
レジャー
＆スポーツ

●シネマワールド：
　[ 映画鑑賞料金 ] 大学生以上…1名様 1,400 円
　　　　　　　　  高校生以下…1名様     800 円
●ボウリング：
　2ゲーム以上のご利用で、1ゲーム無料
●天然温泉コロナの湯：
　[ 入泉料金 ] 中学生以上…1名様 650 円
    [ 入泉 +健美高炉 ( 館内着 +タオルセット付き ) 料金 ]
　　　　　　  中学生以上…1名様 950 円

北九州市小倉北区西港町27-5
☎093-581-5678

会員特典

レジャー
＆スポーツ

くらし

小倉コロナワールド

●ホームセキュリティ：
　・先着20名様に限り、見積書(無料)の依頼で「ピンホールカメラ」
　　1台プレゼント（設置費別）　※ご成約の方は設置費無料
　・ご成約の方には
　　①契約保証金(20.000円)を全額免除
　　②「センサーライト」1台プレゼント(設置費込)
　　③IPネットワークカメラ「ミモール」を1台30.000円(税別)で購
　　　入いただけます（設置費・設定等含む）
●監視カメラ：ご成約の方にはいずれかプレゼント
　④「サット119(投げる消火器)」1本
　　または「住宅用火災警報器(煙感知器)」1台
★上記2点の同時成約なら①～④すべての成約特典プレゼント

会員特典

北九州市戸畑区川代2-1-2
☎ 093-881-3333

●ボウリングゲーム代：
　一般料金から 100 円引（1ゲームにつき）

会員特典

折尾スターレーン

北九州市八幡西区折尾5-1-5
☎093-601-3900

サニーライフ会員様は、冠婚葬祭以外でもさまざまな提携施設で割引・優待が受けられます。
内容や諸条件は各施設の紹介欄及びクーポンを参照のうえ、ご利用ください。

※特典内容は 2019 年 4月現在のものです。予告なしに変更される場合もございますのでご了承ください。
※ご利用の際は必ず掲載の利用方法･特典内容を十分にご確認のうえお申し込みください。掲載利用方法以外でお申し込みされた
　場合は特典を受けられません。
※写真はイメージです。　※他の割引･優待等との併用はできません。

サニーライフ提携施設のご案内

利用方法
クーポンマークのある施設は最終ページのクーポン券を切り取りご持参ください。

その他の施設につきましては、お申込･お問合せの際に「サニーライフ会員」とお申し出ください。

皆様の暮らしをもっとお得に、楽しくする会員様限定の優待サービス

COUPON
クーポン

くらし

株式会社マスクフジコー

●キラクリーン （消臭除菌グッズ）：
　通常 1セット（2個入り） 1,000円→700円（税別）
●空気清浄器ＶⅡ型 （8畳用）：
　通常 29,800円（税込）を35％OFFで19,370円(税込）
　本体カラー（赤・ベージュ）の2色からお選びできます。
※商品はすべて代引配送とさせていただきます。
　送料、代引き手数料はマスクフジコーで負担します。

北九州市小倉北区馬借
1-5-18-2Ｆ
☎093-513-2450

会員特典

COUPON
クーポン
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くらし

●フラット7ご成約のお客様にもれなく「カーナビ」プレゼント

会員特典

折尾店：
北九州市八幡西区折尾3-11-21
☎093-693-0105
小倉店：
北九州市小倉北区上到津2-1-3
☎093-562-8855
営業時間： 10:00 ～ 20:00
定休日：火曜日

原口米穀株式会社

米の筑後屋

●お米お買い上げのお客様にボックスティッシュ 1箱プレゼント

北九州市八幡西区力丸町24-13
☎093-691-1467

会員特典

株式会社オク

●3,000円（税別）以上お買い上げのお客様に
　「桜かつお50g」をプレゼント

北九州市門司区新門司3-64-2
☎093-483-3131

会員特典

グルメグルメ

株式会社青木自動車工場

●エンジンオイル半額
●交換工賃サービス
●車検・点検・板金・塗装工賃10％OFF

北九州市戸畑区中原西1-10-22
☎093-871-7385

会員特典

内川

●タイヤ購入のお客様
　①作業工賃サービス（脱着・組替・バランス・廃タイヤ処理）
　②新品バブルサービス
　③窒素ガス充填サービス
上記①～③までをご奉仕させていただきます。

北九州市小倉北区井堀3-27-15

☎093-581-8060

会員特典

くらしくらし

グルメ

味のふじ華

① お茶を無料にてサービス
② 5,000円以上で配達致します

北九州市八幡西区相生町3-29
☎093-621-0067

会員特典

COUPON
クーポン

COUPON
クーポン

有限会社オートアベニュー

COUPON
クーポン

COUPON
クーポン
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グルメ

●当店のお肉、お惣菜、加工品、タレ類の合計1,200円以上
　お買い上げのお客様
　TVに７回出た当店自慢のから揚げ「テレ唐」を４個(200円)
　揚げたてでプレゼント

会員特典

北九州市門司区栄町10-12
☎093-331-0623

　　　株式会社ＲＡＩＤ

●家系図ビデオ： 20万円(税別) ～を10％OFF

北九州市小倉北区吉野町
11-15-301
☎093-932-9327

会員特典

有限会社花のひらの

●仏花1,200円以上お買い上げのお客様：
　切花(200円相当)1本プレゼント（当店指定花）
●仏花を定期購入（月3回以上,3600円以上）申し込みのお客様：
　お買い上げ額により鉢物（500円～ 1000円相当）1鉢プレゼント
　（来店者のみに限る）
※ 1 ヶ月毎に花・鉢の変更有り（季節の花をプレゼントの為）

北九州市若松区赤島町11-28
☎093-791-1414

会員特典

バラエティバラエティ

フードショップヨシダ

●鮮魚2,000円（税別）お買い上げのお客様
　１割程度の鮮魚をプレゼント

北九州市八幡西区上の原
4-6-22
☎093-612-1904

会員特典

●500円(税込)以上お買い上げのお客様
　150円相当の菓子パン1個プレゼント

北九州市若松区二島5-1-2
☎093-791-0540

会員特典

グルメグルメ

●訪問理美容（カット・毛染・パーマ等）1,000円OFF
【例】カットの場合
3,700円（カット代）＋1,000円（交通費）＝4,700円→3,700円（税込）

北九州市八幡西区木屋瀬362-1
☎0120-05-7808
受付時間：
9:00 ～ 17:00（月～土）

会員特典

COUPON
クーポン

COUPON
クーポン

橋本食品株式会社
お肉のはしもと栄町本店

COUPON
クーポン

ファッション
＆美容

　　　株式会社ＲＡＩＤ

COUPON
クーポン
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株式会社宮原写真館

●スタジオ記念写真 10％OFF

北九州市八幡東区川淵町7-8
☎093-651-2654

会員特典

バラエティ

小倉コロナワールド

折尾スターレーン

●受付時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可
●予約時は御利用になれません
●本券 1枚で御本人を含む 5名様まで利用可能

ボーリングゲーム代

一般料金から 100円引
（1ゲームにつき）

サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

㈲内川タイヤ

新品タイヤご購入のお客様
☆作業工賃サービス（脱着・組替・バランス・廃タイヤ処理）

☆チューブレス用バルブの交換サービス
☆窒素ガス充填サービス
●注文時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

内川

サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

㈱青木自動車工場 サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

☆エンジンオイル半額
☆交換工賃サービス
☆車検･点検･板金･塗装工賃10％OFF

●注文時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

味のふじ華 サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

お茶を無料にて
サービス

●注文時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

米の筑後屋

お米お買い上げのお客様

ボックスティッシュ
1箱プレゼント

●注文時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

ベーカリーさくらい サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

500円(税込)以上お買い上げのお客様

150円相当の
菓子パン1個プレゼント

●会計時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

小倉コロナワールド

QR コードより「コロワリ」画面→
「小倉」→「ご利用店舗」をクリック
で進んでいき優待画面を店頭にて
ご掲示いただくと、割引サービス
が受けられます。
各クーポン画面の使用注意事項を
ご確認の上、ご利用くださいませ。

2019.4

サニーライフ会員様限定クーポン

お肉のはしもと栄町本店

お肉、お惣菜、加工品、タレ類の
合計1,200円以上お買い上げのお客様
当店自慢のから揚げ「テレ唐」を
４個(200円)揚げたてでプレゼント

●会計時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

花のひらの サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

☆仏花1,200円以上お買い上げのお客様
200円相当の切花1本プレゼント
☆仏花定期購入（月3回以上、3,600円以上）
お申し込みのお客様
500円～1,000円相当の
鉢物1鉢プレゼント
●来店時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

フードショップヨシダ サニーライフ会員様限定クーポン

2019.4

鮮魚2,000円(税別)以上お買い上げのお客様

1割程度の
鮮魚をプレゼント

●来店時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

2019年4月版

サニーライフ会員様限定クーポン

※掲載の利用方法･特典内容を十分にご確認のうえ、切り取ってご利用ください。
※特典内容は2019年4月現在のものです。　予告なしに変更される場合もございますので
　ご了承ください。
※写真はイメージです。


