園 八木山高原
福岡県飯塚市八木山２３３０ ☎０９４８-２９-３４３３
鳥のさえずり、やさしい風の流れ、緑の山肌に深く囲まれた福
岡県飯塚市の八木山高原。その八木山高原中央に位置し、
静かで安らかな時が流れるペットの霊園です。私達スタッフは
大切なパートナーに、“永遠のやすらぎ”がおとずれますように
心を込めて皆様方とご一緒にいつまでもお守り続けます。

●火葬料５％ＯＦＦ（会員様のみ）事前にお電話下さい

天神支店

ご利用前に「博多大丸カード」のご提示をお願いいたします。
インターネットによるプランや他の企画商品・割引等との併用はできません。


