
【全国優遇店】
全国優遇店について、詳しくはこちら
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/card/mijica/pdf/zenkoku.pdf

【熊本市内の優遇店】
【3倍の店舗】

店舗名 住所 カテゴリー ポイント優遇対象外店舗
PARCO 熊本市中央区手取本町5-1 衣料品・雑貨 ABCマート、島村楽器、好日山荘

【2倍の店舗】
店舗名 住所 カテゴリー ポイント優遇対象外店舗

ドリードール 熊本市中央区安政町2-29 衣料品・バッグ
ELLE39 熊本市中央区安政町3-16-1F 貴金属販売
阿波屋 熊本市中央区安政町5-7 寝具
1/fゆらぎ 熊本市中央区安政町6-10 スタイル7ビル 8F ドラッグストア・化粧品・コスメ
日専連ツアーズ 熊本市中央区安政町6-5 旅行代理店
da.44 熊本市中央区上通町5-6 村上屋ﾋﾞﾙ1F 衣料品・バッグ
IDIOME 熊本市中央区上通町10-13 1F 衣料品・バッグ
Need Supply Co. 熊本市中央区上通町1-1 NKビル1F 衣料品・バッグ
if 熊本市中央区上通町11-5 衣料品・バッグ
AOZORA HAIR namikizaka 熊本市中央区上通町11-6 理容・ヘアーサロン
ジュエリーソネット 熊本市中央区上通町1-17 宝飾
Peach 熊本市中央区上通町1-26 aune KUMAMOTO1F 衣料品・バッグ
Rogue 熊本市中央区上通町1-26 aune KUMAMOTO1F 衣料品・バッグ
クレアーズ熊本上通店 熊本市中央区上通町2-14 1F 雑貨・アクセサリー
M・Yoshida 熊本市中央区上通町3-15 ステラ上通1F  衣料品・バッグ
wallflower by jun okamoto 熊本市中央区上通町3-21 衣料品・バッグ
シルクプラウド 熊本市中央区上通町3-21 シティーロッジビル1F 衣料品・バッグ
Boutique 9200 トラヤショップ 熊本市中央区上通町4-10 トラヤビル1F 衣料品・バッグ
MOTEL 熊本市中央区上通町4-10トラヤビル1F 衣料品・バッグ
洋装のタバラ 熊本市中央区上通町4-16 衣料品・バッグ
B.B.BOY's 熊本市中央区上通町4-11 衣料品・バッグ
モレナ 熊本市中央区上通町4-13 衣料品・バッグ
ボン・ボヤージュ 熊本市中央区上通町4-14 大森ビル2F 衣料品・バッグ
洋装のタバラ 熊本市中央区上通町4-16 衣料品・バッグ
ヴァリエ 熊本市中央区上通町4-18 井上ビル2F 衣料品・バッグ
two Joulium 熊本市中央区上通町5-1 ヨダビル1F 衣料品・バッグ
ビアンカ ブリランテ 熊本市中央区上通町5-20 セントラルハイツ1F 衣料品・バッグ
OLIVE DRAB 熊本市中央区上通町5-48 衣料品・バッグ
ひさ屋 熊本市中央区上通町5-5 呉服
メガネの大宝堂 上通本店 熊本市中央区上通町5-6 メガネ
アイウェアショップ Visio 熊本市中央区上通町5-6 大宝堂上通本店2F メガネ
学生服のタケモト 上通店 熊本市中央区上通町6-15 t-FOURビル2F 衣料品・バッグ
VIVALY 熊本市中央区上通町6-15 t-FOURビル2F 衣料品・バッグ
Orann 熊本市中央区上通町6-23 1-D 衣料品・バッグ
Brook 熊本市中央区上通町6-23 長崎書店ビル2F 衣料品・バッグ
ベイブルック本店 熊本市中央区上通町6-5 1F 衣料品・バッグ
ベイブルック本店2F 熊本市中央区上通町6-5 2F 衣料品・バッグ
Ciao! 熊本市中央区上通町6-5 3F 衣料品・バッグ
大谷楽器店 熊本市中央区上通町7-1 楽器・CD・本
清田時計店 熊本市中央区上通町7-3 時計・宝飾
ラ・モード228 熊本市中央区上通町7-35 衣料品・バッグ
Suite hair & make 熊本市中央区上通町7-3NK第3ビル3F 理容・ヘアーサロン
Boutique 9200 上通ｃｈｏｐ 熊本市中央区上通町7-4 テラビル1Ｆ 衣料品・バッグ
Mrin 熊本市中央区上通町8-8 T-BOX1F 衣料品・バッグ
anerca＆L.I.V 熊本市中央区上通町9-18-1F 衣料品・バッグ
Natural Beauty CHIC 熊本市中央区草場町1-13 トーカンマンション弐番館1F 理容・ヘアーサロン
ADESSO 熊本市中央区草場町2-31 山田クリニックビル1F 衣料品・バッグ
イースタイル 熊本市中央区草葉町2-32 ウェルブライト上通り1F-B 衣料品・バッグ
LOUIS 熊本市中央区草場町2-33 2F 衣料品・バッグ
DANA 熊本市中央区下通1-11-21 ロフティ西銀座1F 衣料品・バッグ
呉服の大万 熊本市中央区下通1-1-14 マテリア8ビル 2F 呉服
マテリア 熊本市中央区下通1-1-14 マテリア8ビル1F 衣料品・バッグ
よそほひの帯屋 熊本市中央区下通1-4-12 呉服
ソフィ・タカヤナギ 熊本市中央区下通1-5-10 時計・宝飾
肥後の陣屋 熊本市中央区下通1-5-20 居酒屋・バー
マエハラ靴店 熊本市中央区下通1-6-1 マエハラビル2F 履物(靴) 
ビューティー愛花夢 熊本市中央区下通1-6-13 森坂ビル2F エステティックサロン
写真の七光 熊本市中央区下通1-8-24 カメラ・写真
AVALON 熊本市中央区下通2-2-26 森本ビル2F 衣料品・バッグ
Anann 熊本市中央区下通2-5-15 徳永ビル1F 衣料品・バッグ
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HOME BASE 熊本市中央区下通2-5-18 KANOビル1F 衣料品・バッグ
Cyrano de Bergerac 熊本市中央区下通2-5-18 渡邉ビル1F 衣料品・バッグ
signs 熊本市中央区下通2-5-18 渡辺ビル2F 衣料品・バッグ
ポールスミスコレクション 熊本市中央区下通2-7-1 1F 衣料品・バッグ
IL BISONTE熊本 熊本市中央区下通2-7-1 2F  衣料品・バッグ
ブレイズ ナディ 熊本市中央区下通2-7-1 3F  衣料品・バッグ
ポールスミス 熊本市中央区下通2-7-31 衣料品・バッグ
熊本ホテルキャッスル 熊本市中央区城東町4-2 ホテル
熊本ホテルキャッスル(トゥール ド シャトー) 熊本市中央区城東町4-2 11F ホテル(レストランバー)
熊本ホテルキャッスル(エルドラード) 熊本市中央区城東町4-2 1F ホテル(バー)
熊本ホテルキャッスル(九曜杏) 熊本市中央区城東町4-2 1F ホテル(ダイニングキッチン)
熊本ホテルキャッスル(桃花源) 熊本市中央区城東町4-2 BF ホテル(中国四川料理)
Ballon Dor 熊本市中央区城東町5-56 翠ビル2F 衣料品・バッグ
Vulcan 熊本市中央区新市街10-7 イケダビル1F 衣料品・バッグ
パーマネント 熊本市中央区新市街12-1 衣料品・バッグ
ア・スタジオ 熊本市中央区新市街12-11 衣料品・バッグ
グリーンルームス ア・スタジオ 熊本市中央区新市街12-11 2F 衣料品・バッグ
パーマネントモダン 熊本市中央区新市街12-9 衣料品・バッグ
アコースティックス スタイラス 熊本市中央区新市街12-9 G-siteビル2F 衣料品・バッグ
kippleland 熊本市中央区新市街13-10 ミラーハウス1F 衣料品・バッグ
リネア 熊本市中央区新市街13-11 サンケイビル1F 衣料品・バッグ
Freaks Market 熊本市中央区新市街13-3 阿部ビルⅡ101 雑貨・アクセサリー
ダブルビジョン プラス 熊本市中央区新市街13-9 衣料品・バッグ
居酒屋写楽 熊本市中央区新市街2-8 新市街パーキング1F 居酒屋・バー
マリメッコ 熊本市中央区新市街3-18 衣料品・バッグ
斉藤時計店 熊本市中央区新市街5-10 時計・宝飾
IKKa 熊本市中央区新市街5-6 衣料品・バッグ
シューズつちや 熊本市中央区新市街6-12 履物(靴) 
オプティークショップ フレム 熊本市中央区水道町1-16 メガネ
ペペ 熊本市中央区水道町2-15 衣料品・バッグ
サヴァビィアン 熊本市中央区水道町3-2 竹下ビル1階 衣料品・バッグ
きもの銀染 熊本市中央区手取本町11-1 呉服
ＦＯＹＥＲ ａｇｒｅａｂｌｅ            熊本市中央区手取本町2-7 和光ビル1階 生活・インテリア
靴下屋 Life＆Feel 熊本下通り店 熊本市中央区手取本町4-4-5 衣料品・バッグ
ヘアールーム セクシーマザー 熊本市中央区南坪井町10-1 Be-9ビル2F 理容・ヘアーサロン
AOZORA HAIR FUJISAKIGU 熊本市中央区南坪井町10-17 冨田ビル1F 理容・ヘアーサロン
salon de MU 熊本市中央区南坪井町1-1NKビル2F 理容・ヘアーサロン
g2 gram for hair 熊本市中央区南坪井町1-1NKビル3F 理容・ヘアーサロン
thought 熊本市中央区南坪井町3-18 衣料品・バッグ
AOZORA HAIR 熊本市中央区南坪井町3-7 宮野ビル1F 理容・ヘアーサロン
橙書店 オレンジ 熊本市中央区練兵町54 松田ビル2F 雑貨・アクセサリー
学生服のタケモト ムサシ店 熊本市北区武蔵丘4-20-22 衣料品・バッグ
学生服のタケモト 御領店 熊本市東区御領2-14-18 衣料品・バッグ
学生服のタケモト 健軍店 熊本市東区若葉1-3-8 衣料品・バッグ

※ 2021年2月現在の情報です。住所・店舗名等が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※ 上記以外にもポイント優遇対象外となる売場または店舗がある場合があります。
※ 3倍の店舗では各店での月間ご利用金額2,000円ごとに3ポイント、2倍の店舗では各店での月間ご利用金額2,000円ごとに2ポイントを付与いたします。
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