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焼肉龍王館 BRANCH 福岡下原店 福岡市東区 下原４－２－１　　 飲食店 ZN-0002-1861

やきとり 金の串 福岡市東区 原田１－２－４ 飲食店 JS-0001-7590

香椎茶寮あわび亭 福岡市東区 御島崎２－１５－２７　　 飲食店 ZN-0002-1614

博多一番どり居食家あらい九州産業大学前店 福岡市東区 香住ヶ丘２－１３－１１　　 飲食店 ZN-0002-1217

満彩 福岡市東区 香住ヶ丘２－１６－４１ 飲食店 JS-0004-9275

味福 福岡市東区 香住ヶ丘２－５－８　赤木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4046

鉄板焼 Blanco 福岡市東区 香住ヶ丘２－８－２ 飲食店 JS-0004-3656

バル ARIKADO 福岡市東区 香椎１－１８－８ 飲食店 JS-0002-4140

ほっこり絶品中華宇宙軒 福岡市東区 香椎１－２－２８ 飲食店 JS-0003-8739

田中ノ焼鳥 福岡市東区 香椎２－３－３　 飲食店 SL-2000-1709

TAPASGENPUKAN 福岡市東区 香椎駅前１－１７－２８　ニーノカーサ２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1853

DiningBarBRICK 福岡市東区 香椎駅前１－２－３　　 飲食店 PK-0000-1979

鉄板居処まえかわ 福岡市東区 香椎駅前１－７－１３ 飲食店 JS-0005-7461

玄風館香椎店 福岡市東区 香椎駅前２－１－２３　　 飲食店 ZN-0002-1662

auramore 福岡市東区 香椎駅前２－１４－２　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0121

aurLab． 福岡市東区 香椎駅前２－１４－２　浜男ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5424

VOICEBOX 麟 福岡市東区 香椎駅前２－１４－８　吉本ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5788

Caffe ＆ BarJAYA 福岡市東区 香椎駅前２－２１－８　　 飲食店 PK-0000-1089

与作 福岡市東区 香椎駅前２－５２－１　セピアテラス西鉄香椎２０２　 飲食店 PK-0000-2047

ガールズバーリオ香椎店 福岡市東区 香椎駅前２－９－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5098

フランス料理 颯香亭 福岡市東区 香椎駅東４－３７－７ 飲食店 JS-0004-0922

焼肉ソウ苑 福岡市東区 香椎照葉３－４－１０　アトレアモール照葉内１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1119

寿し．料理茶屋 ひだまり 福岡市東区 若宮４－９－３４ 飲食店 JS-0000-0483

DOMADOMA ＆ CAFE 福岡市東区 松島５－２９－２８　　 飲食店 PK-0000-1551

Partire 千早 福岡市東区 千早２－２３－６ 飲食店 JS-0003-8666

いざかやあたる 福岡市東区 千早２－２３－６　　 飲食店 PK-0000-1604

博多お好み焼き一番星 本店 福岡市東区 千早５－１２－９　１Ｆ 飲食店 JS-0005-8791

一番星 別館 福岡市東区 千早５－１２－９　第１榎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8756

肉最強伝説 福岡市東区 大字志賀島７３６－５３ 飲食店 JS-0005-9303

博多黒おでん 幸家 福岡市東区 唐原１－２－１　ランドスケープ１０５ 飲食店 JS-0003-6591

居酒屋たぼ田 福岡市東区 奈多１－１２－５２ 飲食店 JS-0002-6716

やきとり居酒屋 桃太郎 福岡市東区 奈多１－２－１２ 飲食店 JS-0001-5818

博多もつ鍋 もつ丸 福岡市東区 二又瀬新町８ 飲食店 JS-0003-3838

九大ビアン 福岡市東区 馬出３－１－１ 飲食店 JS-0005-4756

筥崎とろろ 福岡市東区 馬出５－１２－９　　 飲食店 PK-0000-0676

焼肉　明秀苑 1 福岡市東区 箱崎２－４１－７　メモリアル箱崎１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6455

やきとり 澤 福岡市東区 箱崎３－１０－５　　梅津ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4100

健ちゃん 福岡市東区 箱崎３－７－１８ 飲食店 JS-0005-1435

男家 福岡市東区 箱崎３－９－４２　平川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7385

炭火・串焼き ボンちゃん 福岡市東区 舞松原２－１１－１３ 飲食店 JS-0002-6709
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寿し処 たく海 福岡市東区 舞松原２－１１－２２ 飲食店 JS-0000-7002

中華ダイニンググルペット 福岡市東区 舞松原２－１１－７ 飲食店 JS-0005-0877

みのる 福岡市東区 舞松原２－１２－１２ 飲食店 JS-0003-4780

千代の小天狗 福岡市東区 和白丘１－１６－６ 飲食店 JS-0002-5945

和風ダイニング新どん 福岡市東区 和白東２－２６－４９ 飲食店 JS-0001-0172

プラネット 筥松店 福岡市東区 筥松新町１－２３ 飲食店 JS-0004-9308

CarsCoCo39 福岡市東区 蒲田２－４－１６ ショッピング JS-0003-9019

Incensebell（インセンスベル） 福岡市東区 雁の巣１－５－８　 ショッピング SL-2001-0762

スタンドイン本店 福岡市東区 原田４－２－１４ ショッピング JS-0001-9797

HEART LAND 福岡市東区 香住ケ丘２－４－１０　ハートランドビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4840

アイデアスイッチ 福岡市東区 香住ケ丘２－６－１２　 ショッピング SL-2000-2215

デーツオアシス 福岡市東区 香椎１－２２－７－１０３　 ショッピング SL-2001-0461

dahlia CACHET 福岡市東区 香椎駅前１－１１－１　えきマチ１丁目香椎２Ｆ ショッピング AL-0000-0209

リトルシアター 香椎店 福岡市東区 香椎駅前１－１１－１　フレスタ香椎２Ｆ ショッピング JS-0001-7059

ダボダボ 福岡市東区 香椎駅前１－１７－１５　フィレール香椎１Ｆ ショッピング JS-0003-2257

アクアテラス 福岡市東区 香椎駅前２－９－１５－１０１　 ショッピング PK-0000-1273

フリースタイル 福岡市東区 香椎照葉３－４－５　１Ｆ ショッピング JS-0004-6174

じゅえりー宝島イオンモール香椎浜店 福岡市東区 香椎浜３－１２－１　　 ショッピング ZN-0003-1328

MYRRH イオンモール香椎浜店 福岡市東区 香椎浜３－１２－１　イオンモール香椎浜１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4514

マプシービジョン 福岡市東区 三苫５－１－４０　エムザス１Ｆ ショッピング SL-2000-7701

JOCARS 福岡市東区 三苫５－３－３６　　 ショッピング ZN-0002-6520

HOT・LINE 福岡市東区 松崎２－１０－２０ ショッピング JS-0003-7639

総合バッテリー販売オリエンタル 福岡市東区 松田３－７－３０ ショッピング JS-0003-3813

BOARDING 福岡市東区 松島３－２５－５ ショッピング JS-0001-1024

Anela 福岡市東区 松島５－２９－１ ショッピング JS-0000-3661

パティスリーアーク・アン・シエル 福岡市東区 水谷２－１１－９ ショッピング JS-0000-4937

Mako’s cafe 福岡市東区 西戸崎４－４－１３ ショッピング JS-0002-3024

RED GIRAFFE 福岡市東区 青葉１－１－１　ＲＥＤ　ＧＩＲＡＦＦＥ ショッピング SL-2000-5713

H．P．S．みゆき通り店 福岡市東区 千早５－１３－１０－２号室 ショッピング JS-0005-7211

フォーサイト サピーノ 福岡市東区 多の津１－１０－５ ショッピング JS-0003-2548

ミネルヴァ 1 福岡市東区 多の津１－６－３　　 ショッピング PK-0000-0869

タイヤ屋 雷蔵 福岡市東区 多の津５－３０－１５ ショッピング JS-0000-7571

Kreem 福岡市東区 唐原３－１６－４　ノーベルハウス１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4682

かねふく 工場直売店 福岡市東区 東浜１－５－１７ ショッピング JS-0000-8091

武道鈴木福岡店 福岡市東区 馬出５－２－２０　　 ショッピング PK-0000-4835

ストーンビレッジ本店 福岡市東区 馬出５－３４－４ ショッピング JS-0002-3058

米市場米都 福岡箱崎店 福岡市東区 箱崎４－９－１ ショッピング JS-0004-4866

エイムミツエ 福岡市東区 八田２ー１８ー１５ ショッピング JS-0005-5383

M．piace 福岡市東区 舞松原２－１１－９　　 ショッピング ZN-2000-1935

K・M 自動車 福岡市東区 名子２－１ ショッピング JS-0002-6991

［HC］有限会社電化のめいでん 福岡市東区 名島３－１３－３ ショッピング JS-0001-8531

リーテック名島工場 福岡市東区 名島３－３１－８ ショッピング JS-0001-3101

さくらの木 福岡市東区 名島４－１－２４ ショッピング JS-0000-4928

NORTHERN LIGHTS 福岡市東区 和白３－９－２７　サンシャイン２１－１０３ ショッピング JS-0004-7880
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めがねのメルック和白店 福岡市東区 和白丘２－３－８ ショッピング JS-0002-3917

ドゥカティ福岡 福岡市東区 筥松新町７－２３ ショッピング JS-0001-9385

Brethren 福岡市東区 塩浜１－３－１－１０１　　 サービス ZN-0003-1110

クイックオ－ト 福岡市東区 蒲田２－２５－２０　　 サービス PK-0000-0800

ミスター車検 福岡市東区 原田３－６－７ サービス JS-0004-8017

hair styling room bu 福岡市東区 香椎駅前１－１８－３５　プリンスビラ２－２Ｆ－２０１　 サービス ZN-2000-2389

福岡カイロプラクティックたんぽぽ 福岡市東区 香椎駅前１－２－１８　エクセル香椎２Ｆ サービス JS-0004-2137

アイラッシュサロン デール 福岡市東区 香椎駅前２－１２－３８ サービス JS-0004-2983

HAIRFUDGE 福岡市東区 香椎駅前２－１３－１　源和ビル３０３　 サービス ZN-0003-0978

ニコニコレンタカー 香椎駅前店 福岡市東区 香椎駅前２－１９－５ サービス JS-0001-7026

クリーンネット西鉄香椎駅 福岡市東区 香椎駅前２－５２－１ サービス JS-0003-3933

Succes 福岡市東区 香椎駅前２－５２－１　セピアテラス２０５ サービス JS-0001-9989

ト－タルリペアサトマ－ト 福岡市東区 香椎照葉６－３－１２　　 サービス PK-0000-3235

ダ・チュラ／てもり鍼灸整骨院 福岡市東区 香椎浜２－４－８ サービス JS-0003-5021

三苫駅前ボディ－リラクゼ－ションケ 福岡市東区 三苫５－３－１－２　グロ－ヴ三苫駅前　 サービス PK-0000-9192

Bond Hair 福岡市東区 若宮３－３－２３ サービス JS-0001-2770

美容室 Olive 福岡市東区 松崎１－１１－１０ サービス JS-0000-4389

hair room Racisa 福岡市東区 松島２－７－１０　松島ビル１０７ サービス JS-0004-2105

有限会社キング自動車整備工場 福岡市東区 松島２－７－１８ サービス JS-0005-5905

クリーンマジック松島 福岡市東区 松島３－１－１ サービス JS-0003-3956

松岡モ－タ－ス東営業所 福岡市東区 松島５－１４－１　　 サービス PK-0000-1377

とみながトリムアンドステイ 福岡市東区 水谷２－２－２６ サービス JS-0001-5931

めぐみ調剤薬局西戸崎店 福岡市東区 西戸崎１－７－２４ サービス JS-0002-0846

パステルランプ 福岡市東区 千早２－３５－１０　アートハウジン１Ｆ　 サービス ZN-0002-9835

Nails Ren 福岡市東区 千早５－１０－７　エムビルデベロップコア８０３ サービス SL-2000-4938

HAIR CoCoro 福岡市東区 千早５－２１－８　今林ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-5315

イリオスファイ 福岡市東区 唐原７－１－３　エスペランサ１Ｆ サービス JS-0002-3168

GENTIL 福岡市東区 奈多３－１－４－１０１ サービス JS-0005-7531

フォーバイフォーガーデンレフティ 福岡市東区 二又瀬１７－１２ サービス JS-0003-9912

ヘアーサロン ZEN 福岡市東区 箱崎１－１１－２２ サービス JS-0001-1869

はこざき 写真館 福岡市東区 箱崎１－４４－１８ サービス JS-0000-7392

Bilien 福岡市東区 箱崎３－１－５　ウエストサイド箱崎１Ｆ サービス JS-0002-9230

ヘアタイム 88 福岡市東区 箱崎５－１１－１０ サービス JS-0002-2323

ヘアタイム 88 福岡市東区 箱崎５ー１１ー１０ー６ サービス JS-0005-8521

ポテンシャル 福岡市東区 美和台３－８－７ サービス JS-0000-0710

DIVAfloat 三苫本店 福岡市東区 美和台４－１０－６　 サービス SL-2001-0644

HAIRSALON IZUMI 福岡市東区 舞松原１－６－２４ サービス JS-0005-6610

みどりが丘動物病院 福岡市東区 名子３－７－２０ サービス JS-0000-6861

hair make Lamp 福岡市東区 和白東３－２４－１５　コスモパレス東和１Ｆ－Ｂ サービス JS-0000-4029

D － style 福岡市東区 筥松新町５－２５　　 サービス PK-0000-0877

モトランド 福岡市東区 筥松新町７－１８　　 サービス PK-0000-2492

コロッケ倶楽部香椎駅前店 福岡市東区 香椎駅前１－１３－１２　香椎駅前ロイヤルビル４Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-5469

karaoke 12 福岡市東区 唐原１－３－２３ エンターテインメント JS-0003-6668

アポロパソコンスクール／香椎駅前テストセンター 福岡市東区 香椎駅前１－８－１４　エポックビル５Ｆ その他 SL-2000-2112
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エディオン柴田家電 福岡市東区 若宮４－２－３１　 その他 SL-2000-7643

トリミングハウス LIC 福岡市東区 筥松２－３１－１ その他 JS-0000-1913


