※特典や割引など予告なく変更になる場合もありますのであらかじめご了承下さい
施設名

組
提合
示員
証

券 種

名護パイナップルパーク
やんばる国立公園
大石林山

入山券

店名・提携店名
那覇本店
コンタクトセンター那覇店
イオン那覇店

内容

更新日 2021年11月19日

通常料金

大人（中学生以上）
小人（小学生）

１，０００円

大人（１５歳以上）

１２００円

小人（４歳～１４歳）

５５０円

６００円

サービス内容

サンエー那覇メインプレイス店

東江メガネ

精
算
前
に
組
合
員
証
提
示
で
割
引
が
受
け
ら
れ
る
※
ポ
イ
ン
ト
は
無
し

★
提
携
店
★

一日橋店
サンエーつかざんシティー店
イオン南風原店
宜野湾市役所通り
浦添店
美里店
コンタクトセンター美里店

組合員特典
メガネ５％OFF
コンタクト・補聴器３％OFF

サンエー具志川メインシティー店

組合員割引料金

窓口で組合員証を
提示して下さい

９００円
５４０円
１０８０円
５００円

住所
那覇市牧志2-17-4
那覇市牧志2-17-4
那覇市金城5-10-2
那覇市おもろまち4-4-9
那覇市上間290-6
南風原町津嘉山1471-2
南風原町字宮平264
宜野湾市上原1-4-1
浦添市宮城6-23-21
沖縄市美里2-26-14
沖縄市美里2-26-15
うるま市江洲450-1
うるま市前原幸崎原303
うるま市石川白浜1-4-12
名護市為又878-2
石垣市字真栄里292-1
宮古島市平良字松原631
平良市西里1290
南風原町宮平258-2
那覇市小禄443-1
宜野湾市赤道2-2-6
浦添市伊祖2-16-11

イオン具志川店
石川店
名護店
イオンタウンやいま店
イオンタウン宮古南店
イオンタウン宮古店
南風原店
組合員特典
小禄店
眼鏡市場
メガネ、コンタクト
宜野湾店
５％ＯＦＦ
浦添店
那覇市真嘉比3丁目19‐24
ワイモバイル真嘉比
那覇市赤嶺1丁目4‐2 SYビル101号室
ワイモバイル小禄
那覇市旭町114‐4 おきでん那覇ビル7F
ワイモバイルおきでん那覇ビル
那覇市泉崎1丁目20‐6 3F
ワイモバイル那覇オーパ
那覇市上之屋1丁目20‐9
ワイモバイル那覇オーパ
那覇市銘苅1丁目3‐8 エースプレイス1階
ワイモバイル那覇オーパ
名護市大西5丁目5‐14 新都北ハイム1階
ワイモバイル那覇オーパ
北谷町美浜1丁目5‐9
ワイモバイル那覇オーパ
北中城村アワセ土地区画整理事業区域内 4街区
ワイモバイル那覇オーパ
組合員特典
嘉手納町字兼久372‐2 ネーブルカデナ1F
ワイモバイル那覇オーパ
豊見城市字豊崎1‐411 TOMITON 1階
ワイモバイル那覇オーパ
与那原町字上与那原289 ステーション329 1F
ワイモバイル那覇オーパ
八重瀬町字伊覇221
ワイモバイル那覇オーパ
南風原町字津嘉山575番地
ワイモバイル那覇オーパ
宜野湾市上原1丁目8‐3
ワイモバイル那覇オーパ
沖縄市泡瀬4丁目5‐7
ワイモバイル那覇オーパ
沖縄市美原1丁目22‐1
ワイモバイル那覇オーパ
ワイモバイル那覇オーパ
うるま市みどり町5丁目2‐6
うるま市石川1丁目14‐1 イオンタウン石川内
ワイモバイル那覇オーパ
浦添市城間4丁目6‐2
ワイモバイル那覇オーパ
石垣市字真栄里292‐1
マックスバリューやいま店内
ワイモバイル那覇オーパ
店頭価格より ５％ＯＦＦ
中城モール（１階店舗・2階一部店舗対象外）
中城村久場１９６３
店頭価格より
10％ＯＦＦ
医療用ウィッグ「サンロード」
浦添市大平2-2-6
那覇店
店頭価格より５％ＯＦＦ(※一部対象外あり） 那覇市字安謝 664-5
コジマ× ビックカメラ
(クレジットは３％引き)
北中城村
イオンモール沖縄ライカム店
石垣市登野城６５５－１２
石垣
宮古島市平良字西里９３３－１
宮古島
南風原町字大名２３５－１
タイヤ道サービス
組合員特典
タイヤガーデン
那覇市金城２－１２－１０
那覇
１０％ＯＦＦ
浦添市屋冨祖２－４－１４
タマイ
北谷町美浜３－５－１０
ベイエリアシュターク
那覇市金城5-2-1
那覇小禄店
組合員特典
那覇市おもろまち4-11-23
那覇新都心店
はるやま
１０％OFF
うるま市江洲382-5
具志川店
(フォーエルは５％ＯＦＦ)
北谷町桑江93
沖縄北谷店
イオンモール沖縄ライカム店内
Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｓｕｉｔ Ｊｏｙ(ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ ｽｰﾂ ｼﾞｮｲ)
※一部対象外あり
那覇市金城5-2-1
フォーエル(大きいサイズの店）那覇小禄店
北谷町美浜1-5-3
フォーエル(大きいサイズの店）沖縄北谷店

その他の店舗の

ご案内はしばらく

TEL
098-867-2443
098-861-0038
098-852-1306
098-951-3321
098-833-1548
098-888-6070
098-940-6190
098-892-8839
098-875-6577
098-937-4420
098-939-7020
098-974-8197
098-982-6601
098-965-3910
0980-53-3200
0980-84-3400
0980-73-6601
0980-74-2500
098-996-3608
098-858-6151
098-892-0551
098-876-0858
098-988-0643
070-5416-3116
098-866-6418
098-963-9013
098-943-0644
098-861-5589
070-5493-0116
098-989-8125
098-923-0025
098-979-8082
098-840-6462
098-945-8620
098-987-1234
098-888-1777
098-917-1213
098-983-4500
098-923-2631
070-5487-0116
098-963-0789
070-5492-0116
070-5491-0116
098-895-7222
098-988-1271
098-941-3001
098-931-9303
0980-82-2240
0980-79-8622
098-888-5046
098-856-6111
098-877-5461
098-926-1088
098-859-3380
098-861-6606
098-974-5417
098-926-1344
098-923-5670
098-987-4343
098-989-1929

その他の店舗の

最大3000円相当
キャッシュバック

お待ちください

ご案内はしばらく
お待ちください

コープおきなわ提携店一覧
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内容
精
算
提
前
示
に
で
組
割
合
引
員
証

店名・提携店名
那覇新都心店
宜野湾店
新北谷店
沖縄美里店
洋服の青山
那覇小禄本店
名護店
那覇一日橋店

ジョイフル恵利 沖縄店 ※水曜日休み

店名・提携店名

内容

精
算
前
に
カ
ー
ド
を
渡
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
る
★
提
携
店
★

りゅうせき

禅自動車サービス
上江洌自動車整備工場
海邦整備センター
美里本店
ローズタイム
マチナト店
沖縄創寫館(そうしゃかん)

事
前
に
コ
ー
プ
へ
申
込
を
し
て
利
用
す
る
★
提
携
店
★

サービス内容

２００円につき
１ポイント
ポイント２倍デー
水・土
(2,000円以上給油)

洗車サービスなど
利用代金
＋２０ポイント

【コープ車検】

📞コープあぷれへ
お申込下さい
※対象外店舗あり

２００円につき
１ポイント

コープ車検利用
最大5,000円お得

ポイント２倍デー
水・日
(2,000円以上給油)

📞コープあぷれへお申込下さい
車検・修理 200円で１ポイント
車検は最大で5,000円割引
２００円で１ポイント

200円で１ポイント （※現金支払のみ）
サービス内容

キングラン沖縄(布団･毛布･ジュータン・カーペッ
トなど) ※沖縄本島のみ

料金は、コープあぷれへ
お問い合わせ下さい。

花のアメリカ屋
（花束・アレンジメントなど）
音伍繊維工業
（イージーオーダースーツ）※沖縄本島のみ
アート引越センター
サカイ引越センター
ザップス[浦添市]
（キズ・ヘコミ・フィルム・コーティング・車内清掃）

税込３，８５０円～注文可能
(配達地域によっては組合員割引有り
又は手数料等がかかります）
自宅へ訪問し採寸します。
例:スーツ上下（税別)S\49,000～ W\54,000
～

見積もり無料
基本運賃から10～20％割引
組合員割引など最大３０％割引
アップライト調律 11,000円～
グランドピアノ調律 13,200円～

安ゲ名自動車学校[うるま市]

入校前受付で組合員特典あり

※沖縄本島のみ

オリックス自動車 [那覇市宮城]のみ取扱い

沖縄市美里1102-2
沖縄市上地4-23-22
沖縄市上地3-18-1
沖縄市泡瀬4-30-1
北谷町桑江472-7
浦添市西原2-4-9
浦添市牧港4-8-1
浦添市仲間1-1-3
与那原町与那原1176-1
浦添市内間1-2-1
那覇市上之屋341-37
那覇市泊1-3-5
那覇市三原1-22-44
南風原町兼城265
南風原町与那覇527-1
南風原町津嘉山1683
那覇市田原1-3-2
那覇市小禄624
名護市東江4-2-6
南風原町津嘉山1162-1
那覇市田原98番地
西原町幸地958-1
沖縄市美里1239-1 ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝビル1階

那覇市小禄1-1-7

受付

TEL
098-869-1004
098-892-0722
098-936-9403
098-937-2960
098-857-2825
0980-54-3585
098-836-5068
0120-977-725
098-941-1212

電話番号
098-937-1922
098-983-9911
098-932-9888
098-939-2482
098-936-9675
098-877-2118
098-876-5750
098-877-4091
098-945-8111
098-877-2503
098-862-5888
098-866-5267
098-835-3760
098-888-2115
098-889-0524
098-889-3749
098-858-3838
098-859-8950
0980-52-2334
098-889-8810
098-857-2726
098-945-6781
098-929-0909
098-876-3955
098-859-3035
お支払い方法

ご利用代金は
協同購入にて
ご請求致します。

羽毛布団 シングル２7，５００円～
綿ふとん シングル１６，５００円～

南国ピアノ芸術
（調律・ピアノ販売・買取）※沖縄本島のみ

フジ医療器（補聴器<耳かけ・耳あな・ﾎﾞｯｸｽﾀｲﾌﾟ等
>）

住所

浦添市牧港4丁目16-5 まちなとボウル2Ｆ

店名・提携店名

ちねんふとん店(羽毛布団）基本持込引取り
※沖縄本島のみ

住所

那覇市おもろまち4-2-3
宜野湾市上原1-8-1
組合員特典
北谷町字伊平231-1
１０％OFF
沖縄市東2-3-1
那覇市赤嶺1-4-7
※一部対象外あり
名護市宮里7-1-5
那覇市字上間241-1
資料請求の際、「コープおきなわの組合員」とお伝えください
組合員特典５％ＯＦＦ
那覇市西3-5-1

浦添内間１丁目店（車検不可）

あめく店（車検不可）
崇元寺店
三原店
兼城店（セルフ）
与那覇店
津嘉山南店
小禄駅前店
宇栄原店（車検不可）
名護店（車検不可)

内容

📞

美里店（セルフ）
南インター店（セルフ）
上地店（日曜日休み）
あわせ店（セルフ）
北谷桑江店（セルフ）
真栄原店（セルフ）
牧港店（日曜日休み）
茶山店（車検不可）
与那原店（日曜日休み）

サービス内容

コープあぷれへお電話下さい
📞０１２０－８００－９８２
１０：００～１８：００
（定休日／土・日）

（店舗のみご利用の
組合員様はコープ各店
サービスカウンターでの
お支払いとなります）

受付の際に、組合員番号を
確認させていただきますので
ご用意下さい。

代金のお支払いは
直接提携店に
お願い致します。

聴力測定後、７日間無料貸出。
お試し頂いてからご検討下さい。
見積もり前に「中古車特典カード」をあぷれにご請求下さい。
組合員成約特典がございますので成約前に販売担当者へお渡し下さい。
2021年11月19日

※特典や割引など予告なく変更になる場合もありますのであらかじめご了承下さい
コープおきなわ提携店一覧
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