山口県歯科医師協同組合指定店一覧表
※組合指定店をご利用の際は、必ず組合員証をご提示ください。提示がない場合、割引等の協定特典が受けられないことがあります。
指定店名

担当

医療法人聖比留会
セントヒル病院

堀

本城クリニック
ホ
テ
ル
ニュータナカ

主な取扱商品

協定割引率

PET／CTがん検診

通常料金から10%
割引

原田

PETコース、全身MRIコース

通常料金から20%
割引

井町

宿泊・宴会・婚礼

宿泊20%引き
宴会・婚礼 ５ %引き

営業時間

住

所

電

話

９ ：00～17：30
土曜日は12：00まで
宇部市今村北3-7-18

0120-169-984

8：30～17：00
火・日・祝定休

周南市五月町 ８ 番 １ 号
東邦メディカルビル

0834-33-3355

年中無休

山口市湯田温泉2-6-24

083-923-1313

下関市卸新町7-1

083-232-4444

土曜日午後、日・
祝日、お盆 、年
末年始休み

ダスキン商品、お掃除、家事代行、
特別価格
害虫駆除、浄水器など取り扱い
無料お試し（対象各種）

9：00～18：00
日・祝定休

貴金属回収・精錬・精製

８ ：30～17：30
土・日・祝休み

㈱ ニ ッ シ ン
各店舗 ダスキン幡生支店（県西部対応）
下関市椋野町3丁目12-19 083-233-0100
コーポレーション
ダスキン日進山口（県中・北部対応） 山口市朝田947-2
083-924-8390
ダスキン末武中支店（県東部対応） 下松市瑞穂町2-23-1
0833-45-0101
ア
サ
ヒ
プリテック㈱

特別価格

宮本
大崎

福岡営業所 福岡県古賀市糸ヶ浦43
広島営業所 広島県広島市安佐南区伴西3-2-4

㈱岸田時計店

岸田

ロレックス、オメガ、タグ・ホ
10：00～19：00
店頭表示の ５ ～20%引き
イヤー等腕時計
第 １ 、第 ３ 水曜
ブライダルジュエリー、宝石貴 （一部除外品あり）
定休
金属、眼鏡、補聴器

山口市中市町4-15

083-922-0144

㈱ 広 島 三 越

大田

山口県歯報同封チラシ商品特別価格

広島市中区胡町5-1

082-242-3111

下関市彦島本村町5-2-10

083-261-1277

宝石、貴金属、ブライダルジュ
エリー（フォーエバーマーク正
規取扱店）
ジュエルセブン

肥塚

092-943-2223
082-811-8690

10：30〜19：30

店頭価格の ５ ～
10%引き（相場変
動商品は除く）

総本店 下関市竹崎町4-4-8シーモール下関北 ３ 番街 083-235-0123
10：00～19：30（不定休）
ゆめシティ店 下関市伊倉新町3-1-1ゆめシティ １ 階 083-250-7177 10：00～22：00（無休）
サンリブ下松店 下松市南花岡6-8-1サンリブ下松 １ 階 0833-45-0577 ９ ：30～20：00（無休）
BRIDAL周南 下松市美里町4-6-25YKビル １ F 0833-48-7117 11：00～19：30（定休日 火曜日）
BRIDAL下関 下関市伊倉新町2-1-13グランマストアベニュー １ F 083-227-2273 11：00～19：30（定休日
火曜日）

紳士服、婦人服、ビジネスウェ
ア、フォーマルウェア、ドク
は る や ま 商 事 ㈱ 各店舗
ター・ナースウェア、医療事務
制服 等

月でひろった卵、和菓子、洋菓
子、ケーキ

山口県下のはるや
ま全店で通常価格
より10%オフ。折
込チラシクーポン
やWebクーポンと
の併用可能。但し、
他の提携割引との
併用不可。直し代、
商品送料など、商
品以外のサービス
代金は除外。
定価の ５ %割引

10：00～20：00
※店舗によって
異なります。ホー
ムページをご覧
ください。

９ ：00～19：00
元旦のみ定休

岡山市北区表町1-2-3

086-226-7112

柳井市柳井5275

0820-22-0757

果子乃季（和洋菓子店）
玖珂、南岩国、岩国、由宇、大島、ゆめタウン柳井、総本店、平生、田布施、光井、浅江、下松、サンリブ、熊毛、
遠石、徳山、徳山駅、ゆめタウン新南陽、新南陽、国衙、ゆめタウン防府、三田尻、平川／ハーフスイーツ、大内、
ゆめタウン山口、萩美術館前、東萩、プラッツ、新山口駅、果子乃季&シュクルヴァン新山口駅 ２ 号店、東岐
あ さ ひ 製 菓 ㈱ 各店長
波、宇部ファーム、厚狭、ゆめタウン長府、熊野 各店舗
シュシュ（洋菓子専門店）
シュシュ柳井店、シュシュ山口、シュシュ宇部 各店舗
シュクルヴァン（ベーカリー）
シュクルヴァン柳井、シュクルヴァン山口、シュクルヴァン新山口駅、果子乃季&シュクルヴァン新山口駅 ２
号店、シュクルヴァン宇部、シュクルヴァン下松 各店舗

クリア装業㈱

上利

・クリア装業
院内床WAX掛
床WAX掛け、ガラス清掃、エ
け定期契約の
アコンクリーニング、その他清
場合、初回施
掃一式、クロスクリーニング、
工費を無料
内装工事一式
飲食店（カフェ・ダガリ）

・カフェ・ダガリ
100円コーヒー
チケット配付

・クリア装業
8：30～17：30

山口市阿知須919-4

0836-65-4800

山口市小郡前田町3-4

083-902-5611

日・祝祭日休み
・カフェ・ダガリ
10：00～20：00
水曜日定休

指定店名

担当

主な取扱商品

㈱エス トラスト

岩男

新築分譲マンション、住宅
分譲住宅・リフォーム

パナホーム㈱
山 口 支 店

桑原

戸建住宅、賃貸住宅、医療・高
齢者施設建築、リフォーム

協定割引率

営業時間

販売物件価格の
１ %引き（税込）

９ ：00～18：00
土、日、祝休み

住

所

下関市竹崎町4-1-22

特別価格（一部、 ９ ：00～18：00
（一部不定） 山口市小郡大江町 ６ -31
土地、建売住宅に 水・日
定休
おいて例外あり）

電

話

083-229-1456

083-972-4304

建築事業の企画・設計・施工・リ
フォーム、都市開発事業、海外
事業、環境エネルギー事業、農業、
ロボット商品の販売代理等

特別価格

縄田
岩永

山口支店
周南支店

083-920-4933
0833-45-1191

住友林業ホームテック㈱
山 口 支 店

河野

住宅、マンション、店舗、事務
所等のリフォーム、
木の良さを活かしたインテリア
提案
旧家、古民家リフォーム

リフォーム工事 価 格（税
別）の ３ %割引お知り合い
やご友人の方をご紹介頂く
と特典あり。
（リフォーム、
建替、新築等）

9：15～17：30
火、水休み

山口市小郡前田町1-1

083-972-9115

㈱

光井
岡田

新築戸建て住宅、不動産、家具、
家電、インテリア雑貨、エクス
テリア、リフォーム

特別価格

9：00～18：00

防府市佐波1-9-5

0835-23-8500

吉岡

戸建住宅事業、賃貸住宅事業、
マンション事業、特建事業（福
祉、介護、医療施設、商業施設、
オフィスビル）、リフォーム事
業、都市開発事業等

新築工事請負契約：建
物本体価格の ３ %割引
増改築工事請負契約：
見積価格の ３ %割引
※詳細は担当者にお尋
ねください。

９ ：00～18：00

山口市小郡下郷2227番地4

083-976-1111

㈱アサヒ装建

寺戸

歯科医院や商業施設の内外装、
リノベーション、インテリアデ
ザインから設計・施工、Web
サイトや広告ツール製作など、
トータル・プロデュース

特別価格

9：00～18：00
日・祝休み

広島市中区西川口町8-2

082-292-1657

宇部塗装工業㈱

白﨑

塗装工事、防水工事、リニューア
ル工事、設備（外溝、下水道）工事

特別価格

8：00～18：00
土、日、祝休み

宇部市東藤曲2-7-16

0836-21-4185

石川

舗装工事の場合、通
舗装工事（アスファルト舗装、
常料金から ５ %割引
デザイン舗装、遮熱舗装、エコ
一般 土木工事の場
舗装）、一般土木工事
合、特別料金

８ ：00～18：00
日・第 ２ 土曜休み

防府市大字台道1155-1

0835-32-3233

山口市維新公園3-8-5

083-922-2266

山口市大内御堀1220-1

083-922-2200

大和ハウス工業㈱

銘

建

積 水 ハ ウ ス
㈱ 山 口 支 店

桝 倉 産 業 ㈱

山口市吉敷下東4-19-24
下松市末武下421-1

輸入自動車・用品の販売、中古
車販売、点検・整備・車検、各
種保険
㈱ オ ー ジ ス 各店長 フォード新山口
フォルクスワーゲン山口
フォルクスワーゲン下関
ボルボ・カーズ山口

山口マツダ ㈱

宮本

新車ご成約の方
ボディコーティング
プレゼント

山口市大内矢田南1-1-8
山口市大内矢田南1-1-16
下関市生野町2-1-4
山口市維新公園3-8-5

マツダブランドの新車、部品用品
各種中古車、車輛整備、保険（代
理業務）

新車ご成約時の純正
オプションプレゼント
新車乗用登録車 ５ 万円分
新車軽乗用車 ３ 万円分

9：00～18：00
9：00～18：00

土・日・祝日定休日
水曜日定休日

９ ：30～18：00
083-927-3366
083-941-2233
083-250-1333
083-901-1221
９ ：30～18：00
火曜定休日
９ ：00～19：00
第 １ 水曜日

山口日産自動車㈱

徳富

自動車販売、整備、保険取扱い

特別価格

ポルシェセンター
山口、ルノー山口
水曜日定休日

三菱自動車の販売、部用品販売
点検整備、車検、各種保険、中
古車販売

特別価格

９ ：30～19：00

防府本店
徳 山 店
山口三菱自動車㈱ 各店長 山 口 店
小 郡 店
岩 国 店
柳 井 店
クリーンカー防府
クリーンカー徳山

防府市高倉2-3-10
周南市栗屋771-4
山口市大内御堀1925-1
山口市小郡下郷1648-1
岩国市錦見3-2-6
柳井市大字余田1388-1
防府市沖今宿1-1-11
周南市栗屋768-2

0835-23-5555
0834-25-0866
083-922-1364
083-973-3311
0827-41-1134
0820-22-3661
0835-38-0567
0834-36-0077

指定店名

担当

主な取扱商品
BMW新車・中古車

㈱ バ ル コ ム

大場

□本社
周南市新地 １ 丁目6-1 〒745-0861
TEL 0834-22-2000㈹
□徳山店
周南市新地 １ 丁目6-1 〒745-0861
TEL 0834-22-2002㈹
□下関店
下関市生野町 １ 丁目1-17 〒751-0832
TEL 083-252-3286㈹
□宇部店
宇部市居能町 ３ 丁目4-46 〒755-0055
TEL 0836-31-3344㈹
□南岩国店
岩国市南岩国町 １ 丁目15-40 〒740-0034
TEL 0827-32-1100㈹
トヨタカローラ山口㈱ 各店長 □山口店
山口市維新公園3-4-7 〒753-0815
TEL 083-922-6586㈹
□ときわ店
宇部市大字西岐波字野黒目4291-1 〒755-0151
TEL 0836-51-2661㈹
□防府店
防府市八王子 １ 丁目29番16号 〒747-0037
TEL 0835-22-5195㈹
□光店
光市中央 １ 丁目 ２ 番12号 〒743-0013
TEL 0833-71-2488㈹
□柳井店
柳井市南町 ３ 丁目 ７ 番12号 〒742-0031
TEL 0820-22-1588㈹
□小月店
下関市清末千房 ２ 丁目1-8 〒750-1163
TEL 083-282-1421㈹
□小野田店
山陽小野田市新生3-1-5 〒756-0092
TEL 0836-83-8131㈹

アクア、プリウス、ハリアー、
アルファード、マークXなどの
新車、各種中古車、点検・整備
□麻里布店
岩国市麻里布町7-8-8 〒740-0018
TEL 0827-23-0567
□南岩国店
岩国市南岩国町1-15-50 〒740-0034
TEL 0827-31-1121
□柳井店
柳井市南町4-5-10 〒742-0031
TEL 0820-23-0567
□光店
光市中央1-4-27 〒743-0013
山口トヨペット㈱ 各店舗 TEL 0833-71-0907
□徳山店
周南市新地1-6-50 〒745-0861
TEL 0834-31-0567
□周南店
下松市清瀬町2-2-5 〒744-0071
TEL 0833-44-0311
□防府東店
防府市国衙5-9-15 〒747-0024
TEL 0835-25-0567
□防府西店
防府市植松451 〒747-0836
TEL 0835-24-0567
□山口店
山口市維新公園3-12-25 〒753-0815
TEL 083-922-0567

坂井

営業時間

特別割引

10：00～19：00
火曜定休日

Balcom BMW 山口 山口市小郡みらい町1-1-10
Balcom BMW 周南 下松市南花岡6-9-14
Balcom BMW 下関 下関市幡生宮の下町3-1
新車、中古車、関連用品の販売、
修理業、車検

フォルクスワーゲン
周 南 シ テ ィ

協定割引率

フォルクスワーゲン新車、中古
車、カー用品販売、車検・点検、
修理

特別価格

９ ：00～17：00
毎週月、火曜日
定休日

電

話

山口市小郡みらい町
1-1-10

083-972-9500

周南市新地1-6-1

0834-22-2000

□下関マイカーセンター
下関市古屋町 １ 丁目12-10 〒751-0847
TEL 083-252-3040㈹
□岩国マイカーセンター
岩国市川西 ３ 丁目659-1 〒741-0082
TEL 0827-43-1400㈹
□宇部マイカーセンター
宇部市居能町 ３ 丁目4-46 〒755-0055
TEL 0836-32-2299㈹
□防府マイカーセンター
防府市大字植松111番地 〒747-0836
TEL 0835-24-1600㈹
□山口マイカーセンター
山口市小郡新町 ５ 丁目4-1 〒754-0031
TEL 083-973-2350㈹
□柳井マイカーセンター
熊毛郡平生町大字平生村891番地 〒742-1102
TEL 0820-57-0111㈹
□attaときわ店
宇部市大字西岐波字野黒目4291-1 〒755-0151
TEL 0836-51-3135㈹
□テクノセンター
山口市下小鯖1003-37 〒753-0212
TEL 083-927-7111㈹
□ワーゲンプラッツ
山口市維新公園3-4-10 〒753-0815
TEL 083-920-3010㈹
□徳山MC内
TEL 0834-33-2500㈹
□宇部MC内
TEL 0836-51-3033㈹
□下関MC内
TEL 083-252-3120㈹

９ ：00～19：00
月曜定休日

□小郡店
山口市小郡下郷2255-1 〒754-0002
TEL 083-972-3000
□萩店
萩市山田4258-2 〒758-0063
TEL 0838-25-0567
□長門店
長門市西深川3293-1 〒759-4102
TEL 0837-22-1790
□ときわ店
宇部市西岐波4474-10 〒755-0151
TEL 0836-51-4600
□宇部西店
宇部市妻崎開作885 〒759-0204
TEL 0836-41-0567
□小野田店
山陽小野田市新生3-1-7 〒756-0092
TEL 0836-81-1567
□一の宮店
下関市一の宮町2-16-6 〒751-0806
TEL 083-256-6677
□長府店
下関市長府東侍町4-55 〒752-0977
TEL 083-246-1400
□綾羅木店
下関市綾羅木新町3-8-7 〒751-0865
TEL 083-253-0567

特別価格

所

083-972-9500
0833-45-0080
083-242-5855

□岩国店
岩国市新港町 ２ 丁目 １ 番18号 〒740-0002
TEL 0827-22-4288㈹
□萩店
萩市大字山田4261番 １ 〒758-0063
TEL 0838-22-2725㈹
□長門店
長門市東深川字土井の内2662-1 〒759-4101
TEL 0837-22-1311㈹
□美祢店
美祢市大嶺町東分字前川299-1 〒759-2212
TEL 0837-52-1580㈹
□下松店
下松市大字末武下字東御開作611-1 〒744-0022
TEL 0833-41-1702㈹
□安岡店
下関市横野町 １ 丁目18-14 〒759-6604
TEL 083-258-3371㈹
□周南店
下松市望町 ５ 丁目 ７ 番35号 〒744-0072
TEL 0833-44-8111㈹
□小郡店
山口市小郡下郷下長通り2232-1 〒754-0002
TEL 083-973-3355㈹
□大内店
山口市大内御堀936番地 ２ 〒753-0214
TEL 083-924-3511㈹
□防府西店
防府市大字植松111番地 〒747-0836
TEL 0835-22-2121㈹
□新下関店
下関市秋根本町2-6-10 〒751-0875
TEL 083-257-1651㈹
□徳山マイカーセンター
周南市新地 １ 丁目1-27 〒745-0861
TEL 0834-32-2360㈹

特別価格

住

９ ：00～17：00
毎週月、火曜日
定休日

□岩国マイカーセンター
岩国市南岩国町1-15-50 〒740-0034
TEL 0827-31-1121
□アッタしゅうなん
周南市徳山6676-8 〒745-0851
TEL 0834-22-0678
□防府マイカーセンター
防府市国衙5-9-15 〒747-0024
TEL 0835-25-0567
□山口マイカーセンター
山口市大内御堀1926-1 〒753-0214
TEL 083-923-5671
□アッタときわ
宇部市西岐波4291-1 〒755-0151
TEL 0836-51-3135
□一の宮マイカーセンター
下関市一の宮町2-16-6 〒751-0806
TEL 083-256-8788
□綾羅木マイカーセンター
下関市綾羅木新町3-8-5 〒751-0865
TEL 083-251-0567
□レクサス周南
周南市徳山6676-10 〒745-0851
TEL 0834-33-0011
□プジョー山口
山口市維新公園3-12-21 〒753-0815
TEL 083-901-2030

周南市南浦山町1-16

0834-22-2010

指定店名

担当

主な取扱商品

協定割引率

営業時間

クラウン、ミライ、サイ、86、
アリオン、プリウス、プリウス
α、アクア、ポルテ、シエンタ、
アイシス、エスクァイア、エス
ティマ、ランクル、FJクルー
ザー、レクサス車、中古車、点検・
整備、各種保険

特別価格

9：00～19：00
月曜日定休日

□岩国店
岩国市室ノ木町 ５ 丁目 ９ 番25号 〒740-0021
TEL 0827-21-8131
□南岩国店
山 口 ト ヨ タ
各店舗 岩国市尾津町 ２ 丁目11番11号 〒740-0032
自 動 車 ㈱
TEL 0827-31-3211
□柳井店
柳井市柳井1654番地 １ 〒742-0021
TEL 0820-22-2110
□光店
光市島田 １ 丁目 ２ 番20号 〒743-0063
TEL 0833-72-0900
□周南店
下松市清瀬町 ２ 丁目 １ 番 １ 号 〒744-0071
TEL 0833-41-7766
□徳山店
周南市川崎 ３ 丁目10番 ７ 号 〒746-0001
TEL 0834-62-4301

㈱

㈱

ヤ

J

ナ

C

セ

M

三好

山内

□防府店
防府市西仁井令 １ 丁目18番46号 〒747-0849
TEL 0835-22-5201
□小郡店
山口市小郡下郷945番地 ２ 〒754-8501
TEL 083-973-2111
□美祢店
美祢市大嶺町東分257番地 １ 〒759-2212
TEL 0837-52-0001
□山口店
山口市朝田612番地 ２ 〒753-0871
TEL 083-922-1573
□山口東店
山口市下小鯖835番地 １（柊） 〒753-0212
TEL 083-927-4515
□萩店
萩市大字椿東2970番地10 〒758-0011
TEL 0838-22-0744

メルセデスベンツ、スマート

特別価格

山口支店
山口市朝田1604-1
宇部営業所 宇部市小松原町1-6-19
周南支店
周南市久米2826-1

083-922-5566
0836-34-0800
0834-39-6888

マイカーの買取・無料出張査定

葬祭と仏壇の
お お す み

岩田

高山エネルギー㈱

小林

DD小郡中央通
DDサンクス山口
DD山口大歳
DD防府中央
DDサンクス新宿
徳山二番町
徳山周陽

山口市小郡下郷945-2

電

話

083-973-3111

□長門店
長門市東深川722番地 １ 〒759-4101
TEL 0837-22-1844
□宇部店
宇部市常藤町 １ 番23号 〒755-0021
TEL 0836-31-3244
□小野田店
山陽小野田市中川 ６ 丁目 ２ 番43号 〒756-0806
TEL 0836-83-5631
□小月店
下関市清末五毛 １ 丁目 １ 番17号 〒750-1162
TEL 083-282-2501
□下関店
下関市幡生町 １ 丁目 ２ 番10号 〒751-0828
TEL 083-252-3245
□下関北店
下関市安岡駅前 ２ 丁目 ９ 番10号 〒759-6612
TEL 083-259-8061

10：00～19：00
月曜日定休日

特別割引

山口市朝田928-1
防府市国衙3-1-4
山口市朝田932-3
山口市白石1-1-33
山口市陶4634-2
防府市国衙3-1-4
防府市新田970
防府市国衙3-1-47
周南市新地3-1-54
下松市南花岡6-7-1
光市島田1-12-8
山口市白石1-1-33
山口市中央2-6-26
防府市新田970
防府市国衙3-1-4

石油製品全般、車検、中古車販
売、洗車、タイヤ等車関連商品

所

買取車輛代金と
は 別 途「 商 品 券
平日
10,000円」プレゼ
9：30～19：00
ント又は買取車
土曜
広島市西区高須2-11-1 082-507-1155
輛代金に応じた
9：30～17：30
ANA・JALマイ 日曜・祝日定休日
ルを付与

葬儀・法要の施行、贈答ギフト・
遺影写真の手配、仏壇・墓石・
供養品の販売
㈱大隅本社
㈱大隅執行本部
おおすみ会館山口
家族葬のメモリス山口
家族葬のメモリスおごおり
おおすみ会館こくが
おおすみ会館新田
家族葬のメモリスこくが
家族葬のおおすみ会館徳山
家族葬のおおすみ会館下松
家族葬のおおすみ会館光
匠ギャラリーきずな館
仏壇のおおすみ山口店
仏壇のおおすみ防府店
絆ギャラリーこくが

住

年中無休

0835-68-0500

下松市大字東豊井905-1

0833-41-2007

083-934-5301
0835-68-0500
083-901-5252
0120-07-6060
0120-07-6060
0835-68-0500
0835-24-8181
0120-04-3273
0834-21-7136
0833-44-4400
0833-71-0776
083-942-0927
083-922-7613
0835-24-8181
0835-68-0500

コーティング
洗車10%引き

山口市小郡下郷304-7
山口市小郡上郷1648-2
山口市朝田608
防府市国衙2-2-39
周南市新宿通り4-2
周南市二番町3-9
周南市周陽2-2-23

山口市朝田928-1

083-972-0593
083-973-7640
083-924-4417
0835-23-5121
0834-21-6913
0834-22-2179
0834-28-6155

DD下松タウンセンター
下松東豊井
DDサンライズ久保
DD光虹ヶ浜
DD光中央
DDサンクス室積

下松市中央町21-7
下松市東豊井905-1
下松市河内1854-1
光市虹ヶ浜1-11-15
光市中央4-2-7
光市室積新開2-1-3

0833-41-2026
0833-41-2049
0833-46-1332
0833-72-1280
0833-71-0028
0833-78-0025

