
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 10 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
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小倉コロナワールドレジャー
＆スポーツ

会員特典

北九州市小倉北区西港町27-5
☎093-581-5678

定休日：年中無休
ホームページ： http://www.korona.co.jp/WorldTop/kok/

一日たっぷり遊べる！大型複合アミューズメント施設 
映画・天然温泉・ボウリング・ゲームセンター・パチンコなど

二家族三世代の “楽しいこと” がい～っぱい詰まってます
ご家族やカップル、大勢の仲間と一日たっぷり遊んでリフレッシュ！！

●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

COUPON
クーポン

折尾スターレーン
レジャー
＆スポーツ

会員特典

北九州市八幡西区折尾5-1-5
☎093-601-3900
営業時間： 月～金曜日　9:30 ～ 24:00　土曜日 9:00 ～ 25:00
　　　　 　日曜日 9:00 ～ 24:00　　※祝日の前日は25:00まで
定休日：年中無休
ホームページ： https://www.starlanes.co.jp/orio/

折尾駅から徒歩5分の所にあるボウリング場です
お子様も安心➡バンパーレーンを設置

喫煙室を完備しており、分煙対策をしっかりしております
屋外にある大きなピンがスターレーンの目印です
楽しく体を動かして笑顔のひと時をお過ごし下さい

●ボウリングゲーム代：
　一般料金より 100 円引（1ゲームにつき）

COUPON
クーポン
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●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

くらし

北九州市戸畑区川代2-1-2
☎ 093-881-3333
営業時間：
定休日：
ホームページ： http://www.ichikei.net/companyInfo/service/

”安全と安心のやすらぎ生活”をお届けします

《 ホームセキュリティ 》 で安心な生活を !!

《 監視カメラ 》 で防犯強化、安全確認を !!

会員特典

くらし

北九州市小倉北区馬借1-5-18-2Ｆ
☎093-513-2450
営業時間： 9:00 ～ 17:00
定休日：土･日･祝日
ホームページ： http://www.massc.jp/

特許取得の技術で、高い除菌性能を実現
JAXAでも認められた確かな技術力

マスクフジコーの製品は、小さいお子様のいるご家庭から、お年寄りの方
まで、幅広い世代でご利用いただいております

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）
●富士の美風　Blue Deo（ブルーデオ）：
　通常 26,800円（税抜）を20％OFF → 21,440円（税抜）
　※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。

会員特典

くらし

北九州市小倉北区井堀3-27-15
☎093-581-8060
営業時間：平日 8:00 ～ 19:00
　　　　　  日･祝日 9:00 ～ 18:00
定休日：お盆･正月
ホームページ： https://www.mr-tireman.jp/shop/uchigawa/

タイヤの事ならお任せ下さい！
乗用車からトラックまで全ての車のタイヤを交換致します

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。

COUPON
クーポン

レジャー
＆スポーツ

会員特典

北九州市八幡東区桃園2-1-20
☎093-671-7566
営業時間：月～木･日･祝日　10:00 ～ 24:00
　　　　　  金･土･祝日前日　10:00 ～ 25:00
定休日：年中無休
ホームページ： http://www.mz-citybowl.com/

地域最大級48レーン！ 
お子様にも安心のガター防止レーン・シューター軽量ボール完備！

お得なパック料金やサービス料金など多数あります！
詳しくはホームページをご覧ください

●ボウリングケーム代：
　1グループ全員、一般料金より100円引

COUPON
クーポン

桃園シティボウル
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会員特典

くらし

北九州市戸畑区中原西1-10-22
☎093-871-7385
営業時間： 9:00 ～ 17:00
定休日：日･祝日、第2土曜日、5月連休（5/3 ～ 5/5）
　　　　  お盆（8/13 ～ 8/16）、年末年始（12/30 ～ 1/3）
ホームページ： http://www.aokiworks.jp/　　　 

お任せください！車のこと！！

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

COUPON
クーポン 会員特典

くらし

◆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： 9:30 ～ 19:30
定休日：火曜日
ホームページ： https://www.onixkitakyu.com/

北九州の新車リース・中古車購入は、オートアベニューへ！

有限会社オートアベニュー

●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

【フラット7 】
新車の軽自動車が月々 10,000円（税別）～ 7年間乗れて
しかも基本費用（車検代自動車税、自賠責保険代、オイル交換、マット、バイザー諸費用)
が全てコミコミ

株式会社はせがわ

会員特典

くらし

◆小倉店◆
北九州市小倉北区室町2-1-3　☎0120-711-610
◆曽根バイパス店◆
北九州市小倉南区田原4-14-5　☎0120-664-371
◆イオンタウン黒崎店◆
北九州市八幡西区西曲里町3-1イオンタウン黒崎1F　☎0120-115-025
◆折尾店◆
北九州市八幡西区東筑2-4-20　☎0120-581-611
営業時間： 10:00 ～ 18:30　※イオンタウン黒崎店は9:00 ～ 21:00
定休日：不定休
ホームページ： https://www.hasegawa.jp/

お仏壇やお位牌と同様にお墓の販売をしております
様々な形態のお墓やアクセスしやすい霊園など、ご要望にあわせてご提案

ホームページには周辺のおすすめ霊園を掲載しておりますので
是非ご覧ください

●ご来店されたお客様に
　「マンガ　失敗しないお墓読本」、「線香・ロウソクセット」
　プレゼント

COUPON
クーポン 会員特典

くらし

北九州市八幡東区川淵町4-20　サニーサテライトビル内1F、2F
☎093-654-1177
営業時間： 10:00 ～ 18:00
定休日：不定休

葬儀会葬礼品・香典返し・法要礼品・仏壇・仏具
各種取扱していますので、お気軽にご来店下さい

株式会社ワンライフ

●3,000円以上お買い上げのお客様に
　粗品1点プレゼント

COUPON
クーポン
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会員特典

北九州市八幡西区相生町3-29
☎093-621-0067
営業時間： 10:00 ～ 17:00
定休日：土･日･祝日
ホームページ： http://fujika.sakura.ne.jp/

当店のこだわりは「味」です
季節の素材を厳選し、少し贅沢に手作りを心掛けています

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

COUPON
クーポン 会員特典

北九州市門司区新門司3-64-2
☎093-483-3131
営業時間： 9:00 ～ 17:00
定休日：日･祝日、ときどき土曜日
ホームページ： https://www.oku1925.co.jp/

大正14年創業「まごころとこだわりをひとすじに」
和食文化を支え続ける鰹節製造販売の会社です

グルメ 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

会員特典

北九州市若松区二島5-1-2
☎093-791-0540
営業時間： 7:30 ～ 19:00（なくなり次第終了）
定休日：火･日曜日

創業70年で3代続く地元から愛され続ける名店！
大人気メニューは味が4種類ある「濃厚ミルクパン」

添加物や防腐剤を使用しない為、噛むほどに味が溢あふれ出します

グルメ

●500円(税別)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

COUPON
クーポン会員特典

北九州市八幡西区力丸町24-13
☎093-691-1467
営業時間： 9:00 ～ 20:00
定休日：土･日･祝日
　　　　  1/1 ～ 1/4･GW
ホームページ： http://www.chikugoya.com/

昭和56年の創業以来、農家さんから「直接」仕入れるので安心！
5つ星マイスター、農産物検査員、炊飯鑑定士、お米アドバイザー在中のお

米屋で、マイスターが厳選したお米など販売してます

グルメ

●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

COUPON
クーポン

原口米穀株式会社　米の筑後屋
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会員特典

北九州市八幡西区上の原4-6-22
☎093-612-1904
営業時間： 10:00 ～ 18:00
定休日：日曜･祝日

鮮魚中心に取り扱っている地域密着のフードショップです

グルメ 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

COUPON
クーポン

会員特典

北九州市八幡西区木屋瀬362-1
☎093-617-2855
受付時間： 9:00 ～ 17:00
定休日：日曜日
ホームページ： http://beauty-helper.jp/

外出が困難な方や
美容室･理容店にて長時間椅子に座るのがつらい方など

ご自宅にてサポートさせて頂きます

●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）

ファッション
＆美容

会員特典

北九州市小倉北区船場町3-8
☎093-531-5220
営業時間： 11:00 ～ 19:30
定休日：火･水曜日
ホームページ： https://www.purewhite.co.jp/

ブライダル商品を中心に展開する宝石店です
NIWAKA、クリスチャンバウワー等のブランドを取り扱っており、

真珠やファッションジュエリーにおいても
高い品質を適正価格にてご用意してます

ファッション
＆美容

●フォーマル用の真珠5万円以上お買い上げの方、20％OFF
●リフォーム（作りかえ）20％OFF
●ファッションジュエリー最大20％OFF
●婚約・結婚指輪最大10％ご優待 
※ブランドにより割引率が異なります

COUPON
クーポン

株式会社ピュアホワイト

会員特典

北九州市門司区栄町10-12
☎093-331-0623
営業時間： 10:00 ～ 19:00
定休日：無休
ホームページ： http://www.hashimoto-foods.sakura.ne.jp/

創業明治36年！
老舗伝統のお肉とお惣菜でお客様の日々の食卓に笑顔を
市場のお肉屋さんに「シェフ」手づくりの惣菜も販売

ホテル、外食向け卸も担当

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

橋本食品株式会社
お肉のはしもと栄町本店

COUPON
クーポン
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会員特典

北九州市若松区赤島町11-28
☎093-791-1414
営業時間： 9:00 ～ 19:00
定休日：正月4日間、8/15 ～ 8/17

いい花おいてます
結婚式場や斎場にも花を納めています

だから、花のことなら冠婚葬祭なんでもこい！です
いい花・いい腕・おもてなしの心が、モットーの店

会員特典

北九州市小倉北区吉野町11-15-301
☎093-932-9327
営業時間： 9:30 ～ 19:00
定休日：年末年始、夏期特別休暇
　　　　  ブライダル部門は火･水曜日
ホームページ： https://www.raidnet.jp/

創業40年の映像制作会社です
その実績の多くはブライダルにおける記録ビデオや演出ムービーの制作です

おかげさまで実績は25,000件を超えて、
ここ数年はブライダルで積み重ねてきた経験と磨き上げてきた技術を活か
し、企業様の紹介映像や採用動画、家系図ビデオにも力を入れてきました

会員特典

北九州市八幡東区川淵町7-8
☎093-651-2654
営業時間：
定休日：不定

大正2年開業以来100年にわたり
地域の皆様の思い出創りのお手伝いをさせていただいています
ぜひこの機会に御家族の思い出作りをご検討ください

お待ちしております

バラエティ 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）

COUPON
クーポン

バラエティ 株式会社ＲＡＩＤ

●家系図ビデオ： 20万円(税別) ～を10％OFF

バラエティ 株式会社宮原写真館

●スタジオ記念写真 10％OFF



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。

2019.10

花のひらの サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

☆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

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10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。

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

2019.10

㈲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

2019.10

㈱青木自動車工場 サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

☆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

桃園シティボウウル サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

●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 1グループ全員利用可能

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）

味のふじ華 サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

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

2019.10

ベーカリーさくらい サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

500円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

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

2019.10

㈱ピュアホワイト サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

☆フォーマル用真珠
5万円以上お買い上げのお客様20％OFF
☆リフォーム(作りかえ)20％OFF
☆ファッションジュエリー最大20％OFF
☆婚約･結婚指輪最大10％ご優待
●来店時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可
●ブランドにより割引率が異なります

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

2019.10

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

㈱ワンライフ サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

3,000円(税別)以上お買い上げのお客様

粗品1点プレゼント

●来店時に本券提出　●他の割引券・無料券との併用は不可

㈱はせがわ サニーライフ会員様限定クーポン

2019.10

ご来店されたお客様
☆マンガ　失敗しないお墓読本
☆線香･ロウソクセット
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


