ナギフト加盟店 ポイント付与一覧
あいうえお順

商店・事業所名
阿黒商店

ナギフトポイント付与メニュー

所在地

敬称略

電話番号

・販売額100円につき１Pt

奈義町豊沢253

0868-36-3006

(株)浅野呉服店

・販売額100円につき１Pt（税抜）

上町川380-２

0868-36-3321

(株)芦田建設

・税抜１万円以上の工事・修繕
（災害復旧工事は除く）～30,000
・税抜１万円以上の工事・修繕
（災害復旧工事は除く）～100,000
・税抜１万円以上の工事・修繕
（災害復旧工事は除く）～300,000
・税抜１万円以上の工事・修繕
（災害復旧工事は除く）～500,000
・税抜500,001～の工事・修繕
（災害復旧工事は除く）

滝本49

0868-36-2660

５Pt(税抜）
15Pt（税抜）
50Pt（税抜）
150Pt（税抜）
250Pt（税抜）

芦田鈑金塗装

・店頭にて表示

滝本492-15

0868-36-3673

有宗自動車工業

・新車購入 10.000Pt（トヨタ・ダイハツ・スズキ・ホンダ）
（キャンペーン期間中はポイント付与しない）

滝本1564-4

0868-36-2132

有元商店

・販売額200円につき１Pt（税抜）タバコ除く

高円79

0868-36-3244

安藤商店

・販売額100円につき１Pt

中島西352-2

0868-36-2028

イソダスタジオ

・販売額100円につき１Pt（税抜）ハガキ等は除く
・学生応援ポイント証明写真 ３０pt

豊沢371

0868-36-5682

魚清

・料理代金 200円につき 1Pt

滝本1520-113

0868-36-3683

高円1962-1

0868-36-2369

豊沢193-1

0868-36-2551

ウッディライフ草苅（そばカフェ木楽）
(有)永峰

・そばセット 各種 1Pt
・熟成なぎビーフステーキ丼 1Pt
・木楽セット 2Pt
・販売額100円につき1Pt
・宴会来店 100Pt（世話人・幹事等）

(有)大内電器

・店頭にて表示

滝本1614

0868-36-5158

(有)大内商店

・店頭にて表示

滝本1611

0868-36-3325

(株)大橋商店

・販売額200円につき1Pt（税抜・配達除く）

滝本1564-11

0868-36-2023

(株)大橋商店（居酒屋大橋）

・販売額500円につき1Pt（税抜・配達除く）

滝本1588

オートサイクル奈義

・オイル交換 ５Pt
・パンク修理 ５Pt

豊沢337-5

0868-36-3053

オートサービス

・店頭にて表示

上町川194-6

090-9500-1575

Ｃafé＆Ｄeli CHURRO

・店頭にて表示

豊沢292-17

0868-36-3088

(有)カーディック

・販売額300円につき 1Pt
車検・諸費用は除く 500Pt上限

広岡1164-2

0868-36-5997

(有)カーフレッシュBen
川端理容店

・店頭にて表示

広岡1132-2

0868-36-8300

・施術500円につき 1Pt

豊沢258-5

0868-36-2559

くるあん工房

・店頭にて表示

中島西344-1

0868-35-2190

黒田自動車整備工場

・車検受1台につき 500Pt

豊沢395-4

0868-36-3132

健康整体ゆらく

・施術料金500円につき １Pt

広岡123

090-4806-4415

寿 美容室

・施術料金1,000円につき １Pt（税抜）

行方398

0868-36-3218

・店頭にて表示
・宴会・宿泊・仕出し・食事
300円につき１Pt
・宴会・宿泊・仕出し・食事
300円につき１Pt

久常238-3

0868-36-5877

豊沢83-3

0868-36-3117

豊沢263-10

0868-36-3117

・アクセサリー小物の売り上げ5000円ごとに300Pt
（税抜）

豊沢129-6

090-5708-5462

CD’Ｓ＆たこやきももちゃん

・店頭にて表示

豊沢306-9

0868-36-3074

(有)食堂東山（那岐山荘）

・販売額300円につき１Pt（税抜・配達除く）
・世話人（幹事等）500Pt（宿泊・宴会に限る）

高円1753-1

0868-36-8041

(有)スイチホームガス

・ご依頼ポイントとして５Pt
（LPガスとそれに関わる供給機器は除く）

豊沢255-1

0868-36-3147

スズキ薬品(有)

・販売額200円につき １Pt（税抜）

関本1129-2

0868-36-3067

カフェ

アンド デリ

チュロ

ベン

イチエ

サロンド・ビューティー 一瑛
(有)さわ（民宿さわ）
(有)さわ（宴会さわ）
シシ ヤ

猪鹿家
シーディーズアンド

高森モータース

・各種整備に対して 10Pt

滝本1520-2

0868-36-5148

(有)中華レストランちゅー

・飲食など 300円につき １Pt（税抜）

上町川1643

0868-36-3028

(有)辻商店

・店頭にて表示

豊沢299-5

0868-36-3007

(有)富坂設備工業

・店頭にて表示

行方395

0868-36-4598

鳥越理容院

・来店ポイント 10Pt

豊沢234

090-1352-3275

中島自動車

・店頭にて表示

豊沢561-5

0868-36-5517

(有)奈義スイチ電業社

・店頭にて表示

豊沢306-9

0868-36-3074

仲屋

・ラーメン1杯、飲み物1杯につき１Pt

滝本1522

0868-36-8655

なぎ高原 山彩村企業組合

・販売額200円につき１Pt（税抜）

滝本476-1

0868-36-8341

那岐山麓山の駅

・販売額100円につき１Pt（レストラン利用に限る）

高円591-1

0868-36-8080

(有)奈義スズキカーセンター

・販売額200円につき１Pt（税抜）
（車検時の諸費用は除く）ポイント上限300Pt

豊沢547-1

0868-36-3082

なぎみカフェ

・お客様来店につき１Pt

広岡30

0868-36-5711

奈義町観光協会

・那岐登山ふれあい大会 5Pt
・ドウダンツツジ観賞登山 10Pt
・那岐山トレッキング大会 10PT
※奈義町観光協会総会の承認を得て

豊沢306-1

0868-36-4114

奈義町森林組合

・販売額200円につき１Pt（購買品・加工品
小口工事）税抜
・山林作業負担金1000円につき１Pt
（100万円未満）税抜
・山林作業負担金１律1000Pt
（100万円以上）税抜
・新築・増改築他１律 500Pt
（10万円以上100万円未満）税抜
（株）奈義森林建築センター
・新築・増改築他１律 1000Pt
（100万円以上）税抜
（株）奈義森林建築センター

豊沢303

0868-36-3011

奈義ランドリー

・料金300円 1Pt

柿513

0868-36-2754

二宮酒店

・店頭にて表示

荒内西1-22

0868-36-3176

(有)阪神整備

・店頭にて表示

滝本1310

0868-36-3301

廣友鮮魚店

・鮮魚の小売のみ100円 １Pt（税込）

豊沢292-11

0868-36-3013

・空き家管理業務サービス利用額100円につき １Pt
・200円につき １Pt （税込）
・カード満杯につき特典あり
・技術料金につき500円 １Pt

豊沢22-2

0868-36-2549

荒内西1047-24

0868-36-5136

豊沢337-4

0868-36-8557

hair＋efu
円山商店

・施術料金1,000円につき １Pt（税抜）

柿1220

0868-36-3456

・販売額200円につき 1Pt（税抜）

関本46

0868-36-3717

(有)森藤石油店

・洗車現金100円につき １Pt

滝本1523-5

0868-36-2262

森安呉服店

・販売額200円につき１Pt（税抜・配送除く）

豊沢292-14

0868-36-3058

ヤマザキショップ滝本

・販売額200円につき１Pt（税抜）

滝本1476-3

0868-36-4188

カフェ山桃

・1回の来店につき 1Pt

豊沢311

090-3749-1237

(有)ヨリザネ

・販売額100円（税抜）につき１Pt
図書カード・はがきを除く
※図書券・図書カードでのご利用時はポイントの付与はしない

豊沢266

0868-36-3027

・ご来店につき1名様 １Pt（お食事をされるお客様）

豊沢438-1

0868-20-1171

ランチ部屋 蔵
(有)リンデンバーム

・税込300円 １Pt

中島東174-1

090-9709-0364

・お客様来店につき１Pt

行方402-1

0868-36-6103

リンパ療法センター松本

・お客様来店につき５Pt

高円1649-2

080-5318-5007

ビーエステイト

Ｂ－ＥＳＴＥＴＯ
ビューティーサロン テツコ
美容室 ピュール
ヘアープラスエフ

ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾗ ﾗ ｼﾞｰﾀ
クラ

