
令和4年2月16日現在

企業名 所在地 電話番号 特典・サービス ＵＲＬ

1 春秋航空日本株式会社 千葉県成田市公津の杜4-11-2
0952-25-7551
※さが移住サ
ポートデスク直通

※2021年度以降の特典は決まり次第掲載いたします。

引越基本料金20％割引

見積時に米1㌔プレゼント

引越用段ボール箱最大50箱、ガムテープ2個、布団袋2枚プレゼント

ハンガーケース無料レンタル

引越当日「10分間何でもお手伝い」

使用済み段ボール箱無料回収（1回のみ）

エアコンクリーニングなど快適生活商品の価格25％OFF

らくらくおかたづけパックなどイエナカサービス25％OFF

一部対象外の地域（離島など）と時期（3/20～4/15）は除く

引越基本料金30％割引 （全国どこからの引越にも対応）

※引越基本料金とは「人件費」と「車両費」、時期（3/15～4/10）は除く

※佐賀県への引越・同居家族の引越（県内からの引越も可能）を割引

1 トヨタレンタリース佐賀嘉瀬町店 佐賀市嘉瀬町扇町2312-5 0952-28-0329 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

2 トヨタレンタリース佐賀佐賀駅北口店 佐賀市駅前中央1-13-6 0952-31-3631 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

3 トヨタレンタリース佐賀大財店 佐賀市大財4-2-3 0952-25-0100 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

4 トヨタレンタリース佐賀唐津駅通り店 唐津市弓鷹町1511-2 0955-75-7121 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

5 トヨタレンタリース佐賀唐津和多田店 唐津市和多田大土井4-15 0955-72-0100 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

6 トヨタレンタリース佐賀新鳥栖駅前店 鳥栖市原古賀町3025 0942-82-0100 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

7 トヨタレンタリース佐賀伊万里店 伊万里市ニ里町八谷搦20-9 0955-22-7336 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

8 トヨタレンタリース佐賀武雄店 武雄市朝日町甘久1314-4 0954-23-0100 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

9 トヨタレンタリース佐賀鹿島店 鹿島市常広251-1 0954-62-2277 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

10 トヨタレンタリース佐賀佐賀空港受付カウンター 佐賀市川副町犬井道9476-187 0952-46-0120 基本料金より20％OFF http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp

1 パラダイス建設 佐賀市木原3－4－1 0952-20-5211 住宅の無料点検・無料見積もり

新築契約時ルームエアコン1台プレゼント 新築　　http://www.applehome7.com/
リフォーム（塗装含む）契約金8％OFF 塗装　  http://www.gaihekitosou-saga.com/

3 ホームサポート 佐賀市蓮池町小松308-1 0952-71-0822
「月々3万円のへそくりで家が建った！　ローハウスはみんなが集まる幸せの家」
1冊プレゼント

http://homesaport-kenchiku.com/

4 水田建設 三養基郡みやき町白壁4326-2 0942-89-3550 水回り商品５％ＯＦＦ http://mizuta-kensetsu.jp

5 TOMカンパニー 佐賀市駅前中央2-9-7　ホワイトビル 0952-20-1212 賃貸物件、売買物件の仲介手数料10％OFF http://www.tomcompany.com/

6 住友林業株式会社　西九州支店　佐賀営業所 佐賀市兵庫北1-15-23 0120-98-1986
太陽光発電3Kwサービス、ご新築をご計画の方は、土地探しからサポート致しま
す。

https://sfc.jp

7 住友林業ホームテック株式会社　西九州支店 福岡県久留米市東合川新町11-40 0120-91-9670 リフォームの見積書に記載された金額の3％割引（消費税除く）。 https://www.sumirin-ht.co.jp

8 イエステーション 佐賀店 株式会社 ソロン 佐賀市八戸２－２－５５ 0120-23-8283
売買物件の仲介手数料１０％OFF
ソロンオリジナル「失敗しないためのマイホーム購入ガイド」プレゼント

https://solon saga.co.jp/

9 ピタットハウス佐賀中央店　サンライクエステート株式会社【NEW】 佐賀市神野東一丁目3-14 0952-40-4010 仲介手数料30％OFF（賃貸・売買・店舗も可） https://3like-estate.com

航空券関連【1】

https://www.the0123.com/ 

0952-26-4586

0120-76-0123

引越関連【3】

レンタカー関連【10】

久留米市大石町瀬戸口214-11 サカイ引越センター九州Ｃ法人課

3 アー ト引越センター 九州法人営業 福岡市中央区薬院3-11-11

住宅・不動産関連【9】

2

0120-968-697

http://www.008008.jp0120-44-5110佐賀市鍋島3-6-1

kurume@hikkoshi-sakai.co.jp

ヤマトホームコンビニエンス佐賀支店2

佐賀市西与賀高太郎185－13アップルホーム



企業名 所在地 電話番号 特典・サービス ＵＲＬ

1 熊の川温泉　ちどりの湯 佐賀市富士町上熊川204-8 0952-64-2388 入浴料大人（高校生以上）100円引き http://www.chidorinoyu.com/

日帰り入浴料100円引き（400円→300円）

7000円（税別）以上の宿泊代5％引き

昼食および夕食5名様以上ビール1本サービス

3 ホテル龍登園 佐賀市大和町梅野120 0952-62-3111 日帰り入浴料200円引き(中学生以上800円→600円、小学生以下400円→200円） http://www.ryutouen.co.jp

4 ペンション　ピクニック 武雄市武雄町永島16200-1 0954-20-0044 家族貸切入浴50％OFF http://www2.saganet.ne.jp/miya/

5 北方温泉 四季の里　七彩の湯 武雄市北方町大崎4300-1 0954-36-5926 入浴料100円引き http://www.nanaironoyu.com

6 ホテル 春慶屋 武雄市武雄町武雄7407 0954-22-2101 宿泊者全員にジュース1本サービス http://www.syunkeiya.jp

7 旅館 白さぎ荘 武雄市武雄町富岡7476 0954-22-2240 宿泊者全員にジュース1本サービス

8 花とおもてなしの宿　松園 嬉野市嬉野町下宿乙855-2 0954-43-0153 うれしの茶美肌石けんプレゼント（１グループに1個） http://www.ureshino-shoen.com/

9 旅館 大正屋 嬉野市嬉野町下宿乙2276-1 0954-42-1170 直接電話予約の方10％OFF（平日・宿泊のみ対応） http://www.taishoya.com/

10 湯宿 清流 嬉野市嬉野町下宿乙2314 0954-42-0130 直接電話予約の方10％OFF（平日・宿泊のみ対応） http://www.seiryuu.jp/

大人2名で幼児2名1泊2食無料

ＤＶＤ無料貸し出し

12 旅館大正屋椎葉山荘 嬉野市嬉野町岩屋川内字椎葉 0954-42-3600 直接電話予約の方10％OFF（平日・宿泊のみ対応） http://www.shiibasanso.com/

13 一福荘 藤津郡太良町大浦甲 0954-68-2121 食事・宿泊の人にソフトドリンクサービス http://www.ichifukusou.com/

14 太良竹崎温泉　旅館鶴荘 藤津郡太良町大浦丙928 0954-68-2758 宿泊、日帰りともに5%オフ http://www.tsurusou.jp/

15 星降る露天とかにまぶし　豊洋荘 藤津郡太良町大浦丙1099-5 0954-68-3545 コーヒーサービス http://www.nikani.com

15,000円（税抜）以上のプランでご宿泊のお客様15％OFF※平日限定

5,500円（税抜）以上の食事でワンドリンクサービス

17 あじさいの宿　都荘 唐津市相知町伊岐佐乙568-2 0955-62-2413 宿泊の人にソフトドリンクサービス http://www.miyakoso.co.jp

18 割烹旅館　筑前屋 唐津市呼子町殿ノ浦1659 0955-82-3714 宿泊代８％OFF※飲み物代は別 http://chikuzenya.net

19 HOTEL WIN 伊万里市立花町921-1 0955-25-8101 直接電話予約で宿泊代10％OFF https://www.hotel-win.jp

1 カフェ・ブラッサンス 佐賀市呉服元町2-24 0952-97-9378 食事注文の方にコーヒーサービス https://www.facebook.com/cafebrassens

2 手打ちうどん・そば 夢心 佐賀市兵庫町藤ノ木1330-1 0952-33-1660 お食事代10％OFF http://yumegokoro.net

3 Farmers Kitchen＆Marche　あいちゃん農園 佐賀市天神3-2-11　アバンセ1F 0952-26-0011 食事注文の方にソフトドリンクサービス

4 食堂にしむら 佐賀市呉服元町2-24 0952-25-8821 食事注文の方に一品サービス

5 そばの芽料理とそばの店　木漏れ陽 佐賀市富士町上合瀬453-1 0952-57-2873 そばの芽栽培キット「ヤッさん畑」サンプルかサラダプレゼント

全商品1割引

毛糸購入者で希望者に講習実施

7 サイクルセンター七田 佐賀市駅前中央1-14-20 0952-30-2003 自転車購入時1000円割引 https://cycle-shichida.jp/

8 飛鳥工房 佐賀市諸富町徳富112-4 0952-47-5697
木の食器づくり体験
木のスプーンをつくるワークショップを１回に限り２名無料（要予約）

http://www.asukakoubou.com

ジュエリー商品30％OFF（一部商品を除く）

ジュエリーリフォーム10％OFF ・見積もり無料

三菱重工業製空調機15％OFF

三菱電機製オール電化機器15％OFF　　※取付工事費等別途必要

11 コープさが新栄店 佐賀市新栄西2-10 0952-26-0801
co-op共済キャラクター(コーすけ)を掲載した、らくがき帳・ポケットティッシュ・風船のプ
レゼント

http://www.saga.coop/

12 キッチン　こはく 佐賀市駅前中央3-3-30　自治労会館1F 0952-37-8719 ランチ注文の方にミニアイスサービス http://kohaku.fp-soudan.info/index.html

13 ＭＩＷＡ花園花田 佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM807 080-1728-7303 苺グッズ1割引(マグネット・スプーン) http://www.miwahana.com

14 有明工房 佐賀市大和町尼寺3535　イオンモール佐賀大和1F 0952-64-8046 3,000円以上購入で粗品プレゼント

15 元祖ぱずる屋さん 神埼郡吉野ヶ里町6036 0952-53-8186 景品の贈呈 http://www.original-puzzle.com/

16 ほけんの窓口唐津店 唐津市和多田本村2-3 0955-70-0880 オリジナルノベルティグッズ贈呈 http://www.hokennomadoguchi.com/shop/karatsu

パソコン移設に伴う設定費20％OFF

パソコン（周辺機器含む）新規購入20％OFF

0952-22-1351

アーチス17

民宿幸屋

http://www.mihono.com

たら竹崎温泉　太良観光ホテル

菱熱佐賀支店

ニットサロンかすが

0954-43-3238 http://www.hatsunesou.jp/ お座敷の湯　旅館 初音荘11

https://facebook.com/furuyu.yukiya/0952-58-26212

佐賀市白山2-8-2

佐賀市富士町古湯845

0955-58-8970 http://arches-jp.com唐津市湊町841-4

0952-26-7678

16

嬉野市嬉野町岩屋川内甲340-1

温泉・宿泊施設【19】

10

真珠・宝石のみほの9

tarakani@po.saganet.ne.jp

佐賀市中の小路8－28

http://www.ryonetsu.co.jp佐賀市新栄東3-1-3

0954-68-2217藤津郡太良町大浦丁1701

0952-22-1054

生活関連【73】

6



企業名 所在地 電話番号 特典・サービス ＵＲＬ

18 楠田製菓本舗 嬉野市塩田町久間乙３３６３ 0954-66-2315 逸口香５個（４００円分）以上購入で、サービス用逸口香（２級品）を大盛りでプレゼント http://www.kusudaseika1923.com/

① ￥3000以上の購入者に焼物（食器）1点プレゼント

② 焼物商品を4割引（一部対象外商品あり）　　※いずれか選択

20 オープンオーブンkei 小城市小城町松尾4212-7 0952-72-5941 体験コース5%OFF http://openovenkei.sweet.coocan.jp/

21 リンパドレナージュ　サロン　サンセリテ 神埼市千代田町下西764 090-7924-7096 90分コース通常￥6500→￥5500 https://www.lymph-sincerite.com

22 コープさが生活協同組合　第1支所 三養基郡みやき町簑原3035-4 0942-94-9123
co-op共済キャラクター(コーすけ)を掲載した、らくがき帳・ポケットティッシュ・風船のプ
レゼント

http://www.saga.coop/

23 コープさが生活協同組合　第2支所 佐賀市開成3-3-25 0952-31-9122
co-op共済キャラクター(コーすけ)を掲載した、らくがき帳・ポケットティッシュ・風船のプ
レゼント

http://www.saga.coop/

24 コープさが生活協同組合　第3支所 武雄市北方町志久1246-7 0954-36-3543
co-op共済キャラクター(コーすけ)を掲載した、らくがき帳・ポケットティッシュ・風船のプ
レゼント

http://www.saga.coop/

25 コープさが生活協同組合　第4支所 唐津市和多田本村2-51 0955-74-4343
co-op共済キャラクター(コーすけ)を掲載した、らくがき帳・ポケットティッシュ・風船のプ
レゼント

http://www.saga.coop/

26 イタリア料理店　オステリア　ウーヴァ 嬉野市嬉野町下宿乙1273 0954-43-0231 ソフトドリンクプレゼント（1グループ2人まで） http://www.uva-ureshino.com

27 相川製茶舗 嬉野市嬉野町下宿甲4002-1 0954-42-1756 「ほうじ茶」3割引

28 赤門堂 鹿島市高津原4305-6 0954-62-3446 1000円以上お買上げの方へ黒兵衛（黒糖ぼうろ）サービス http://www.akamondo.com

29 シャディサラダ館江北店 杵島郡江北町山口1398-1 0952-71-6060 買上金額に応じて記念品進呈 http://www.shaddy.gr.jp/94133-900/

30 シャディサラダ館武雄町店 武雄市武雄町昭和82 0954-23-5188 ボックスティッシュプレゼント http://www.shaddy.gr.jp/94003-900/

31 シャディサラダ館牛津店 小城市牛津町柿樋瀬1062-1 0952-66-0937 お買い上げ特典プレゼント http://www.shaddy.gr.jp/94033-900/

32 シャディサラダ館巨勢店 佐賀市巨勢町修理田1214-1 0952-26-1880 Ｔポイント2倍サービス http://www.shaddy.gr.jp/94300-900/

33 寿し市 嬉野市嬉野町下宿乙931-1 0954-43-1109 茶わんむしサービス

34 シャディサラダ館からつ神田店 唐津市神田字前田2087 0955-70-1721 ポイント2倍サービス http://www.shaddy.gr.jp/94193-900/

35 料亭 松山 武雄市北方町志久1695-1 0954-36-2122 一品サービス

36 イケイ緑花 武雄市武雄町大字昭和53-2 0954-23-0141 購入金額から5％OFF（花キューピットは対象外）

37 山口こうじ屋 鹿島市高津原656-1 0954-62-2948 納豆もろみ用麦こうじをプレゼント

38 江本饅頭店 小城市牛津町牛津729-1 0952-66-0638 全商品1割引

39 江口時計店 唐津市相知町相知2117-3 0955-62-2128 各商品10％〜20％引

40 アトリエＭ−ＹＵＫＯ 西松浦郡有田町外尾町丙1479-22 0955-42-3175 お茶とお菓子のサービス

41 グリーンマーケット花はな 佐賀市久保田町久富3984-3 0952-51-3232 1,000円以上購入で5%OFF http://hanahana.area9.jp/

42 串源 杵島郡白石町廿治1113-6 0952-84-3290 当日のおすすめ一品サービス

43 メリーランドタケオボウル 武雄市朝日町甘久1331 0954-23-4195 シューズレンタル代100円OFF http://www.merryland-takeo.jp/

44 パティスリー Chou Chou　 (パティスリー・シュシュ) 佐賀市巨勢町牛島730　モラージュ佐賀北館1階 0952-28-5066 店内価格より全品10%OFF※割引商品を除く http://www.mallage.com/saga/shop_detail.php?id=166

高校3年まで有効なキューティーカードプレゼント(毎回10％OFF)

カラー会員(年会費3000円）の初年度無料。毎回1500～2000円OFF

高校3年まで有効なキューティーカードプレゼント(毎回10％OFF)

カラー会員(年会費3000円）の初年度無料。毎回1500～2000円OFF

47 から揚げドンドン本店 西松浦郡有田町大木宿乙2108 0955-46-4660 1000円以上購入でポテト100円分サービス http://www.aritadori.com

48 SAGAパーフェクトシアター 佐賀市駅南本町3-18 村岡屋3階 0952-26-8892 公演入場料10％OFF http://kazenotane.com

49 ティーンズミュージカルSAGA 佐賀市駅南本町3-18 村岡屋3階 0952-26-8892 公演入場料10％OFF http://kazenotane.com

50 徳永自動車 佐賀市川副町南里533-1 0952-45-3244 作業工賃10％引き（外注費は除く）、車両購入者登録代行費用無料 http://tokunaga.dreamblog.jp

鈑金塗装修理工賃（基本料金）10％OFF

エンジンオイル交換工賃無料、通常価格1Ｌ1000円を半額で交換

自動車整備・事故車修理工賃各10％OFF

車検整備時エンジンオイル交換サービス、代車無料（要予約）

http://www.shidanokura.co.jp嬉野市塩田町久間乙3242-3 0954-66-2202

佐賀市若楠3-1-10

52

46

三栄車輌工業

エムズ・マホウツカイ三日月店

51

エムズ・マホウツカイ本店

小城市三日月町三ヶ島486-2

やきもの・和雑貨　志田の蔵19

45

https://mahotukai.wordpress.com/

https://mahotukai.wordpress.com/

http://www.3ei-car.com0942-82-4181

城島自動車

0952-73-7774

0952-31-0165

鳥栖市江島町1806-1

0955-23-3108伊万里市二里町八谷搦115-6



企業名 所在地 電話番号 特典・サービス ＵＲＬ

53 明治屋クリーニング　本社 佐賀市南佐賀1-10-31 0120-22-7624 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

54 明治屋クリーニング　西支店　 佐賀市鍋島町八戸1241-1 0952-29-9219 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

55 明治屋クリーニング あんくるふじや久保田店 佐賀市久保田町徳万1621-1 0952-68-2569 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

56 明治屋クリーニング 福富店 杵島郡白石町福富527　ハイマート内 0952-87-2209 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

57 明治屋クリーニング 兵庫支店 佐賀市兵庫南1-14-4 0952-25-7198 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

58 明治屋クリーニング マックスバリュ尼寺店 佐賀市大和町尼寺144　マックスバリュ尼寺店内 0952-62-5873 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

59 明治屋クリーニング マックスバリュ佐賀西店 佐賀市八戸溝3-12-20　マックスバリュ内 0952-32-5744 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

60 明治屋クリーニング 玉屋店 佐賀市中の小路2-5　佐賀玉屋内 0952-26-5388 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

61 明治屋クリーニング　 西友店 佐賀市駅前中央1-4-16　西友佐賀店内 0952-28-1045 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

62 明治屋クリーニング　日の出店 佐賀市日の出1-13-33 0952-33-2119 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

63 明治屋クリーニング　アルタ高木瀬店 佐賀市高木瀬町長瀬969-1　アルタ高木瀬店内 0952-20-5008 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

64 明治屋クリーニング　アルタ新栄店 佐賀市新栄東1-8-28　アルタ新栄店内 0952-29-6354 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

65 明治屋クリーニング　アルタ開成店 佐賀市開成3-6-16　アルタ開成店内 0952-33-0685 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

66 明治屋クリーニング　駅北支店 佐賀市神野東3-1-40 0952-32-5335 新規入会時、カード提示で30％ＯＦＦ http://meiji-ya.jp/

67 鮨・椿油天ぷ羅　八木 佐賀市白山2-3-14 0952-23-0541 創作寿司ロール1組に1本プレゼント

おつまみ1品サービス

おいしいお店の紹介

本人も県外出身ですので、”サガ”の楽しみ方を紹介！など

フェイシャル＆デコルテエステ40%OFF　　

ハンドトリートメント無料サービス

70 前田製畳所 嬉野市塩田町大字馬場下甲3022 0954-66-3989 ・畳小物の無料体験実施

71 スマイルキッズ  佐賀市白山2丁目1-12佐賀市市民活動プラザNo45 080-1710-0160  ・ひとり親家庭、ステップファミリーの相談をお受けします。・ひとり親限定で、こども宅食登録ができます。

0800-700-2780 ・対象機種のご購入で画面保護ガラスフィルム無料 http://aumypremiershop.jp/Q320210/
（フリーコール） http://www.miyazonodk.co.jp/au/
0800-700-2801 ・対象機種のご購入で画面保護ガラスフィルム無料 http://aumypremiershop.jp/Q320220/
（フリーコール） http://www.miyazonodk.co.jp/au/

1 進歯科医院 佐賀市木原1-24-38 0952-27-8024 初診時、歯ブラシ1本プレゼント https://www.shin-shika.jp/

2 井本整骨院 伊万里市大坪町甲2350－77 0955-22-7355 ウォーターベッド治療器1回無料サービス http://www.geocities.jp/imotoseikotsu/

3 松永歯科医院 小城市小城町219-8 0952-73-3794 無料歯科相談（相談者に歯ブラシ1本プレゼント） http://www.matsunagashika.com

4 藤戸歯科医院 鳥栖市今泉町2537-3 0942-85-0100 歯ブラシプレゼント http://www.fujito-dc.jp/

入塾金16,200円→10,800円

入塾金（兄弟姉妹同時入塾）→5,400円

受講料（兄弟姉妹同時入塾）→講座により割引適用あり

0952-30-0531(小中等部） 入塾金16,200円→10,800円

入塾金（兄弟姉妹同時入塾）→5,400円

受講料（兄弟姉妹同時入塾）→講座により割引適用あり

3 家庭教師のランナー　株式会社マスターマインズ 福岡市博多区博多駅前3-16-10　興産ビル3階 092-432-4100 入会金半額 https://kyushu-runner.com/

1回無料体験講習の実施

入塾時に「QUOカード1,000円分」「入塾教材10％割引」を実施

自習スペースを無料開放

4 個別指導 Wam 佐賀夢咲校 0120-421-860佐賀市兵庫北3丁目10番24号　ルピナス101 https://www.k-wam.jp/

佐賀県武雄市朝日町甘久1308

鹿島市大字森55-272

68

 伊万里市立花町1604-139ハイマート立花102 0955-22-8272 POLA化粧品エステインMINAKO69

auショップ鹿島

 auショップメリーランド武雄73

0952-30-0897（高等部）
http://www.si-zemi.jp

http://www.si-zemi.jp武雄市武雄町武雄5676　SIビル 0954-23-2444

佐賀市神野東2-2-1　古川ビル

医療関連【4】

SI進学ゼミナール佐賀駅前校2

キサックＢＡＮＫＯ 佐賀市中央本町4-20　ミツ山ビル 090-7296-6021

1 SI進学ゼミナール武雄本校

学習関連【4】


