
あ インテリアライフ⿅児島店
アイリス インハウス久永ＳＴＹＬＩＳＨ館
アヴェニュー インハウス久永本館
アウトレットＸ インパルス
ＡｃｏｕｓｔｉｃｓＡｄｄｉｃｔ インポートブティック・タイガー
朝⽇屋 う
あそう補聴器 ⿅児島店 ウィズビー
アットアゴー ウィッグ 彩
ＡＮＮＩＥ ＨＯＬＬ 上⽥屋商店
アミュ：Ａｇｅ ヴェリィタ
アミュ：theory うすき動物病院
アミュ：TIC TAC うちだ
アミュ：Tiny 器ギャラリー 絵れ菜
アミュ：トゥモローランド 器ギャラリー 絵れ菜 天⽂館店
アミュ：ミルラ バイ レジスタ  ウンディッチ・ノーベ
アミュ：LIFE STORE え
有⾺明治堂 ＥＳＣＲＩＭＥ ＳＨＯＰ
アリムラゴルフ エステティックサロン コジマ
アルソア利⾳ エディオン⼤⼝⼭元電機
ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ 江⼾屋履物店
アン＊クール Ｆ・ｅ・Ｆ
アンブレラ エムズグレイシー⿅児島店
い Ｍでんき住設
ＹｅｌｌｏｗＨａｔ姶良帖佐店 Ｍ２イオンタウン姶良店
ＹｅｌｌｏｗＨａｔ卸本町店 エリオポール⿅児島店
ＹｅｌｌｏｗＨａｔ加世⽥店 お
ＹｅｌｌｏｗＨａｔ⿅屋バイパス Ｏ
ＹｅｌｌｏｗＨａｔ上川内店 ＯＷＬ １Ｆ
ＹｅｌｌｏｗＨａｔ国分店 ＯＷＬ ２Ｆ
ＹｅｌｌｏｗＨａｔ東郡元 扇屋
粋家 Ａｕｇｇｉｅ
（有）池⽥電器 奥⽥貴⾦属店
（株）池⽥補聴器 ⿅児島 おしゃれ⼯房⼭⼝
いづみ おしゃれの店 奈ほ美
ｅｎｏｕｇｈ おしゃれハウス うちだや
いぶすき美顔教室 ⼩⽥畳商会
イマムラ オートバックス⿅屋店
癒どこ華魅の舞 オートバックス国分店
⾐料百貨はらだ オートバックス⿅児島城南
インテリアそのだ オートバックス新栄店
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オートバックス⾕⼭店 ｃｙｔｈｅｒａイオンタウン姶良
お仏壇の久保仁 ｃｙｔｈｅｒａイオンモール⿅児島
オリーブ美容室 京屋
オンリーワン国分店 京屋 本店
オンリーワン与次郎店 共⽴時計店
か 霧島マリンコンタクト
かおり化粧品店 桐原家具店
⿅児島ゲスト く
⿅児島中央補聴器 クィーン
⿅児島ＨＡＫＫＡ くすりの誠和堂
⿅児島Ｂ．Ｂ．ｃｌｏｓｅｔ クスリのミネサキ 本店
⿅児島補聴器センター クチュール イソワキ
カーサ 靴下屋中町通り店
カシニョール 靴チヨダプラッセ⿅屋店
カジュアルショップ シゲノ 靴の京屋
カスヤ美容研究所 靴の尚美堂
カツト スタジオ パリ 靴の尚美堂Ｎʼｓシティニシムタ
カパラ 靴の尚美堂 オプシアミスミ店
カバンのマルソー 靴の尚美堂 中⼭店
カバンのキリン屋 靴の尚美堂 ＮＩＫＥ ＳＨＯＰ
カバンのヒグチ 靴の尚美堂 ニシムタ鴨池店
かめざわ時計店 靴の尚美堂 ＰＵＭＡ ＳＨＯＰ
カランドリエ 靴の尚美堂 本店
ガルボ 靴の尚美堂 吉野店
カレン 靴の尚美堂ＲＥＧＡＬＳＨＯＥＳ
川辺薬品 久保仏具店
川原寝具店 くらし⼯房 ⽊楽
カンタベリーショップ⿅児島 くらし⼯房 ⽊楽 宇宿店
漢⽅のオリーブ堂 クリスチャンベニット
漢⽅のオリーブ堂 いづろ店 ＧＬＩＴＴＥＲ
き ＣＬＡＩＲＥＡ
紀菊 ｇｒａｃｅ Ｒｏｓｓｏ
キク薬舗 いづろ店 ⿊⽊電化販売
キク薬舗 ⽥上店 クロバー
絹の店 クボ ｑｕｉｅｔ
きものとふとん きた島 け
きもの屋 祥美 ケアショップ⼩⽥原
ギャラリー 澤 ケイコラージュ
ギャラリー 陶夢 化粧品店かりん
ギャラリービーンズ 化粧品の紅屋
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化粧品の店ユリ Ｓａｋｕｒａ
化粧品のミネサキ 迫⽥
こ 薩摩びーどろ⼯芸
光学堂 姶良店 Ｓａｂａａｉ
光学堂 イオン⿅児島鴨池店 さばえめがね館
光学堂 イオンモール⿅児島店 サンエ オリジン エル
光学堂 イオンモール宮崎店 サンク
光学堂 伊敷店 サンシティコンタクト
光学堂 ⼤⼝店 し
光学堂 加世⽥店 ＪＫ ｐｌａｎｅｔ
光学堂 銀座本店 シノハラ ジュエラー
光学堂コンタクト 下⽥代補聴器センター
光学堂 中町店 下⽥代補聴器センター⾕⼭店
光学堂 名瀬店 ＳＨＯＷＥＲ
光学堂 プラッセだいわえびの店 シャンゼ伊太利屋 ⿅児島店
光学堂 プラッセだいわ⿅屋店 シャンソン化粧品ロマン営業所
光学堂プラッセだいわ種⼦島店 シュー・プラザ伊集院店
光学堂 都城宮丸店 シュー・プラザ出⽔店
光学堂 和⽥店 シュー・プラザ⿅屋バイパス店
弘⽂堂 紫苑 集景堂
ココティエ ⼗字屋 ＣＲＯＳＳ
ココデコ イオン姶良店 ジュエリーオビヤ
ココデコ中町店 ジュエルカワカミ
ココ・ナチュール シュシュ
ココロ シューズハウス キャトル
コーザノストラ⿅児島ショップ ジュディ
コスメティック⼯房 奈ほ美 ジュネワコー⿅児島天⽂館店
コスメティック このみや 樹⽊の店 愛染
コスメティック ユミ ＳＨＲＯＯＭ
コスモ ジョイやすだ。
コダマ時計宝飾店 ＳＨＯＢＩＤＯ 天⽂館店
Ｃｏｔｏｎｅ 鐘札銅
呉服と京染の⼤堀 ショッピングプラザ サンエー
呉服のおびや ジョリファム⿅児島店
コルテーヌ 紳⼠服のクオリティー
コンフォートシューズＢ．Ｂ 紳⼠服のシモノ
さ 新⽣堂薬局 天⽂館⽀店
坂上商会 新⽣堂薬局 本店
サーカス 新福⾐料店
サーカス プラス す
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Ｓｗｅｅｔ Ｍｉｓｔ タイヤサービス ヨマチ
鈴屋 タイヤセレクト⿅児島
せ 太陽⾃動⾞株式会社
⽣活空間 前⽥ ⾼⽊画荘
精光堂姶良店 タカキュー セマンティックデザイン
精光堂⿅児島店 タツミヤ⿅児島新栄店
精光堂隼⼈店 タツミヤ枕崎店
精宝堂 ⾕⼝⼯研
セオ薬局 Ｗ−ｂａｇｇａｇｅイオンタウン
セオ薬局 いづろ店 ⽟⾥⾃動⾞学校
セオ薬局 ハイム店 だるまや
セオ薬局 本店 だるまや化粧品店
セブンプラザ吾平店 ポールスミス
セブンプラザ内之浦店 ち
セブンプラザ⼤姶良店 茶道具の⽊場
セブンプラザ⼤崎店 中央スポーツ
セブンプラザ⼤根占店 中央薬品
セブンプラザ⿅屋本店 帖佐時計店
セブンプラザ串良店 つ
セブンプラザ⾼⼭店 つるふじ化粧品店
セブンプラザ桜ヶ丘店 て
セブンプラザ志布志店 ティエム セカンド
セブンプラザ川内店 デコル・プラース
セブンプラザ垂⽔店 デプスデザインプロダクツ
セブンプラザ⻄原店 でんきのユー・ネット
セブンプラザ枕崎別府店 天照窯
セブンプラザ宮内店 天⽂館薬局
ゼルプラネット と
セレクトショップ城屋 東京靴流通センター宇宿店
セレクトショップランラン 東京靴流通センター指宿店
ＣＥＲＥＺＡ 東京靴流通センター⽥上店
ＣＥＬＥＢ 東京靴流通センター吉野店
セントラル総合美容 とうじょう寝装
善福時計店 とおや
そ 時計・メガネのササヤマ
綜合百貨 もり Dogʼs partner LEE−LE
総合ビューティサロン オリオ トモヤ
園⽥コンタクトレンズ ⿃居⻭科医院
た ＴＵＮＮＥＬ
タイヤガーデンアリーナ な
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永⽥デンタルクリニック ひまわり化粧品店
ナカノ ヒューズ姶良
中村屋楽器店 ヒューズ⿅児島
に ヒューズ リセット
⽇本ガス吉野サービスショップ ビューティクリニックコダマ ⿅児島店
ぬ ビューティクリニックコダマ 国分店
ｎｕｕｎｏ． ビューティクリニックコダマ ⾕⼭店
ね ビューティーコダマ⿅児島中央店
ｎｅｓｔ ｃｏｆｆｅｅ ビューティショップ ＢｅＢｅ
ネッフル⿅児島 ビューティショップゆう美
の 美容室 らむさ
ＮＯＳＥ ＧＬＡＳＳ ふ
は フアツシヨン・サロンアベニユー
ハイファッションさめしま ファッションアンドアクセサリー ＹＵＫＡ
Ｂｏｕｎｃｅ ファッションクリエーター肱岡
パクトール⿅児島店 ファッション にしむら
バザールヒラオカ本店 ふぁっしょん鈴屋
パスワード ファッション ミヤモト
服部時計店 ファミリープラザ杉園
Ｐａｓ ｄｅ Ｃａｌａｉｓ ＦＡＲＭ ＹＡＲＤ
ハートサロン フィリップ ６６ ⿅児島
花すみれ Ｆｅｒｒａｒａ
ｈａｎａ ｈａｎａ 深⽔薬品
ｈａｎａ ｈａｎａ 国分 ふくしま宝⽯
ｈａｎａ ｈａｎａ 紫原 ふくどめ
ババデンキ ａｒｅｎｏｔ ふくもと
ハラダ薬局 藤宝⽯
ハリウッドインウェーブ 婦⼈服のふるかわ
バリカン堂 ⼆⾒屋
ＢＡＲＩＰＡ Ｐｅｔｉｔ ＢＥＲＯ
ハンドメイドザッカ ワッフル プチ・ポルテ
ひ ｐｅｔｉｔ ｂｏｎｂｏｎ
ＢＦ ＳＩＬＫＹ ｐｅｔｉｔ ｂｏｎｂｏｎ国分店
美顔のふくざき 佛壇の古屋鋪
肥後屋 佛壇の古屋鋪 姶良店
ひさご屋霧島店 佛壇の古屋鋪 出⽔店
ひさご屋百貨店 佛壇の古屋鋪 ⿅屋店
ひさご屋わくわく館 佛壇の古屋鋪 川辺本店
美粧品の池⽥ 佛壇の古屋鋪 川内店
Ｂｅｅ１ｓｔ−ＦＬａｇｓ− 佛壇の古屋鋪 東開店
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佛壇の古屋鋪 南林寺店 ポーラ化粧品 クローバー営業所
佛壇の古屋鋪 隼⼈店 ポーラ化粧品国分北営業所
佛壇の古屋鋪 吉野店 ポーラ化粧品 ＰＡＴＲＡ店
ブティック さかぐち ポーラザビューテイ上之園
ブテイツク Ｍ ＰＯＬＡｂｒｅａｔｈショップ
ブテイツク あむーる ま
ブテイツク あむーる 串⽊野店 ｍａｉｃａ
ブテイツク あむーる 天⽂館店 マイまくら イオンタウン姶良店
ブティック アンリコ マイまくら イオン隼⼈国分店
ブティック エム・ティ マイまくらイオンモール⿅児島店
ブテイツク ＣＡＮ−２ マイまくら ⿅児島店
ブティック Ｋ＆ｉ マイまくら 加世⽥店
ブティック Ｋ＆ｉ 出⽔店 マイまくら 川内店
ブティック さち マイまくら 宮之城店
ブティック ジッツォ マインモード
ブティック とだ マインレイ
ブティック ヒューズ 前⽥時計店
ブティック フェアリ マダムハウス
ふとんの⼤新 マダムハウス いづろ２階
富美化粧品店 マダムハウス いづろ１階
ブラック スミス マダムハウス 指宿店
ふるさと薬局 マダムハウス 納屋店
ＢＲＵＮＩ＆ＬＯＯＫ まつむら
フルール マツモトキヨシ姶良店
へ マツモトキヨシ伊敷団地店
ヘアーコレクション マツモトキヨシ出⽔コープ店
ヘアメイク ボネカ マツモトキヨシ指宿店
ＨＡＩＲ ＬＡＮＤ モール マツモトキヨシ宇宿店
別府商会ｋｅｉ マツモトキヨシ オプシアミスミ店
ベルモード ｉｎｕｉ マツモトキヨシ加治⽊錦江店
ほ マツモトキヨシ⿅屋⼤⼿町店
宝福 マツモトキヨシ⿅屋店
豊友苑 マツモトキヨシ上塩屋店
ポニー化粧品店 マツモトキヨシ⻲津店
ホームセンター前⽥ 湯之元店 マツモトキヨシ串⽊野駅前店
ほよう（歩揺） マツモトキヨシ花棚店
ＰＯＬＡ姶良バイパス店 マツモトキヨシ コスモタウン種⼦島店
ＰＯＬＡアクロスプラザ与次郎店 マツモトキヨシ坂之上店
ポーラ ＫｕＲｕ−ｒｕ マツモトキヨシ塩浜店
ポーラ化粧品ＣＯＬＯＲ店 マツモトキヨシ下荒⽥店
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マツモトキヨシ⻄陵店 南九州コンタクトレンズ
マツモトキヨシ川内店 ミネサキ
マツモトキヨシ ソレイユタウン伊集院店 未・夢 Ｍ＆Ｙ
マツモトキヨシ中⼭店 む
マツモトキヨシ天⽂館なや通り店 ⾢ クロワッサンの店
マツモトキヨシ天⽂館本通り店 ムラヤマ
マツモトキヨシ中種⼦店 め
マツモトキヨシ⻄之表店 メイクショップ ピコ
マツモトキヨシ原良店 明視堂
マツモトキヨシ東⾕⼭店 メイフェア 三洲堂テーラ
マツモトキヨシピュアタウン武岡 眼鏡市場 姶良店
マツモトキヨシ フレスポコクブ店 眼鏡市場 伊集院店
マツモトキヨシ枕崎店 眼鏡市場 ⿅児島出⽔店
マツモトキヨシ紫原店 眼鏡市場 ⿅児島宇宿店
マツモトキヨシ湯之元店 眼鏡市場 ⿅児島天⽂館店
マツモトキヨシＬｉ−Ｋａ店 眼鏡市場 ⿅屋寿店
マツモトキヨシ和⽥店 眼鏡市場 霧島国分店
マツモトキヨシ和泊店 眼鏡市場 薩摩上川内店
ＭＡＮＡ 眼鏡市場 中⼭バイパス店
丸新玩具 本店 眼鏡市場 原良店
マルノ薬局 眼鏡市場 フレスポ国分店
マルマスふとん メガネスーパー宇宿店
まるや⾐料店 メガネスーパー中央駅前店
マルヤガーデンズ(⼀部ご利⽤頂けない店舗あり) メガネスーパー⿅児島天⽂館本通り店
み メガネスーパー吉野店
ミックＣＰ港⼤通 メガネスーパー⿅屋バイパス店
ミック マック メガネ２１隼⼈店
ミドリ薬品阿久根店 メガネ・時計・宝⽯ ムラヤマ
ミドリ薬品朝⽇町店 メガネのギルド 宮之城店
ミドリ薬品伊敷ニュータウン店 メガネの光友
ミドリ薬品加世⽥店 メガネのサンアイ
ミドリ薬品串良店 メガネの清眼堂
ミドリ薬品瀬⼾内店 メガネのツーワン伊集院店
ミドリ薬品草牟⽥店 メガネのツーワン宮之城店
ミドリ薬品⼤⻯店 メガネの⼆光 草牟⽥店
ミドリ薬品武岡ハイランド店 メガネのふじ
ミドリ薬品武町店 メガネのプリンス
ミドリ薬品垂⽔店 メガネの三城 宇宿店
ミドリ薬品平佐店 メガネの三城 国分店
ミドリ薬品平⽥店 メガネの三城 川内店
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メガネの三城 吉野店 ヨネザワ ⿅屋札元店
めがね補聴器はらだ ヨネザワ 串⽊野店
メディカル サンテロッソ ヨネザワ 国分中央店
メナード化粧品⿅児島東 ヨネザワコンタクト中町ベルク店
メ−プルヘアデザイン ヨネザワ 志布志店
めろん ヨネザワ 川内中郷店
も ヨネザワ タイヨー⼤⼝店
モードアンリー ヨネザワ ⾕⼭和⽥店
や ヨネザワ 中⼭店
薬師堂薬局 ヨネザワ 天⽂館⿅児島本店
薬局ソレイユ ヨネザワ ニシムタ岩川店
⽮野完正堂 ヨネザワ ニシムタ鴨池店
⼭上呉服店 ヨネザワ プラッセだいわ川内店
⼭下コンタクトレンズ ヨネザワ フレスポ与次郎店
⼭下ミシン商会 ヨネザワ 枕崎店
⼭下ミシン商会 ⾕⼭店 ヨネザワ 吉野店
⼭下ミシン天⽂館納屋通り ら
⼭元 Ｌａ−ｖｉｅ 姶良店
やまもと宝⽯ ＲＡＤＩＯ
ゆ ラ・ボスコ
ユアシセイドウ ピュア ラ・ポンパドール アス
ユアシセイドウ ファン ランジェリーハウスあつ⼦
ユア シセイドウ レシェンテ り
ゆきざき宝⽯ Ｒｅ Ｓｔｙｌｅ ＵＳ
ゆにーく リオネットセンター⿅児島
よ リサ
吉野コンタクトレンズ ＬＩＺＥ
吉⾒天寿堂薬局 ＬＩＮＡ
ＹＯＴＳＵＥＤＡ リライトガレージ 新栄店
四枝呉服店 ＬＩＮＫ
ヨネザワ 姶良バイパス店 る
ヨネザワ イオンタウン姶良店 ルックイン
ヨネザワ イオン隼⼈国分店 Ｌｅ Ｔｒｅｓｏｒ ｃａｃｈｅ
ヨネザワ 伊敷ニュータウン店 れ
ヨネザワ 伊集院店 ＲＥＧＩＳＴＡ Ａｒｍａｄｉｏ
ヨネザワ 出⽔店 れでぃ―す うと
ヨネザワ 指宿店 レデイスタカセ
ヨネザワ オプシアミスミ店 レデイ−スフアツシヨン ヨシダ
ヨネザワ 加世⽥店 レディースファッション あみ
ヨネザワ ⿅屋朝⽇店 レディース ＭＩＫＩ
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ろ 1
Ｒｏｓｅ＆ｖｉｏｌｅｔｔｅ
ロッカ
ＲＯＤ
ロペ天⽂館店
ロ−マ−ズ アンド シ−カ−ズ
わ
わくわく園 桑のお店
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