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1. 名　　　称
　本会は「とりぎん悠遊倶楽部」と称します。
2. 目　　　的
　本会は鳥取銀行を通じ、会員相互の親睦を深め、会員の社会生活向上に資す
ることを目的とします。
3. 入会対象者
　本会の入会資格は鳥取銀行に年金振込を頂いた方、もしくは年金予約（年金
の振込予約）を頂いた方とします。入会時期は、年金振込は初回年金振込後、
年金予約は当行内での手続き完了後となります（新規入会の方へ会員証を発
行いたします）。

4. サービス内容
　各種サービスを提供します。
　なお、サービスの内容につきましては、会員の了承を得ることなく、追加、変
更、中止させて頂く場合がありますのでご了承ください。

5.ご利用にあたって
　●ご利用の際は必ず会員証をご呈示ください。
　●ご優待内容に変更がある場合もありますので、ご利用時にご確認ください。
　●ご優待先でカード等による割引がある場合、割引の併用はできません。
　●お支払いは原則として現金でお願いいたします。
6. 退　　　会
　何らかの理由により鳥取銀行へ年金の振込が行われない場合、もしくは年金
予約のまま 65 歳に達した場合や、65 歳以上での年金受取予定の方で受給
予定日から1年以上年金の振込が行われない場合は退会されたものとし、会
員証は返却して頂きます。

ご優待ガイド
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入会のご案内

いろいろなご優待サービスが
無料でご利用いただけます。

サービス充実の年金サークル
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とりぎん悠遊倶楽部に自動的にご入会

旅
行

レ
ジ
ャ
ー

買
う暮ら
し泊
ま
る

食
べ
る

とりぎん悠遊倶楽部事務局
〒680-8686　鳥取市永楽温泉町171　TEL0857-37-0286

鳥取銀行個人コンサルティング部
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会員になって本当に良かったと皆さまにご満足いただけるよ
う、私どもはしっかりサポートいたします。
まだまだこれから…豊かに輝く明日のために、皆さまとともに
倶楽部を充実させて参ります。

とりぎん悠遊倶楽部の会員の皆さまには、様々な魅力あるサー
ビスをご用意しています。
旅行やショッピングの割引、各種ご相談、プレゼントなどいろい
ろなシーンで幅広くご利用いただけます。

ご優待サービスのご案内とりぎん悠遊倶楽部

会員の皆さまへ
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とりぎんで年金をお受け取り、またはご予約のお客さまへの
金利上乗せ特別プラン『悠遊プラス定期』

定期預金の金利上乗せ！

提携加盟店の
各種割引サービス

店頭表示
金　　利＋

プラス

上乗せ
年 %0.15（税引前） 

お預入れ期間／ 1年・3年・5年
お預入れ金額／お一人さま1,000 万円以内（1回１０万円以上、1円単位）

とりぎん悠遊倶楽部の会員であれば、会員証を提示するだけで
各種割引サービスなどの特典が受けられます。

詳しい情報＆サービスの内容は5ページ目以降をご覧ください。

ためると
おトク！

使うと
おトク！

入って
安心！ あなたの「大切」をセコムする

サービス提供／セコム株式会社

サービスで
おトク！

とりぎんポイントサービスは
100 ポイント以上がおトク！

「とりぎんポイントサービス」はお客さまのお取引き内容を
ポイント化し、ポイント数に応じて便利でおトクな優遇が
受けられます。※ポイントはお取引店ごとに換算します。

年金〝お受取〟のお客さま
50ポイント獲得！

年金〝ご予約〟のお客さま
20ポイント獲得！

100ポイント
以上になると！

●当行ATM時間外手数料が無料
●他行・コンビニATM利用手数料
　キャッシュバック
●当行ATM・セブン銀行ATM
　振込手数料50円割引／件

※特典の内容は今後の金融情勢等により変更させていただく場合がございます。

※セコムとのご契約時に、悠遊倶楽部会員であることをお申し出ください。

保証金20,000円が免除に！
セコム・ホームセキュリティご契約時の

泊まる 食べる レジャー 買う 暮らし 旅行
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全国で
おトク！

全国各地で使える
コンビニ ATMがおトク！

■ セブン銀行ATM

■ ローソン銀行ATM　■ イーネットATM

残高照会は24時間ご利用手数料無料です。
※通帳によるお取引きはご利用いただけません。
※毎週月曜日の2:00～6:00はご利用
　いただけません。

残高照会は24時間ご利用手数料無料です。
※振込および通帳によるお取引きはご利用いただけません。
※毎週月曜日の2:00～6:00はご利用いただけません。

7:00 8:450:00 18:00 21:00 24:00

110円 110円
平日

土・日
祝日

無　料お
引
出
し

土・日
祝日

無　料

振込手数料のみ振込手数料
＋110 円

振込手数料
＋110 円

お
預
入
れ

お
振
込

イーネットATMのご利用は下記コンビニで！

※一部設置していない店舗がございます。

年金受取のお客さまは、平日8:45～18:00は無料！
その他の時間も、ご利用手数料を110円優遇します！

※それぞれの優遇条件を満たすお取引店口座のみご利用手数料を優遇いたします。
　お取引店が異なる場合は優遇対象となりませんのでご了承ください。

8:450:00 18:00 24:00

110円 220円220円平日

土・日
祝日

お
引
出
し
・
お
預
入
れ 220円 年金受取の

お客さまは無料！

取扱なし 取扱なし

誰でも
無料！

年金受取を「ご予約」のお客さま向け特典

年金を「お受取」のお客さま向け特典

満55歳以上の個人のお客さまがお申込みいただけます

抽選でプレゼント等が当たる

年金請求／手続き時期のご案内

年金のお受取り／手続きのお手伝い

年金情報のご提供
各種相談会等の随時開催

年金をはじめとしたライフプラン設計にお役に立つ各種情報の
ご提供・各種相談会等開催をご案内いたします。

年金のお手続き時期が近づきましたら「年金手続き時期のご案
内」をお送りします。

年金のお受取り手続きにつきまして弊行の担当者が、書類の記
入方法、必要書類等についてご案内いたします。

お振込ができる
ようになりました！

鳥取銀行で年金のお受取りをご指定いただいたお客さまに、
素敵なプレゼントが当たります。
※なお、プレゼント内容等は毎年異なります。

平日

平日

土・日
祝日

月末時点の給与・年金振込契約実績に基づき、翌月15日より利用手数料が
110 円優遇されます。

受取で
ラッキー！

予約で
便利！
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独自提携加盟店の割引サービス
とりぎん悠遊倶楽部の会員であれば、加盟店を利用される場
合、会員証を提示するだけで各種割引サービスなどの特典
が受けられます。
＊特典内容、詳細に関しては、各加盟店へお問い合わせください。
＊サービス内容は2020年6月1日現在の内容です。
　以降優待内容等、変更がある場合もありますので、ご利用時に
　ご確認ください。

泊まる

三朝温泉後楽
東伯郡三朝町三朝　TEL0858-43-0711
宿泊料金5％割引

天然温泉旅館｢対翠閣｣
鳥取市富安　TEL0857-24-8471
基本宿泊料の10％割引（1泊2食付に限る）

レーク大樹
鳥取市金沢　TEL0857-57-0301
宿泊料金5％割引

浜村温泉魚と屋
鳥取市気高町勝見　TEL0857-82-2400
宿泊料金5％割引

湯村温泉魚と屋
兵庫県美方郡新温泉町　TEL0796-92-0155
宿泊料金5％割引

浜坂温泉魚と屋
兵庫県美方郡新温泉町　TEL0796-82-5111
宿泊料金5％割引

ビーチインたけそう
岩美郡岩美町浦富　TEL0857-73-1231
宿泊料金５％割引

依山楼　岩崎
東伯郡三朝町三朝　TEL0858-43-0111
基本宿泊料金の10％OFF

国民宿舎山紫苑
鳥取市鹿野町今市　TEL0857-84-2211
基本宿泊（1泊2食）料金の10%割引。但し土曜日、休前日、特定日（GW、正月
お盆）を除く。宿泊2名様まで。事前提示要。※他の割引券との重複は不可。

氷ノ山高原の宿  氷太くん
八頭郡若桜町舂米　TEL0858-82-1111
部屋料金10％割引（他の割引との重複なし）
四季を通じ雄大な自然を満喫

ホテルセントパレス倉吉
倉吉市上井町　TEL0858-26-8888
宿泊料金５％OFF
＊他の特典・割引との併用はできかねます。

ゆの宿　彩香
東伯郡湯梨浜町はわい温泉　TEL0858-35-3311
基本宿泊料金の1割引
※但し年末年始・ＧＷ・お盆等の特別日及び連休は除く

皆生温泉　華水亭
米子市皆生温泉　TEL0859-33-0001
規定宿泊料金の10%割引
※全室オーシャンビューの和風旅館

皆生グランドホテル 天水
米子市皆生温泉　TEL0859-33-3531
規定宿泊料金の10％割引　海辺のリゾートホテル

山楽荘
西伯郡大山町大山　TEL0859-52-2006
宿泊（一泊２食付）料金、お食事料金５％割引 
＊精進料理が味わえます

ホテル大山しろがね
西伯郡大山町大山　TEL0859-52-2211
宿泊料金 ５％割引

観水庭こぜにや 鳥取市永楽温泉町　TEL0857-23-3311
宿泊10％引き（税金除く）但し土・休前日・特定日（正月・盆・GWなど)は除く
料理5％引き（税金とサービス料は除く）宿泊２名様まで、料理4名様まで
対象　事前提示要　※他の割引券との重複は不可

（順不同）

旅館・お食事処　竹葉
安来市古川町　TEL0854-28-6231
御宿泊10％割引、御食事５％割引
足立美術館まで歩いて30秒の宿



食べる

スウィートランドTAKARA
倉吉市関金町関金宿　TEL0858-48-7070
土産物10％割引
（テイクアウト商品及びアルコールは除く）
ホテルセントパレス倉吉
（カフェレストラン サンジェルマン）
倉吉市上井町　TEL0858-26-8866
ご飲食代5％OFF ＊他の特典・割引との併用はできかねます。

ゆめや  倉吉店
倉吉市駄経寺町　TEL0858-24-0050

ゆめや  イオンモール鳥取北店
鳥取市晩稲　TEL0857-38-3767

ゆめや  イオンモール日吉津店
西伯郡日吉津村日吉津　TEL0859-37-0904
唐揚げ１皿サービス

本家夢屋  扇町店
鳥取市扇町　TEL0857-25-5755
本家夢屋  米子店
米子市旗ヶ崎　TEL0859-29-1730
ギョーザ１皿サービス

とっ鳥屋  東店
鳥取市立川町　TEL0857-21-8833

とっ鳥屋  末広店
鳥取市末広温泉町　TEL0857-26-3038

とっ鳥屋  湖山店
鳥取市湖山町北　TEL0857-31-0655
とっ鳥屋  倉吉店
倉吉市山根　TEL0858-26-5858
とり釡飯１ヶサービス

とうふ料理　あめだき
鳥取市国府町雨滝　TEL0857-58-0231
全商品10％OFF

花のれん本店
鳥取市瓦町　TEL0857-23-0494
4名様まで、デザートサービス。デザート付メニューをご注文の方
は食後のコーヒーを100円（税込）でご提供。※昼限定

花のれん春歌秋灯  鳥取シティホテル店
鳥取市戎町　TEL0857-29-9000
デザートサービス 5名様まで（事前提示）
※昼は除く

福ふく
鳥取市弥生町　TEL0857-50-0029
5％OFF

宮本製菓
八頭郡若桜町若桜　TEL0858-82-0168
5％割引（他の割引との重複は致しません）

太田酒造場
八頭郡若桜町若桜　TEL0858-82-0611
なら漬５％割引（他のサービスとの重複なし）

お肉の店  匠  賀露店
鳥取市賀露町北　TEL0857-30-1020
全商品8％割引

居食亭  くらもち
鳥取市弥生町　TEL0857-27-5051
食事料金5％割引

紺のれん　鳥取湖山店
鳥取市湖山町北　TEL0857-31-0246
カードを提示された方に、あげ餃子（３個入り）
プレゼント

TOTTORI  CHEESE  GARDEN
鳥取市薬師町　TEL0857-21-3260
1点150円相当の焼き菓子を進呈

お食事処　かに大陸
鳥取市賀露町西　TEL0857-32-2525
平日（祝祭日を除く）に、１ドリンク（ソフトドリンク）
サービス
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（株）しず商店
鳥取市南吉方　TEL0857-26-5181（代）
全店で第1・3水曜日5%OFF（ビール・たばこ・ギフト券類
・特売品を除く）その他の割引と併用できません。

パン工房　大地の恵み
鳥取市国府町宮下　TEL0857-37-2117
1点150円相当のパンを進呈

La  la  coupe
鳥取市片原　TEL0857-30-7315
1点150円相当の焼き菓子を進呈

ケーキハウス  nonona
鳥取市薬師町　TEL0857-22-5300
1点150円相当の焼き菓子を進呈
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Ｂ-Ｒサーティワンアイスクリーム倉吉店
倉吉市東昭和町　TEL0858-23-8631
お買い上げ金額の5％引き。他特典との併用なし。

アルファアキタ
鳥取市青谷町青谷　TEL0857-85-0217
商品（ケーキ・菓子類のみ）５％OFF（喫茶、飲食は不可）
※素材のよさ1つ1つのこだわりをもって

高塚かまぼこ店
東伯郡琴浦町八橋　TEL0858-52-2717
ちくわ、天ぷら各種5％割引

ふね
鳥取市気高町浜村　TEL0857-82-1563
もち、赤飯を予約購入していただいた方5%割引

酒菜　桔梗屋
米子市角盤町　TEL0859-37-2366
鳥取県の純米酒を、お一人様一杯（90CC）サービス

Tokyo食堂
米子市西福原　TEL0859-34-3456
グラスワイン1杯無料　2名様まで

海王
米子市角盤町　TEL0859-23-6660
4名様まで、デザートサービス。
（抹茶かバニラを選んでいただけます）※昼限定

大山Gビール　ビアホフ　ガンバリウス
西伯郡伯耆町丸山　TEL0859-39-8033
ガンバリウス売店にてお土産ビール10%割引

太陽軒PLANT5店
境港市竹内団地　TEL0859-45-0150
トッピング煮玉子サービス　４名様まで

えんや 淀江店

エンヤキッチン国際ファミリープラザ店

エンヤサンゴ  皆生ホテル店

米子市淀江町西原　TEL0859-56-1588

米子市加茂町　TEL0859-38-0655

米子市皆生温泉　TEL0859-31-6658

ご注文時のご提示で、カード1枚につき1名様、
アイスクリームサービス

石谷家住宅
八頭郡智頭町智頭　TEL0858-75-3500
智頭杉のしおりプレゼント

因幡万葉歴史館
鳥取市国府町町屋　TEL0857-26-1780
通常入館料20％割引（個人のみ）

道の駅清流茶屋かわはら  物産館鮎遊座
鳥取市河原町高福　TEL0858-85-6205
全品5％引き

まぐろラーメン本舗　太陽軒
境港市本町　TEL0859-44-1245
トッピング煮玉子サービス　４名様まで

そば道場　たたらや
日野郡日野町根雨　TEL0859-72-2261
手打ちそば代金（食事料金）10％引
＊日野町産そば粉使用

（順不同）

旬門  松江店
松江市寺町　TEL0852-27-7212

旬門  米子店
米子市明治町　TEL0859-21-7088

海座
米子市角盤町　TEL0859-21-3200
各店、プチデザート一品サービス

BODY  PIT
鳥取市栄町　TEL0857-29-7275
全メニュー10%OFF

和処  五季
米子市上後藤　TEL0859-21-0552
1,000円以上お食事をされたお客さまにアフター
コーヒーをサービス（2名様まで）



買　う
道の駅　犬挟
倉吉市関金町山口　TEL0858-45-1313
お買い上げ金額の5％引き

湯命館 倉吉市関金町関金宿　TEL0858-45-2000
◎市外の方・・・入浴料100円割引
◎市内の方・・・入浴料300円割引
※住所がわかる証明書のご提示が必要です。他の割引券との併用不可。

ヒルゼン高原センター
真庭市蒜山　TEL0867-66-3600
入園、フリーパス10％割引

鳥取市あおや和紙工房
鳥取市青谷町山根　TEL0857-86-6060
企画展観覧料20%割引(会員に限る）

湧くわく天然温泉　ラピスパ
米子市淀江町淀江　TEL0859-56-1111
全館利用・お風呂・プールについてそれぞれ割引
＊お連れ様5名まで有効  ＊第2木曜日定休日

フィットネスクラブパジャ鳥取
鳥取市富安　TEL0857-21-3861
入会金無料

温泉館　ホットピア鹿野
鳥取市鹿野町今市　TEL0857-84-2698
入浴料110円割引

フィットネスクラブパジャ米子
米子市西福原　TEL0859-35-1500
入会金無料

円形劇場くらよしフィギュアミュージアム
倉吉市鍛冶町　TEL0858-27-1200
入館料  大人100円引き　小人50円引き

うなばら荘
西伯郡日吉津村今吉　TEL0859-27-2018
温泉入浴料金50円引き

鳥取大丸
鳥取市今町　TEL0857-25-2111
お中元、お歳暮商品のうち特別おすすめ品
8%～15%割引（２重割引不可）

スポーツショップHEART
鳥取市興南町　TEL0857-21-7711
店頭価格より10％OFF（特価品を除く）

新町仏具印判店
鳥取市新町　TEL0857-22-6890
10％OFF

スポーツショップボールパーク BALL PARK
鳥取市田島　TEL0857-29-1137
グランドゴルフ用品20％割引
トロフィー・楯20％割引

因州若桜焼
八頭郡若桜町若桜　TEL0858-82-1217
5％割引（他の割引特典との重複は致しません）

ハートランドマミー鳥取店
鳥取市商栄町　TEL0857-29-6080
レジ精算時カード提示で5％OFF
（他の割引サービスとの併用は出来ません）

（有）中田石材工作所
境港市元町　TEL0859-44-1483
墓石他3％OFF

マエタサイクル
鳥取市立川町　TEL0857-23-0819
メーカー価格の10％引、出張料金無料

（株）中村商店  本店
鳥取市賀露町　TEL0857-28-1051
1,000円以上お買い上げのお客さま 10%割引

大山桝水高原天空リフト
西伯郡伯耆町岩立桝水高原　TEL0859-52-2228
各リフト券より100円引き
（会員証提示されたお客様のみ）

全商品5％OFF  他のサービスとの併用不可
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ストーンプランニングいしの  米子店
米子市淀江町西原　TEL0859-56-1455

ストーンプランニングいしの  鳥取店
鳥取市南吉方　TEL0857-23-1483

（順不同）
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暮らし

ガーデンかしの木
鳥取市新　TEL0857-27-5654
花苗、花鉢、観葉植物10％OFF

長生堂
倉吉市上井町　TEL0858-26-2331
お買い上げ金額の5％引き、一部商品を除く。
クレジット払い不可。他の特典との併用なし。
くらよし駅ヨコプラザ
倉吉市上井　TEL0858-24-5333
お買い上げ金額の5％引き、一部商品を除く。
クレジット払い不可。他の特典との併用なし。
赤瓦一号館（１階）
倉吉市新町　TEL0858-23-6666
お買い上げ金額の5％引き、一部商品を除く。
クレジット払い不可。他の特典との併用なし。

お買い上げ金額の5％引き、一部商品を除く。
クレジット払い不可。他の特典との併用なし。

赤瓦八号館お菓子の館　寅蔵
倉吉市仲ノ町　TEL0858-23-1825

シャディショップサンフラワー
倉吉市東昭和町　TEL0858-22-2345
お買い上げ金額の5％引き。
クレジット払い不可。特価品を除く。

松田仏具店 米子市二本木　TEL0859-27-1550　
米子市道笑町　TEL0859-22-6061

全商品5％割引

生花  花秀
米子市三本松　TEL0859-33-8673または0859-34-4102
10％割引

セノヲ　イオン津山店
津山市河辺　TEL0868-21-7228
5％OFF　足もとのオシャレと健康をご提案します。 
※一部商品と特価品は除く　年中無休、営業時間：10：00～21：00

メガネのみずた
鳥取市気高町新町　TEL0857-82-2043
出張 検眼 販売 アフターサービス充実
眼鏡一式ご購入の方10％OFF

ミスタータイヤマン東伯
東伯郡東伯町逢束　TEL0858-53-0123
タイヤ5％OFF　エンジンオイル交換工賃無料

ミサワホーム中国（株）山陰支店 

増改築にともなう費用（インテリア、水廻りを含む）
の5％割引　※その他の割引と重複しないこと

鳥取市南吉方　TEL0857-23-2000鳥取営業所
米子市米原　TEL0859-32-8000米子営業所
松江市菅田町　TEL0852-31-3330松江営業所

仏壇、仏具、墓石の専門店  はまぶん  米子営業所
米子市米原　TEL0859-23-3963
全商品5％OFF  他のサービスとの併用不可

日本海自動車学校
鳥取市湖山町東　TEL0857-28-2311
講習等を受けられた方に記念品を！

（順不同）

clover住工房
鳥取市千代水　TEL0857-30-5968
木造住宅の耐震診断（一般診断法）を50％OFF
にて実施　住まいの事ならなんでもおまかせ!!

家電のきのした
鳥取市国府町宮下　TEL0857-22-7056
全商品5％割引

鳥取医療器（株）
鳥取市西品治　TEL0857-23-1741
店頭価格の5～10％OFF（レンタル・特価品を除く）
介護、福祉用具の事なら何でもご相談ください。

10％割引  ※一部商品と特価品は除く

仏壇の原田  松江店
松江市寺町　TEL0852-25-3587

仏壇の原田  出雲店
出雲市今市町北本町　TEL0853-22-7250

みやわき鍼灸整骨院  吉成院
鳥取市吉成　TEL0857-50-0111

みやわき鍼灸整骨院  丸山院
鳥取市丸山町　TEL0857-50-0077

みやわき鍼灸整骨院  郡家院
八頭郡八頭町奥谷　TEL0858-71-0835

楽トレ（EMS）腹筋引き締めトレーニング20分
3,000円→1,000円（税別）



提携旅行会社の割引サービス
お電話等ご予約の際に、必ずとりぎん悠遊倶楽部の会員
であることをお申し出ください。

旅　行

自動車鈑金塗装 （有）アレンジ
鳥取市商栄町　TEL0857-53-5200
工賃より最大30％OFF
ぶつけたわいなー。困ったわいなー。迷わず気軽にご連絡ください。

鳥取市富安　TEL0857-23-2001

JALPAK（海外）３％割引
Feel（国内）３％割引 

東武トップツアーズ（株）鳥取支店

鳥取営業所　鳥取市雲山　TEL0857-26-3111
倉吉営業所　倉吉市福庭町　TEL0858-26-1117
米子営業所　米子市目久美町　TEL0859-22-2103

当社主催国内パッケージ旅行　５％割引

（株）日本交通旅行社

日ノ丸観光トラベル

倉  吉　倉吉市山根　TEL0858-26-5885
米  子　米子市角盤町　TEL0859-31-0611
宿泊及びパッケージ商品に対して３％割引します。
（但し燃油サーチャージ等諸経費除く基本料金に適用）

新日本観光センター
鳥　取  　鳥取市二階町　TEL0857-24-4175　

当社主催国内旅行５％割引
他社主催国内・海外旅行３％割引

流通（株）

引越および不用品処分について、
基本料金の5％割引

鳥取市湖山町西　TEL0857-31-1211鳥取店
倉吉市巌城　TEL0858-22-1211倉吉店
米子市今在家　TEL0859-37-1211米子店
松江市下東川津町　TEL0852-32-1211松江店

（有）池原工業
鳥取市気高町勝見　TEL0857-82-0794
高齢者対応住宅リフォーム・水廻り器具
見積もり時にカード提示で30％OFF

本社営業所　鳥取市古海　TEL0857-22-4004
倉吉営業所　倉吉市海田西町　TEL0858-26-1521
米子営業所　米子市加茂町　TEL0859-22-2650

割引限度額3,000円
割引額は百円単位切捨て

（順不同）

（順不同）

10分延長サービス
他のサービスとの併用不可

Let’s Relax  倉吉パープルタウン店
倉吉市山根　TEL0858-26-0036

Let’s Relax  ホテルモナーク鳥取店
鳥取市永楽温泉町　TEL0857-39-3900
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エステサロン  よろこび
八頭郡智頭町慶所　TEL090-1186-9348
フェイシャル（50分お仕上げメイク無料）
5,000円→4,000円（初回に限り）

西伯郡日吉津村日吉津　TEL0859-21-1411
施術代金の5%OFF　他のサービスとの併用不可

サイクル倉庫  出雲店
出雲市天神町　TEL0853-31-4850
店内全品10%割引
※特価品を除く  その他割引との重複なし
形成外科皮膚科  草竹クリニック
出雲市上塩冶町　TEL0853-81-1151
自由診療（美容等）初診料3,500円を2,500円割引
（1,000円  税抜）

（株）BANG  やまだや
鳥取市大覚寺　TEL0857-29-3118
介護・健康サポート用品専門店
通常の5～10%OFF（レンタル商品を除く）

カーセブン鳥取店/（株）トータルエナジーオオタ
鳥取市千代水　TEL0120-374-377
クルマ売り買いおトク！！
ご購入やサービスのご利用でオリジナルプレゼント進呈

Natural  Wave  イオンモール日吉津店

→現金にて




