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地鶏処 本丸 戸畑店 北九州市 戸畑区旭町５－８　キャナリータワー１Ｆ 飲食店 JS-0001-2288

遊楽酒家 福蔵 北九州市 戸畑区小芝２－９－１０ 飲食店 JS-0001-5511

居食亭あじまる 北九州市 戸畑区浅生２－１１－１４　　 飲食店 ZN-0002-1682

魚どころやまもと 1 北九州市 戸畑区沢見２－７－１４　　 飲食店 PK-0000-4046

酒彩 BarRAIDEN 北九州市 戸畑区中原西２－１３－２　　 飲食店 ZN-0002-1166

串屋八兵衛 北九州市 戸畑区中本町５－１３　　 飲食店 ZN-0002-1232

焼きとり鳥武 北九州市 戸畑区中本町７－１８ 飲食店 SL-2000-5576

ダイニング 升 北九州市 戸畑区天神１－１２－１２ 飲食店 JS-0001-0330

清香園高須店 北九州市 若松区高須東３－６－１　　 飲食店 ZN-0001-4827

無双 北九州市 若松区高須南２－１－１７　高須ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6562

焼肉福ちゃん 学研都市ひびきの店 北九州市 若松区小敷１８８－５ 飲食店 JS-0002-1855

やきとり一本道 北九州市 若松区小敷ひびきの３－７－１０４　 飲食店 PK-0000-6724

Bar　ぱっしょん 北九州市 若松区青葉台南３－１－６　　 飲食店 PK-0000-6788

中華菜館金福 北九州市 若松区大鳥居４６２－１ 飲食店 JS-0002-1237

昇真 ’S ダイニング 我笑 北九州市 若松区中川町１－３　平和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4924

旬菜 Kitchen おいちょ 北九州市 若松区中川町１－３　平和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1996

焼とり次郎 北九州市 若松区二島６－１－２９　　 飲食店 ZN-2000-5279

グリルキッチントマト 北九州市 若松区本町２－３－１３　三晃ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9016

居酒屋ないす 北九州市 若松区本町２－３－８ 飲食店 JS-0003-8132

焼肉新光苑 北九州市 若松区本町３－６－２４ 飲食店 JS-0001-3595

中国料理 張華亭 北九州市 若松区用勺町３－１ 飲食店 JS-0004-4251

人にやさしくじょんのび 北九州市 小倉南区葛原１－１２－２１ 飲食店 JS-0004-6162

炭火焼鳥次男 北九州市 小倉南区葛原１－１２－３０　第２日豊ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8088

ラルコ－ンル－ト 63 北九州市 小倉南区蒲生４－６－１０ 飲食店 JS-0004-3388

神社のそばのカフェ ライオンダンス 北九州市 小倉南区守恒本町１－５－７　ハーベスト瓜生１０２ 飲食店 SL-2000-7577

本格炭火焼 小倉神仁 北九州市 小倉北区宇佐町１－３－３０ 飲食店 SL-2000-3199

イタリアン・バール ラ・ベルデ 北九州市 小倉北区黄金１－１２－１１ 飲食店 JS-0001-3812

壯寿し 1 北九州市 小倉北区下到津１－３－６　　 飲食店 PK-0000-0165

元気也 北九州市 小倉北区魚町１－１－７　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6164

楽酒ダイニング元気也 北九州市 小倉北区魚町１－１－７　２・３Ｆ 飲食店 JS-0004-6161

akivicAQUARIUMDINING 北九州市 小倉北区魚町１－１－８　ＫｒｉｓｓＢＬＤ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1189

YAKINIKU 肉 Q 北九州市 小倉北区魚町１－２－１　 飲食店 SL-2000-1080

炉端あお季 北九州市 小倉北区魚町１－２－２３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1203

pollore 北九州市 小倉北区魚町１－２－２４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-6157

42 号店ミート吉田 北九州市 小倉北区魚町１－４－１　ＳＡＢＯビル９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6680

全席完全個室新和風九州料理かこみ庵小倉魚 北九州市 小倉北区魚町１－４－３　大生ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1966

ステーキ．海鮮鉄板焼 ポパイ 北九州市 小倉北区魚町２－２－８　池田大盛堂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4799

お料理蕾 北九州市 小倉北区魚町２－３－１５　荒木屋ビル　 飲食店 ZN-0002-1766

ラルコーン 北九州市 小倉北区魚町２－３－２　ＵＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7251

マリコ・グラン・クリュ 北九州市 小倉北区魚町２－３－９　セルブ第３ビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-0550
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HARBAL 北九州市 小倉北区魚町２－４－１３　 飲食店 SL-2000-1149

和感折衷 あおやま 北九州市 小倉北区魚町２－４－８　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6345

すたんど酒場 シナトラ 北九州市 小倉北区魚町２－４－９　アザブビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0308

BARKE．CHA 北九州市 小倉北区魚町２－４－９　アザブビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3027

台湾レストラン麗白 北九州市 小倉北区魚町２－５－１７　インクスポット２０２　 飲食店 ZN-0002-1810

鶏きち魚きち 北九州市 小倉北区魚町２－５－８　ラ・フィナーレアースコート魚町ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1951

もつ鍋田しゅう小倉店 北九州市 小倉北区魚町２－６－１　小倉商工会館２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1104

かに料理日本海 北九州市 小倉北区魚町２－６－１８　　 飲食店 ZN-0002-1184

初代一期屋 北九州市 小倉北区魚町２－６－４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-8928

三代目村上商店 北九州市 小倉北区魚町３－２－４　畑中ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0765

玉乃井 北九州市 小倉北区魚町３－３－９ 飲食店 JS-0000-1783

VOLVER 北九州市 小倉北区魚町３－４－１９　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1225

KCB342 北九州市 小倉北区魚町３－４－２　鳥町センタービル１０１　 飲食店 ZN-0002-1024

古夢 北九州市 小倉北区魚町３－４－３　バザーリ小倉２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1044

レストランキモト 北九州市 小倉北区魚町４－２－１４　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1167

Bar 鈴 北九州市 小倉北区魚町４－４－１１　　 飲食店 ZN-2000-2964

韓国料理、恵蘭 北九州市 小倉北区魚町４－４－８－１　　 飲食店 ZN-2000-4266

肉酒場さいべえ 北九州市 小倉北区京町２－１－１０　　 飲食店 ZN-0002-1257

八州 小倉魚町店 北九州市 小倉北区京町２－１－２２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1957

あや鶏小倉京町店 北九州市 小倉北区京町２－１－２２　２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1999

あじる 北九州市 小倉北区京町２－４－３２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-2825

黒田節 北九州市 小倉北区京町２－６－１９ 飲食店 JS-0005-4922

mexicankitchenORALE 北九州市 小倉北区京町２－７－１３　レインボービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1190

個室居酒屋もみじ小倉店 北九州市 小倉北区京町２－７－１３　レインボービル６Ｆ 飲食店 JS-0005-3367

個室居酒屋小倉屋 北九州市 小倉北区京町２－７－１３　レインボービル７Ｆ 飲食店 JS-0005-6363

串と煮込み門限破り小倉駅前店 北九州市 小倉北区京町２－７－７　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1967

Life is Beer ！ 11TAP 北九州市 小倉北区京町２－７－７　ＯＮＯビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5519

WineBar ゆのうえ 北九州市 小倉北区京町３－１０－２５　２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2068

旬菜いち来 北九州市 小倉北区京町３－５－４　 飲食店 SL-2000-8875

みちの家 北九州市 小倉北区京町３－５－４　坂本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4960

焼とり 八ちゃん 北九州市 小倉北区京町３－５－５　そごう横 飲食店 JS-0000-0706

中華そば 壇 北九州市 小倉北区京町３－５－８ 飲食店 JS-0005-4767

勝手知ったる まんまや。 北九州市 小倉北区熊本１－１－１１ 飲食店 JS-0003-4263

焼とりけんちゃん 北九州市 小倉北区熊本３－１５－２７　　 飲食店 ZN-0002-1105

炭焼居食亭 和や 北九州市 小倉北区原町２－９－１２ 飲食店 SL-2000-7671

東秀苑 北九州市 小倉北区古船場町４－１７　近藤ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0248

創彩和房ふじた 北九州市 小倉北区古船場町５－２１　　 飲食店 ZN-0002-1219

炭焼とり いちの屋 北九州市 小倉北区古船場町７－８　丸源２９ビル 飲食店 JS-0000-2567

和料理はら 北九州市 小倉北区古船場町８－１　オカザキビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3892

満開居酒屋大桜 北九州市 小倉北区古船場町８－１３　内山３７ビル１０４　２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1047

肉のながおか 北九州市 小倉北区江南町４－２ 飲食店 JS-0003-4122

ぢどり家古夢黒崎店 北九州市 小倉北区黒崎４－１－３　第２３エルザビルＡタイプ　 飲食店 ZN-0002-1106

鮨屋じろう 北九州市 小倉北区紺屋町１－１２　安倍ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1762

新・中華酒場川人百味 北九州市 小倉北区紺屋町１１－２０　　 飲食店 ZN-0002-1246
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鉄板焼き 眞 北九州市 小倉北区紺屋町２－１０　ソヒィテル紺屋町１Ｆ 飲食店 SL-2000-7946

よし牛 北九州市 小倉北区紺屋町２－４ 飲食店 JS-0004-3848

FLARE 北九州市 小倉北区紺屋町３－１０　村上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3320

のみくい処 和泉 北九州市 小倉北区紺屋町３－５ 飲食店 JS-0001-8561

博多水炊 鶏酒場 藤 北九州市 小倉北区紺屋町３－５ 飲食店 JS-0001-9113

和食いとう 北九州市 小倉北区紺屋町４－１５　岩岡ビル１０４号 飲食店 JS-0005-2373

佳颯 北九州市 小倉北区紺屋町４－２４ 飲食店 JS-0004-7846

ロコトンテ 2 号店 北九州市 小倉北区紺屋町４－９　柳川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0194

牛あん 北九州市 小倉北区紺屋町５－１７　アージュ紺屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1758

BAR2nd 北九州市 小倉北区紺屋町５－１８　大ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-5654

海鮮居酒屋魚歌 北九州市 小倉北区紺屋町５－５　パークビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1172

なかむら 北九州市 小倉北区紺屋町６－２３ 飲食店 JS-0001-0866

水炊き 肴 なが田 北九州市 小倉北区紺屋町８－１６　アザブビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2394

OWL 北九州市 小倉北区紺屋町８－１６　麻布２１　４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1475

カルビ堂 北九州市 小倉北区紺屋町８－２２　　 飲食店 ZN-2000-5673

寿司処 万両 北九州市 小倉北区紺屋町８－５　ホテルクラウンヒルズ小倉４Ｆ 飲食店 JS-0003-2760

焼肉処にく日和 北九州市 小倉北区砂津２－６－２１ 飲食店 JS-0004-8718

BarZucca 北九州市 小倉北区堺町１－１－７　ロイヤー堺町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1901

小料理もものふ 北九州市 小倉北区堺町１－４－２４　１Ｆ 飲食店 JS-0005-1079

鮨．天ぷら我門 北九州市 小倉北区堺町１－４－６　ロワヨームビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1616

炭焼地鶏 まる 北九州市 小倉北区堺町１－５－２１　タイセイビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0540

酒と肴のたひら 北九州市 小倉北区堺町１－５－２２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-0006

ひできゅう 北九州市 小倉北区堺町１－５－２２　堺町第一ビル３０１　 飲食店 ZN-2000-2425

Y’s 北九州市 小倉北区堺町１－５－５　ニュー南国ビル　 飲食店 ZN-2000-2990

Bambi 北九州市 小倉北区堺町１－５－５　ニュー南国ビル４Ｆ－４０５－１　 飲食店 ZN-2000-4937

酒肴戎 北九州市 小倉北区堺町１－８－１　ＨＩＴ堺町ガーデン１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1035

料理・鮨 倉乃 北九州市 小倉北区堺町１－８－１　ヒット堺町ガーデン１Ｆ 飲食店 JS-0005-0896

割烹やまだ 北九州市 小倉北区堺町１－９－２２　北州観光ビル１０２ 飲食店 JS-0003-3669

SWING21 北九州市 小倉北区堺町１－９－２２　北州観光ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3609

食楽堂じょのや 北九州市 小倉北区若富士町６－１０　寿軒ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1575

小文字 久芽乃 北九州市 小倉北区小文字１－７－３１ 飲食店 JS-0001-5277

隠れ家キッチン 空 北九州市 小倉北区神幸町２－１　サンスカイホテル小倉１Ｆ 飲食店 JS-0004-8224

鳥こまち小倉駅前店 北九州市 小倉北区浅野１－２－３９　クルーズ浅野ビル１０５　 飲食店 ZN-0001-4965

ミヤザキ 北九州市 小倉北区船場町６－１　アザブビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1245

LA NATURE OHNO 北九州市 小倉北区船場町６－１　麻布ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5862

焼きもんや 菜 ’S 北九州市 小倉北区船場町７－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1579

BISTRO S．Y．N．C 北九州市 小倉北区足原１－１－１７ 飲食店 JS-0001-7495

焼肉のひみつ基地 足立店 北九州市 小倉北区足原１－５－９ 飲食店 JS-0005-4199

トラットリアソアベ 北九州市 小倉北区足原２－４－８　　 飲食店 ZN-0002-1011

LE PONT DE FER 北九州市 小倉北区大手町３－１　コープ野村１－１１０ 飲食店 JS-0000-4917

YAKIYA 遊 北九州市 小倉北区大畠２－８－３１ 飲食店 JS-0003-9917

今風家庭料理の店 庄吉 北九州市 小倉北区鍛冶町１－１－１２　 飲食店 SL-2000-3152

ヒヒヒヒーハー 北九州市 小倉北区鍛冶町１－１－１６　２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1193

居酒屋 bar 見切発車 北九州市 小倉北区鍛冶町１－２－１５　三樹ビル４０１ 飲食店 JS-0004-2468



4 2020/8/25

［北九州市］

加盟店名 所在地 ジャンル

魚彩日和きんぎょ 北九州市 小倉北区鍛冶町１－２－２　坪根ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1681

ステーキハウスふじさき屋 北九州市 小倉北区鍛冶町１－２－３　　 飲食店 ZN-0002-1664

赤らく 北九州市 小倉北区鍛冶町１－２－５　　 飲食店 ZN-0002-1612

サイダーハウス 北九州市 小倉北区鍛冶町１－２－９　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4625

BISTROdeCHEMIN 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－１２　レセプションビアー細藍ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0998

BROWnSuGar 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－１２　角田ビル鍛冶町４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3318

銀次郎 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－１５　堺町テラス１０５ 飲食店 JS-0002-0726

にのじ小倉 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－２　２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1862

ダイニングバーチカカラ 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－３　小倉かじまちビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1822

月下美人 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－４　　 飲食店 ZN-0002-1684

割烹ひら川 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－４　美松コア１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1013

お料理琢磨 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－４　美松コア１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1253

寿苑 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－４　美松コアビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4102

旬菜坪根 北九州市 小倉北区鍛冶町１－３－４　美松コアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1012

三隈 北九州市 小倉北区鍛冶町１－４－１５ 飲食店 JS-0000-9605

栄太郎 北九州市 小倉北区鍛冶町１－６－８　１Ｆ 飲食店 JS-0000-3090

割烹居酒屋奈津子 北九州市 小倉北区鍛冶町１－６－８　南国ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8946

ミンシィス 北九州市 小倉北区鍛冶町１－６－８　南国ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5578

Distill 北九州市 小倉北区鍛冶町１－７－１５　日本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1116

杏庵 北九州市 小倉北区鍛冶町１－７－１８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1098

SHOTBAR コルトレーン堺町店 北九州市 小倉北区鍛冶町１－７－１８　堺町銀座名店街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0703

焼肉の龍園 北九州市 小倉北区鍛冶町１－８－１５　　 飲食店 ZN-0002-1594

Pizzeria KAZZENARI 北九州市 小倉北区中井１－１６－１－１０５ 飲食店 JS-0004-3147

焼肉のひみつ基地 中井店 北九州市 小倉北区中井２－１－３１ 飲食店 JS-0002-6346

ビストロ クークー 北九州市 小倉北区中島１－２－１４ 飲食店 JS-0000-2436

鳥政 北九州市 小倉北区日明３－４－３　小森ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0370

ちょろ松 北九州市 小倉北区馬借１－１０－１９ 飲食店 JS-0000-9024

Tempura ゆめ茜 北九州市 小倉北区馬借１－１５－８　リベール１Ｆ 飲食店 JS-0003-9076

デギュスタシオン 北九州市 小倉北区馬借１－３－１１　アークインビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1634

おくまつ洋食酒場 北九州市 小倉北区馬借１－４－１０　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4236

イタリア料理とワインのお店 Kimura 北九州市 小倉北区馬借１－４－１９　熊本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1159

ぢどり屋ふじもと 北九州市 小倉北区馬借２－２－１　シャイングロービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5489

焼肉三丁目 北九州市 小倉北区馬借３－９－９ 飲食店 JS-0001-5015

あんばい 北九州市 小倉北区米町１－１－１２　　 飲食店 ZN-0002-1112

いろり肉焼処 永目 Nagame 北九州市 小倉北区片野２－２１－２９ 飲食店 JS-0004-0155

炉ばた高 北九州市 小倉北区片野３－６－２　　 飲食店 ZN-0002-1672

酉処 二宮 北九州市 小倉北区片野３－６－３５　コーポ富士１０２ 飲食店 JS-0002-8191

串かつまっと 1 北九州市 小倉北区片野３－９－１０　１Ｆ　 飲食店 PK-0000-3104

コルトン 北九州市 小倉北区片野４－１３－４ 飲食店 JS-0001-7452

とり吉 北九州市 小倉北区片野４－２－１５　　 飲食店 ZN-0002-1062

G'z bar 北九州市 八幡西区医生ヶ丘２－１　リヨンビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0017

ビッシュ 北九州市 八幡西区医生ヶ丘６－１ 飲食店 JS-0003-6386

和さび 北九州市 八幡西区医生ヶ丘７－２　　 飲食店 ZN-0002-1218

炭火焼鳥せんど° 北九州市 八幡西区永犬丸３－１６－１３　 飲食店 SL-2000-4120
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串揚げ大黒店 北九州市 八幡西区永犬丸５－２－２２ 飲食店 JS-0005-0618

春さん餃子 八幡西店 北九州市 八幡西区下上津役４－１１－５　 飲食店 SL-2000-8829

若寿司 北九州市 八幡西区吉祥寺町１８－１３ 飲食店 JS-0004-8954

味処太賀 北九州市 八幡西区熊手１－１－１２　　 飲食店 ZN-0002-1087

炭火焼きとり八黒崎店 北九州市 八幡西区熊手１－１－１４　　 飲食店 ZN-0002-1231

バースペイサイド 北九州市 八幡西区熊手１－１－３０　　 飲食店 ZN-2000-3877

もつ処　くろかわ 北九州市 八幡西区熊手１－１－３８　　 飲食店 PK-0000-6696

居酒屋とり照 北九州市 八幡西区熊手１－２－７　銀天Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3322

鉄板焼ダイニング暖 Haru 北九州市 八幡西区熊手２－１－１５　あわのビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1773

炭火焼玄 北九州市 八幡西区熊手２－１－３　　 飲食店 ZN-0002-1093

月の翔 北九州市 八幡西区熊手２－１－９　　 飲食店 ZN-0002-1153

呑処 大起 北九州市 八幡西区熊手２－１－９　シオンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5867

NOSUKE 北九州市 八幡西区熊手３－２－４ 飲食店 JS-0004-2490

焼肉かわはら 穴生店 北九州市 八幡西区穴生４－１０－２０ 飲食店 JS-0004-5126

TEPPAN　FAMILY　KUW 北九州市 八幡西区光貞台１－２－２－１０３　 飲食店 PK-0000-6536

ひまわり 北九州市 八幡西区黒崎１－１１－１１　黒崎商業会館２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6690

UP 北九州市 八幡西区黒崎１－１１－２２　中央会館ビル２Ｆ－Ｇ　 飲食店 ZN-0002-1186

くしかつ 一期屋 北九州市 八幡西区黒崎１－１２－４ 飲食店 JS-0003-3666

丸玉 北九州市 八幡西区黒崎１－１３－１　くろさき２５番１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4838

焼肉 仁 北九州市 八幡西区黒崎１－１３－１６ 飲食店 JS-0002-2400

時代 北九州市 八幡西区黒崎１－１３－５ 飲食店 JS-0000-6314

ROMANEE 北九州市 八幡西区黒崎１－１３－８　千福ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6249

炭火焼鳥魁 北九州市 八幡西区黒崎１－１４－１４　　 飲食店 ZN-0001-5156

うなぎの筑前 北九州市 八幡西区黒崎１－８－７　銀映ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6270

焼肉 かわはら 北九州市 八幡西区黒崎１－９－１３　宮本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2998

厨 北九州市 八幡西区黒崎１－９－８　キングビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9441

和洋創作料理 楓－ kaede － 北九州市 八幡西区黒崎１－９－９　ニヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3711

陣や 北九州市 八幡西区黒崎１－９－９　三角公園ニアビル１０２　 飲食店 PK-0000-3766

Ruys　BAR 北九州市 八幡西区黒崎２－１－１６　２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6897

食楽酒家こげん 北九州市 八幡西区黒崎２－１－６　１Ｆ 飲食店 JS-0004-5856

はんなり魚菜 北九州市 八幡西区黒崎２－４－１１　ケイズプレイス１０１ 飲食店 JS-0005-7124

カフェ＆ワインバー アリス 北九州市 八幡西区黒崎２－４－６　晴和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4333

串焼炭炉 はん蔵 北九州市 八幡西区黒崎２－６－２ 飲食店 JS-0003-3664

鉄板フレンチ シェトワ 北九州市 八幡西区黒崎２－７－４　常岡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3818

握り屋 北九州市 八幡西区黒崎２－９－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6832

HANA 北九州市 八幡西区黒崎２－９－２　 飲食店 SL-2000-6338

黒崎食堂 北九州市 八幡西区黒崎３－５－１８ 飲食店 JS-0000-4918

食彩千尋 北九州市 八幡西区黒崎３－５－９　　 飲食店 ZN-0002-1788

黒崎花楽 北九州市 八幡西区黒崎３－６－６　サンシャインビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3062

日本酒と漁師めし玄さん 北九州市 八幡西区黒崎４－１－３　第２３エルザビルＡタイプ　 飲食店 ZN-0002-1131

焼肉の南大門 北九州市 八幡西区黒崎４－１－５　２Ｆ 飲食店 JS-0003-3514

旬菜 北九州市 八幡西区黒崎４－４－１３　タウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8053

kitchen style 雅 北九州市 八幡西区黒崎４－６－１－２１１ 飲食店 JS-0005-4330

焼き鳥炊鳥せい家 北九州市 八幡西区三ヶ森２－１０－６　　 飲食店 ZN-0002-1165
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大自然 北九州市 八幡西区真名子２－３－４８ 飲食店 JS-0002-5405

焼肉 IKKYU 北九州市 八幡西区陣原４－９－２５　　 飲食店 ZN-2000-4354

八千代寿司 北九州市 八幡西区菅原町４－１５ 飲食店 JS-0002-2074

やきとり大吉八幡紅梅店 北九州市 八幡西区清納１－２－２６　　 飲食店 ZN-2000-4675

カプセルホテル パンセ 北九州市 八幡西区西折尾町２－１８ 飲食店 JS-0001-4184

胡鳥蘭 北九州市 八幡西区折尾４－６－１６　折尾ＹＳビル１Ｆ 飲食店 ZN-0002-1175

うお家 905 北九州市 八幡西区相生町１－１ 飲食店 JS-0002-7740

リベルタコーヒー 北九州市 八幡西区則松６－１８－１６　 飲食店 SL-2000-0965

炭火焼肉 アリラン峠 東家 北九州市 八幡西区則松６－３－２３ 飲食店 SL-2000-8932

焼肉ふくたろう産業医大前店 北九州市 八幡西区大浦１－１１－１６ 飲食店 JS-0004-5490

BarLOCAL 北九州市 八幡西区大浦３－１３－３　エムズ大浦１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3126

地鶏酒場かしわ 北九州市 八幡西区大浦３－１３－５ 飲食店 JS-0003-3763

焼肉じん 北九州市 八幡西区大字野面８５４－１ 飲食店 JS-0004-2932

ダイニング いさ。 北九州市 八幡西区鷹の巣１－１４－２４ 飲食店 JS-0001-2035

おでん よ田 北九州市 八幡西区東神原町１－３１ 飲食店 JS-0005-1799

和牛亭 竹藩 北九州市 八幡西区藤原２－１５－２９ 飲食店 JS-0001-4616

御料理 まつ山 北九州市 八幡西区藤田２－１－１０ 飲食店 JS-0002-6782

葵 北九州市 八幡西区藤田２－４－１９ 飲食店 JS-0001-5863

リストランテ　アンジェロ 北九州市 八幡西区藤田２－４－３　　 飲食店 PK-0000-6391

麦々屋 北九州市 八幡西区藤田３－３－１１ 飲食店 JS-0000-5428

準和系料理 稲よし 北九州市 八幡西区藤田３－３－１６　村上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1650

久昇庵 北九州市 八幡西区藤田３－４－１１ 飲食店 JS-0002-0503

BA － KU 北九州市 八幡西区藤田３－４－１４ 飲食店 JS-0000-5426

ヴィザヴィ 北九州市 八幡西区藤田３－４－４　岩崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0766

炭火焼肉 あきんとこ 北九州市 八幡西区楠木２－１７－５ 飲食店 JS-0000-2229

焼肉 Dining 玄武苑 北九州市 八幡西区本城東２－３－７　 飲食店 SL-2000-7665

フィレンツェ北九州 北九州市 八幡東区荒生田３－５－１３ 飲食店 JS-0002-1379

串かつ酒房 一期屋 八幡駅前店 北九州市 八幡東区西本町３－１－１ 飲食店 JS-0003-3665

てんやわん屋 北九州市 八幡東区西本町３－２－１　 飲食店 SL-2000-7165

炭火焼きとり八八幡駅前本店 北九州市 八幡東区西本町３－４－２５　　 飲食店 ZN-2000-4496

Route 590 北九州市 八幡東区中央１－４－７ 飲食店 JS-0000-6378

八幡 izakaya1901 北九州市 八幡東区中央２－１５－１４　　 飲食店 PK-0000-6675

炭家なかむら 北九州市 門司区栄町１０－１ 飲食店 JS-0005-0876

レストラン ニューラッキー 北九州市 門司区栄町２－１９ 飲食店 JS-0005-8070

焼鳥松井 北九州市 門司区栄町６－２１　　 飲食店 ZN-2000-2928

グリル・ティー 北九州市 門司区吉志１－３７－１　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4744

寿し処 光本 北九州市 門司区港町９－２ 飲食店 JS-0002-5057

門司港レトロ王様のたまご 北九州市 門司区港町９－４　バルク館１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1191

キッチンポレポレ 北九州市 門司区港町９－７　　 飲食店 PK-0000-6326

スナックのん 北九州市 門司区高田１－１－１４　永丘ビル１０１　 飲食店 PK-0000-2013

プリンセス ピピ 北九州市 門司区西海岸１－４－７ 飲食店 JS-0003-5785

ご宴 北九州市 門司区柳町２－１－１２　　 飲食店 ZN-0002-1178

和楽 ささき 北九州市 門司区柳町２－１－１５ 飲食店 JS-0001-4306

OWL 北九州市 門司区柳町２－２－２３ 飲食店 JS-0005-6525
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BONGO 北九州市 門司区柳町２－２－６　　 飲食店 ZN-2000-2541

和んや 北九州市 門司区柳町２－３－２０　ホワイトコーポおくなが２０１ 飲食店 JS-0004-0278

MOMOKOKO 北九州市 戸畑区新池３－１１－２９ ショッピング JS-0005-6860

ふじのき電器 北九州市 若松区宮丸２－１０－１２ ショッピング JS-0003-8406

Foot Step 北九州市 若松区高須南１－７－２５　Ｋ＆Ｎビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4293

いのうえでんき 北九州市 若松区青葉台西１－１－１４ ショッピング JS-0003-5713

ランコントル 北九州市 若松区浜町１－６－２３　質協ビル１０２ ショッピング JS-0001-2882

タークコンタクト 北九州市 小倉南区下曽根４－２５－１５ ショッピング JS-0001-9425

WISH ＆ BRAVE 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１ ショッピング JS-0002-6494

井野屋 Flep サニーサイド店 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3225

リバップ小倉店 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　サニ－サイドモ－ル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-1748

k．m．t ケイエムティ 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　サニーサイドモール１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4680

サニーサイドモールミルク 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　サニーサイドモール１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4681

Cham 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　サニーサイドモール２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4694

ら・たんす モール小倉店 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　サニーサイドモール小倉２Ｆ ショッピング JS-0001-3351

BABI FURNITURE 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　サニーサイドモール小倉２Ｆ ショッピング JS-0004-3722

CoCo 北九州市 小倉南区下曽根新町１０－１　サニーサイドモール小倉２Ｆ ショッピング SL-2001-0245

ペットサロン Dspace 北九州市 小倉南区蒲生２－２－３０ ショッピング JS-0001-1706

めがねステージおかざき 北九州市 小倉南区企救丘３－１７－２　きくゆう倶楽部１０４　 ショッピング ZN-0002-5083

Dresswell 北九州市 小倉南区朽網東６－３６－１５－１０１　 ショッピング SL-2000-0964

Dresswell 北九州市 小倉南区朽網東６－３６ー１５　ハイツ多田１０１ ショッピング JS-0005-3252

自然食品　しんくい 北九州市 小倉南区守恒２－１－３７　進藤ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8748

ユノカサ－ビス 北九州市 小倉南区上貫２－２－２８　　 ショッピング PK-0000-8824

Camellia・椿 北九州市 小倉南区中曽根１－１２－２１　矢野第６ビル１０６　 ショッピング ZN-2000-6034

ビーエムフーズ 北九州市 小倉南区田原新町１－１２－２３ ショッピング JS-0002-2534

ばいくすーぱー 本店 北九州市 小倉南区湯川１－８－１１ ショッピング JS-0001-1735

サン友創作工房 北九州市 小倉南区徳吉南４－６－４　　 ショッピング PK-0000-5243

お洋服屋 an deux 北九州市 小倉南区徳力３－１０－１ ショッピング JS-0004-5719

有限会社 新設北九州営業所 北九州市 小倉南区八重洲町７－５ ショッピング JS-0005-7694

ミシンハウス 北九州市 小倉南区富士見２－３－２３　 ショッピング SL-2000-9774

我流 北九州市 小倉南区富士見２－３－７　 ショッピング SL-2000-2509

アクアペット小倉 北九州市 小倉北区井堀３－１－１５ ショッピング JS-0000-3298

横尾器械 北九州市 小倉北区井堀３－２２－１０ ショッピング JS-0002-5847

マダムラパン 黄金店 北九州市 小倉北区黄金１－１　黄金市場内 ショッピング JS-0002-6065

ファイブ黄金店 北九州市 小倉北区黄金１－２－３７　　 ショッピング ZN-2000-3563

辻利茶舗 京町本店 北九州市 小倉北区魚町１－２－１１ ショッピング JS-0005-4306

タカチホカメラ 小倉店 北九州市 小倉北区魚町１－２－１６　いざわビル２Ｆ ショッピング AX-0000-0262

BAYSONLADIES 北九州市 小倉北区魚町１－３－２３　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4701

サン ストーン 北九州市 小倉北区魚町１－６－５ ショッピング JS-0001-2009

sinclairs 北九州市 小倉北区魚町２－１－９　谷口店舗１Ｆ ショッピング JS-0002-0172

ブティックロコ 北九州市 小倉北区魚町２－２－１　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4696

mofmof 北九州市 小倉北区魚町２－２－１５　東邦ビル１０２号 ショッピング JS-0005-2430

Mirabeau 北九州市 小倉北区魚町２－２－１５　東邦ビル４Ｆ ショッピング JS-0001-1439

prima 梨花 北九州市 小倉北区魚町２－２－２１　中村ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4679
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ブティックルフラン 北九州市 小倉北区魚町２－４－１２　　 ショッピング ZN-0002-4697

JC シューズ 北九州市 小倉北区魚町２－４－２０ ショッピング JS-0001-1489

マダム・ラパン 魚町店 北九州市 小倉北区魚町２－６－１　小倉商工会館１Ｆ ショッピング JS-0004-0161

京都屋 北九州市 小倉北区魚町３－２－１５ ショッピング JS-0005-3703

辻利茶舗 魚町店 北九州市 小倉北区魚町３－２－１９ ショッピング JS-0005-4063

BloomyDays 北九州市 小倉北区魚町３－３－１２　メルカート３番街１Ｆ－７　 ショッピング ZN-0002-4693

GUGU 北九州市 小倉北区魚町３－３－１２　メルカート三番街１Ｆ－６　 ショッピング ZN-2000-3666

あぶくり 北九州市 小倉北区魚町３－３－２０ ショッピング JS-0005-7349

デージープラニング魚町 shop 北九州市 小倉北区魚町３－３－２０　中屋ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1310

中野酒店 北九州市 小倉北区魚町４－２－４ ショッピング JS-0004-7930

NIX － JAMCstore 北九州市 小倉北区京町１－２－２１　ｎＢＡＳＥ１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1271

Mill 北九州市 小倉北区京町１－５－１０　ヴィアーレ京町１ＦＡ号室 ショッピング AL-0000-0210

Ladies ＆ AntiQuesNOT 北九州市 小倉北区京町１－５－１５　　 ショッピング ZN-0002-4293

GLEAM OPTICAL 北九州市 小倉北区京町１－５－１７ ショッピング JS-0003-9042

GLEAM OPTICAL 北九州市 小倉北区京町１－５－１７ ショッピング JS-0005-7662

LEATHER TRAMP 北九州市 小倉北区京町１－５－２６　中西ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7306

Clothing ＆ AntiQuesFun 北九州市 小倉北区京町１－６－１　　 ショッピング ZN-0002-4287

漢方心肝 北九州市 小倉北区京町１－６－２４ ショッピング JS-0004-3571

ANTENNA 北九州市 小倉北区京町３－１０－９　栄伸ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6772

新小倉（2F）病院売店 北九州市 小倉北区金田１－３－１ ショッピング JS-0005-4022

イシダ薬局 北九州市 小倉北区紺屋町１１－１１　　 ショッピング ZN-0003-1471

プラスワンチャチャタウン店 北九州市 小倉北区砂津３－１－１　チャチャタウン１Ｆ ショッピング JS-0002-0985

KASHIYAMA 北九州市 小倉北区室町１－１－１　リバーウォーク北九州３Ｆ ショッピング JS-0005-5321

LadyLuck． 北九州市 小倉北区室町２－１－４　１Ｆ ショッピング JS-0000-7724

AROSSO 北九州市 小倉北区室町２－１０－１３　１Ｆ ショッピング JS-0000-0599

DITIQUE 北九州市 小倉北区室町２－１０－２２　菅野ビル１０１－１　 ショッピング SL-2001-1072

酒匠 北九州市 小倉北区室町２－２－１８　樽ビル１０３　 ショッピング ZN-2000-1653

うめね呉服店 北九州市 小倉北区室町２－３ー１０ ショッピング SL-2000-9235

コンプレモン deux 北九州市 小倉北区室町２－４－１７　岡部ビル　 ショッピング ZN-2000-0374

三条 北九州市 小倉北区昭和町１４－２０　マックスバリュ１Ｆ ショッピング JS-0002-5094

森の時計屋 北九州市 小倉北区昭和町１４－２０　マックスバリュ三萩野店内１Ｆ ショッピング JS-0002-5093

有限会社運動具屋 北九州市 小倉北区上到津４－３－６　　 ショッピング ZN-2000-4067

ソーイング・ボックス 北九州市 小倉北区上富野５－１－８－１０１ ショッピング JS-0002-5058

マックスオーディオ小倉店 北九州市 小倉北区清水２－１０－１５ ショッピング AD-0000-0201

テイク・ウイング 北九州市 小倉北区浅野１－２－３９ ショッピング JS-0004-0135

Clothing ＆ AntiQuesNOT 北九州市 小倉北区浅野２－１２－３７　　 ショッピング ZN-0002-4286

BORDERLINERECORDS 小倉店 北九州市 小倉北区浅野２－１３－２４　２Ｆ ショッピング JS-0000-9325

エルビノ 北九州市 小倉北区浅野２－１４－２　リーガロイヤルホテル小倉パレロイヤル１Ｆ ショッピング JS-0004-2954

株式会社ロビンズ 北九州市 小倉北区船場町５－１６ ショッピング SL-2001-0443

ボンボン・ブルー小倉本店 北九州市 小倉北区船場町６－１　　 ショッピング ZN-0002-6334

ボンボンブルー船場店 北九州市 小倉北区船場町６－２　　 ショッピング ZN-0002-6335

Gift 北九州市 小倉北区船場町７－８　船場町ビル２Ｆ・３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4273

FooT STeP 2nd 北九州市 小倉北区足原２－１０－８　ブウルヴァール足原１０５ ショッピング JS-0001-5415

プライスファクトリー足立店 北九州市 小倉北区足立３－２－１　 ショッピング SL-2000-5591
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HIGH BEAM 北九州市 小倉北区大畠２－５－２６ ショッピング JS-0005-6923

藤田人形 北九州市 小倉北区大門１－１－１　 ショッピング SL-2000-7039

ボイスアート 北九州市 小倉北区大門２－１－８　コンプレート西小倉１Ｆ ショッピング JS-0004-5378

モチーフ 北九州市 小倉北区竪町１－５－８　ウインズ竪町１Ｆ ショッピング JS-0003-1507

FLORIST 花灯り 北九州市 小倉北区鍛冶町１－４－１６　楽生庵ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9893

フラワーショップ ペペ 北九州市 小倉北区鍛冶町１－６－８　南国ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0239

野球工房 M 小倉店 北九州市 小倉北区中島１－１９－６７ ショッピング JS-0002-9163

マライカバザール 小倉店 北九州市 小倉北区東港１－５－８ ショッピング JS-0005-4016

マライカバザール小倉店 カフェ 北九州市 小倉北区東港１－５－８ ショッピング JS-0005-4043

Rai 北九州市 小倉北区馬借１－１３－１５　１ＦＡ号 ショッピング AL-0000-0211

Y ショップむらかみ 北九州市 小倉北区馬借１－１３－２９ ショッピング JS-0005-7453

Valley 北九州市 小倉北区馬借１－５－１３　１Ｆ ショッピング JS-0001-0772

Porte 北九州市 小倉北区馬借１－７－１７　Ｊフィールド７０１　 ショッピング PK-0000-1818

Shoes shop BON 北九州市 小倉北区白銀１－４－１５ ショッピング JS-0003-3437

グレイスワン 北九州市 小倉北区片野１－１－５８　１Ｆ ショッピング JS-0002-3437

ぱそこんや 北九州市 小倉北区片野３－１－１６　１Ｆ ショッピング JS-0002-2062

有限会社北九州コンタクトレンズ 北九州市 小倉北区片野４－３－１４ ショッピング JS-0004-7053

マルハナ自動車 北九州市 小倉北区霧ヶ丘３－５－１７　　 ショッピング ZN-2000-4282

リサイクルマート小倉北店 北九州市 小倉北区明和町１０－３３ ショッピング JS-0000-6697

タイヤセレクト北九州 WithNoble 北九州市 八幡西区下上津役４－１３－１５ ショッピング JS-0005-5837

BIKEPIT 庄 北九州市 八幡西区割子川１－３－６ ショッピング JS-0005-7262

fill 北九州市 八幡西区熊手２－４－２５　かまやビル１Ｆ－Ｂ ショッピング AL-0000-0212

e － acce．クロサキメイト店 北九州市 八幡西区黒崎１－１－１　クロサキメイト２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4702

樹会和 1 八幡黒崎店 北九州市 八幡西区黒崎１－１－１　クロサキメイト３Ｆ ショッピング SL-2000-8206

樹会和 3 北九州市 八幡西区三ヶ森１－６－１　筑豊電鉄三ヶ森電停内 ショッピング SL-2000-8207

アウトレット家具や姫 北九州市 八幡西区陣原１－２－１２　 ショッピング SL-2000-9515

［HC］株式会社椎野電器 北九州市 八幡西区清納１－２－２５ ショッピング JS-0001-8155

生花堂 北九州市 八幡西区折尾３－２－４　 ショッピング SL-2000-6120

向野自動車 北九州市 八幡西区泉ヶ浦２－１５－２４ ショッピング JS-0002-3194

大沢自動車ガラス 北九州市 八幡西区鷹の巣２－９－１６　　 ショッピング ZN-2000-0519

［HC］有限会社ヒラシマ電器 北九州市 八幡西区町上津役東２－１７－３２ ショッピング JS-0001-8156

株式会社河村酒販 北九州市 八幡西区東神原町１－２６ ショッピング JS-0004-2082

フラワーショップビギン折尾店 北九州市 八幡西区藤原１－４－８　ハローデイ共立大前店内　 ショッピング ZN-0002-5601

めがねのイシモト永犬丸店 北九州市 八幡西区八枝４－３－１０ ショッピング SL-2000-1209

guccies55 北九州市 八幡西区八千代町６－５　　 ショッピング PK-0000-1159

映像宝庫スタリオン本城店 北九州市 八幡西区力丸町１６－８ ショッピング JS-0004-7052

Wish ウェルネス 北九州市 八幡東区祇園１－６－１－１０３　 ショッピング SL-2000-3248

R ＆ B 北九州市 八幡東区祇園２－１０－６　　 ショッピング ZN-2000-6737

お菓子のリーフ 八幡本店 北九州市 八幡東区昭和３－１－２３ ショッピング JS-0005-3332

パワーハウス 北九州市 八幡東区川淵町９－２１ ショッピング JS-0005-2488

インパクトゴルフ 北九州市 八幡東区平野３－２－１ ショッピング JS-0005-0140

ランドホー 北九州市 門司区栄町１－２１　 ショッピング SL-2000-9652

カジタ時計店 北九州市 門司区栄町３－２３ ショッピング JS-0005-5484

モーターサイクル Kosta． 北九州市 門司区猿喰３０７－３ ショッピング JS-0004-3973
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フリースタイル 北九州市 門司区吉志３７８－３ ショッピング JS-0001-2514

トゥ アンド フロウ 北九州市 門司区高田１－２－８　１Ｆ ショッピング JS-0003-6841

オクムラ自動車販売 北九州市 門司区黒川東２－２－７ ショッピング JS-0004-0602

おしゃれ工房タミー 北九州市 門司区社ノ木１－１６－１３ ショッピング JS-0005-8981

［HC］株式会社エルビート 北九州市 門司区社ノ木１－１７－１０ ショッピング JS-0001-8112

（ユ）K － 2 北九州市 門司区大里戸ノ上１－２－２９ ショッピング JS-0005-2393

車工場 ヒロキ 北九州市 門司区大里新町６－２ ショッピング JS-0001-6849

レトロ一番館 北九州市 門司区東港町１－３２　門司港レトロハイマート１Ｆ ショッピング JS-0000-3299

メガネショップクォーター門司店 北九州市 門司区片上海岸９５－１５ ショッピング JS-0004-9975

めがねのメルック 門司店 北九州市 門司区柳町１－２－２６ ショッピング JS-0002-4003

マダム・ラパン 門司店 北九州市 門司区柳町１－４－２０ ショッピング JS-0001-8698

ファイブ 北九州市 門司区柳町２－１－２６　　 ショッピング ZN-0003-1226

Cream 北九州市 戸畑区幸町２－１　コーポランド浅生１Ｆ サービス JS-0000-6212

members salon aiz 北九州市 戸畑区千防３－１０－２８　 サービス SL-2000-5203

リフレッツ整骨院 北九州市 戸畑区浅生１－３－２０ サービス JS-0003-5880

エイムザ・ハーツ 北九州市 戸畑区浅生２－８－２１ サービス JS-0003-0613

のりさだ整骨院 北九州市 戸畑区沢見２－６－９ サービス JS-0003-5878

HAIR bolet 北九州市 戸畑区中原西１－１１－２１　１Ｆ サービス JS-0000-0242

BLUECH 北九州市 戸畑区中本町８－４　トーケン設計戸畑駅前ビル１－２Ｆ サービス JS-0002-8091

StylingShopWith 北九州市 戸畑区東鞘ヶ谷町２－１ サービス JS-0000-3218

ケーハイエス 北九州市 戸畑区東大谷１－１４－１１ サービス JS-0002-3802

くすりのフタバ 戸畑天籟寺店 北九州市 戸畑区夜宮２－９－３０ サービス JS-0000-7803

CN カーニバルひびきの 北九州市 若松区ひびきの南１－１－１０５ サービス JS-0003-3907

lua nova 北九州市 若松区高須東４－３－２６ サービス JS-0000-9056

FeelalivebyshowBit 北九州市 若松区小敷１８８－３ サービス JS-0001-6401

Hairmake Coconfouato 北九州市 若松区赤崎町１４－２１　２Ｆ サービス JS-0001-4530

ブルートーン 北九州市 若松区東二島４－１－６ サービス JS-0003-3671

ヘアーサロン ホワイト 北九州市 若松区東畑町１－２９ サービス JS-0001-2458

mash hair 北九州市 若松区二島４－１－４３ サービス JS-0001-6454

丸富産業 北九州市 若松区本町１－１－３３ サービス JS-0005-8502

HAIR WORK GRAN 北九州市 若松区本町２－１３－２３ サービス JS-0004-4792

TK ガレ－ジ 北九州市 小倉南区下石田１－１９－２９　 サービス PK-0000-0535

champs village 北九州市 小倉南区下曽根１－２－３３　Ａ－１ サービス SL-2001-0925

hair salon aim mode 北九州市 小倉南区下曽根３－８－１　カルフール下曽根１Ｆ サービス JS-0003-0797

LENS 北九州市 小倉南区下曽根新町１５－５　ＨＭビル１０２ サービス JS-0003-3472

ななペットクリニック 北九州市 小倉南区葛原１－１２－３０　第２日豊ビル１Ｆ－６ サービス JS-0001-3083

ヘアーライフクリエイティブ プレイヴ 北九州市 小倉南区朽網東６－３６－１５　ハイツ多田１０２ サービス JS-0002-9689

ペルペチュエル 北九州市 小倉南区山手１－７－２　　 サービス PK-0000-8112

ヘアーズ スタジオ ハーバー 北九州市 小倉南区守恒本町１－５－７－１０１ サービス JS-0000-4283

KAEDE 鍼灸整骨院＆リラクゼーション 北九州市 小倉南区上葛原２－１４－１　サンリブシティ小倉１Ｆ サービス JS-0005-1783

CN コスモス上曽根 北九州市 小倉南区上曽根新町１０－７ サービス JS-0003-3912

Creed 北九州市 小倉南区長行東１－２－１　メゾンドプラム嵐山１０１ サービス JS-0001-6525

萬歳自動車工場小倉東店 北九州市 小倉南区長野１－７－９　　 サービス PK-0000-1217

CM 小倉東 北九州市 小倉南区津田新町１－５－３１ サービス JS-0003-3910
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タンポポ曽根 北九州市 小倉南区田原新町１－１－４０ サービス JS-0003-3911

Hair make Life 北九州市 小倉南区田原新町３－４－１２　アグリード下曽根２１０１ サービス JS-0000-3587

BeautySalonkiseky 北九州市 小倉南区徳吉西１－４－６ サービス JS-0000-7147

美容室フレンズ 北九州市 小倉南区徳吉西２－３－１４　フォレストトクヨシ１０２ サービス JS-0005-6285

エルゼ 徳力店 北九州市 小倉南区徳力１－１－１ サービス JS-0003-3920

BE － SQUARE 北九州市 小倉南区徳力２－１３－２ サービス JS-0005-9091

ブルーオンピンク 北九州市 小倉南区徳力２－１３－６ サービス JS-0001-7913

decoration 北九州市 小倉南区徳力２－５－１－１０１ サービス JS-0000-3565

hair ＆ life un ami．h 北九州市 小倉南区徳力２－７－２１ サービス JS-0001-6218

Le monde hair 北九州市 小倉南区南方５－１５－１８ サービス JS-0001-8127

Record Hair 北九州市 小倉南区北方１－１５－２１　ビラプリンス７　１０２ サービス JS-0001-8389

写真のかつき 北九州市 小倉南区北方１－１６－２６ サービス JS-0004-7539

climb climber 北九州市 小倉南区北方２－２０－９　ベルガ北方１Ｆ サービス JS-0000-3216

のりさだ整骨院 井堀院 北九州市 小倉北区井堀３－１－３８ サービス JS-0003-5879

SHU － SHU 北九州市 小倉北区宇佐町１－１－１　アークビル１Ｆ サービス JS-0004-4276

ai nail 北九州市 小倉北区魚町１－１－２０　奥村ビル２Ｆ サービス SL-2000-6781

RECARO 小倉店 北九州市 小倉北区魚町１－６－４　ヒット小倉駅前ビル３Ｆ サービス JS-0005-6368

美容室 sessa 北九州市 小倉北区魚町２－２－８　２Ｆ サービス JS-0001-0663

ICHARIuomachi 北九州市 小倉北区魚町３－１－１６　２Ｆ　 サービス ZN-2000-5590

MissGrandeeVILLAS 北九州市 小倉北区魚町３－１－１６　有冨ビル１Ｆ サービス SL-2000-9041

ALCO HAIR DESIGN 北九州市 小倉北区京町１－３－１　パワーズ１１５ビル４Ｆ サービス JS-0004-4517

Saffarda 北九州市 小倉北区京町１－４－１　木戸ビル２Ｆ サービス JS-0000-4563

UNICO 北九州市 小倉北区京町１－４－８　上林タオル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0948

EDeN 北九州市 小倉北区京町２－２－２０　 サービス SL-2000-1193

littlekokura 北九州市 小倉北区京町２－７－１６　戸田ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9862

KAEDE 鍼灸整骨院＆リラクゼーション 北九州市 小倉北区京町３－１－１　セントシティ北九州１０Ｆ サービス JS-0003-1775

eyelash salon chicchi（アイラッシュサロンチッチ） 北九州市 小倉北区京町３－１５－１　２Ｆ サービス SL-2000-6111

LOA hair ＆ beauty 北九州市 小倉北区京町３－６－１４　文楽ビル１Ｆ サービス SL-2000-4102

萬歳自動車工場本店 2 北九州市 小倉北区熊本２－５－８　　 サービス PK-0000-0574

ヘアープレイス 美遊人 北九州市 小倉北区堺町１－１－１　ＪＴＢ２Ｆ サービス JS-0001-1833

Hair House Nico 北九州市 小倉北区室町２－１－４　室町店舗２Ｆ サービス JS-0002-8274

美容室 room 北九州市 小倉北区室町２－３－５ サービス JS-0000-4922

smooth 北九州市 小倉北区室町２－９ー１　小倉ＤＣタワー１０８ サービス SL-2000-1753

小倉動物病院 北九州市 小倉北区若富士町８－３ サービス JS-0001-8385

オートアベニューオニキス北九州 小倉店 北九州市 小倉北区上到津２－１－３ サービス JS-0003-9937

ランド到津 北九州市 小倉北区上到津４－１１－７ サービス JS-0003-3900

有限会社末崎自動車整備工場 北九州市 小倉北区西港町９４－１３ サービス JS-0004-0540

Rosso 北九州市 小倉北区船場町２－１０　２Ｆ サービス JS-0003-0380

FLEURIR 北九州市 小倉北区船場町２－６　２０７　 サービス SL-2000-6819

Visage 北九州市 小倉北区船場町３－８　第１中央みささビル６Ｆ サービス JS-0003-2836

qu sh ca 北九州市 小倉北区足立２－１１－４１ サービス JS-0001-0472

三宅モータース 北九州市 小倉北区大手町２－１２ サービス JS-0003-9750

i．d．o japan 北九州市 小倉北区大畠３－７－４５ サービス JS-0005-2177

小倉名倉堂鍼灸整骨院 北九州市 小倉北区竪町２－３－５　サンリブ西小岩内 サービス JS-0005-4628
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Mii amo 北九州市 小倉北区中島１－１９－１３ サービス JS-0001-6329

MAI BEAUTY 北九州市 小倉北区東城野町８－２５ サービス JS-0005-2178

Hair Design Azur 北九州市 小倉北区馬借１－１３－５　ヒット馬借ビル１Ｆ サービス SL-2000-0491

hairsalonICHARI 北九州市 小倉北区馬借１－５－１７　　 サービス ZN-0003-0958

医療センター前薬局 北九州市 小倉北区馬借１－７－１７ サービス JS-0003-6802

たかこ鍼灸整骨院 北九州市 小倉北区馬借３－３－２９　コダマビル１Ｆ サービス JS-0003-3985

assh 北九州市 小倉北区馬借３－６－３８　清原ビル１Ｆ サービス JS-0000-4860

ヘアーファクトリー モンキーマジック 北九州市 八幡西区医生ヶ丘７－４ サービス JS-0002-4680

くじら 2 号引野店 北九州市 八幡西区引野２－１２－３６ サービス JS-0002-8005

Be’ Be’ 北九州市 八幡西区下上津役１－１３－１０ サービス JS-0000-4290

そよかぜ薬局 北九州市 八幡西区下上津役１－５－５ サービス JS-0003-4300

美容室 glycine 北九州市 八幡西区熊西２－７－１４　セトル熊西１０１ サービス SL-2000-7929

bijou 北九州市 八幡西区穴生２－９－６　ギャラン穴生１２０１　 サービス PK-0000-8155

GARAGE FOCUS 北九州市 八幡西区皇后崎町１０－７ サービス JS-0004-0236

dog　salon　BISUKE 北九州市 八幡西区紅梅４－４－２　バグシンランド１０１　 サービス PK-0000-8967

Op Art 北九州市 八幡西区黒崎１－１１－１３　トシマビル３Ｆ サービス JS-0002-3305

cococara － hairnico 店 北九州市 八幡西区黒崎２－１０－１６　２Ｆ　 サービス ZN-0002-7523

GARAGE REBEL 北九州市 八幡西区陣原１－１５－２ サービス JS-0002-8002

クリーンネット陣原 北九州市 八幡西区陣原３－２４－１０４ サービス JS-0003-3908

星ヶ丘エルゼ 北九州市 八幡西区星ヶ丘１－２－１１ サービス JS-0003-3928

relaxspaceArc 北九州市 八幡西区星ヶ丘１－２３－２３　 サービス PK-0000-3631

Hair Make Regno 北九州市 八幡西区星ケ丘５－１－１７ サービス SL-2000-5726

前野動物ケアーセンター 北九州市 八幡西区星ヶ丘６－３－２５ サービス JS-0001-6661

Hair Rejen 北九州市 八幡西区折尾３－１２－２３　 サービス SL-2000-9794

ひびき和装 北九州市 八幡西区折尾４－１６－１６　田中電器ビル２Ｆ サービス JS-0004-6285

LACOROSSOHairroom 北九州市 八幡西区浅川１－２６－２ サービス JS-0000-8193

VARA ヘアデザイン 北九州市 八幡西区相生町１３－２８　フラットａｉｏｉ１０４ サービス JS-0003-4726

アルドゥール 北九州市 八幡西区相生町１４－２４ サービス JS-0002-4562

ヒ－リングスペ－ス CO ★ CORE 北九州市 八幡西区則松６－４－２　　 サービス PK-0000-0997

森どうぶつ病院 北九州市 八幡西区大浦１－１３－２ サービス JS-0000-1465

青山どうぶつ病院 北九州市 八幡西区鷹の巣１－１０－２２ サービス JS-0001-4302

Hair Shelter for men 北九州市 八幡西区竹末１－１４－１０ サービス JS-0004-4541

orby 北九州市 八幡西区町上津役西２－２３－１０３ サービス JS-0004-9962

ZAP hair ＆ make 北九州市 八幡西区鉄竜１－４－１２ サービス JS-0002-0935

calme Lieu M 北九州市 八幡西区藤原１－４－２７ サービス JS-0000-6394

クリーンネットハローディ共立大前 北九州市 八幡西区藤原１－４－８ サービス JS-0003-3909

BARN COORDE HAIR 北九州市 八幡西区南八千代町３－２２ サービス JS-0001-9854

クリーンネット緑ヶ丘 北九州市 八幡西区楠橋南３－２１－１ サービス JS-0003-3923

ガレージブライト 北九州市 八幡西区楠北３－５－１０ サービス JS-0004-8644

プラウドマン 北九州市 八幡西区本城東１－１４－４３－１０３ サービス JS-0000-8161

なかの鍼灸整骨院 北九州市 八幡西区本城東２－３－９　 サービス SL-2000-4967

HAIR － MAKE － BARN 北九州市 八幡西区友田１－１－１　アーバンライフ折尾１Ｆ サービス JS-0002-1977

HAIR BAROQUE 北九州市 八幡東区祇園１－１－８ サービス JS-0000-8294

Sense of hair 北九州市 八幡東区祇園１－８－１　 サービス SL-2000-6151
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整骨院リボーン 北九州市 八幡東区西本町４－１３－５　さわらびＦＣクラブ内 サービス JS-0002-5305

CN 八幡駅前店 北九州市 八幡東区西本町４－１街区 サービス JS-0003-3930

PUBLICHAIRNICO 北九州市 八幡東区西本町４－４４１８４　 サービス ZN-0003-0989

ランド中央 北九州市 八幡東区中央３－２－２０ サービス JS-0003-3901

i．d．o yahata 北九州市 八幡東区桃園１－５－５　２Ｆ サービス JS-0005-2035

アルワ西門司 北九州市 門司区下馬寄２－２７ サービス JS-0005-8334

門司港どうぶつ病院 北九州市 門司区清滝５－４－８ サービス JS-0000-5974

のりさだ整骨院 門司院 北九州市 門司区大里戸ノ上２－４－１ サービス JS-0004-2103

HappyEverSalon T’S 北九州市 門司区東馬寄１－１９－１０４ サービス JS-0003-5581

武田自動車 北九州市 門司区浜町８－２８　　 サービス PK-0000-5252

九自興 北九州市 門司区柄杓田７７９－５ サービス JS-0003-4605

クイーンズエコー 小倉北方店 北九州市 小倉南区北方３－２３－１ エンターテインメント JS-0003-5243

カラオケ カーニバル 北九州市 小倉北区魚町１－３－２１ エンターテインメント JS-0002-8652

コロッケ倶楽部住吉店 北九州市 小倉北区熊本２－１０－１０　内山第２０ビル１Ｆ　 エンターテインメント ZN-0002-1076

カラオケ ハッピーゾーン 北九州市 八幡西区光明１－８－９ エンターテインメント JS-0002-8511

カラオケ クリスタルエコー 北九州市 八幡西区楠橋南３－２３－８ エンターテインメント JS-0004-5735

パワーストーンアスラ 北九州市 小倉南区沼新町３－５－１０　 その他 SL-2000-5578

ミシン生活小倉南本店 北九州市 小倉南区沼本町１ー４ー１１　ミシン生活小倉南本店 その他 SL-2000-8452

とんかつ専門 よしかつ 北九州市 小倉北区黄金１－１３－１３　 その他 SL-2000-9583

北九州ラビット 北九州市 小倉北区下到津４－１４－５ その他 JS-0005-9702

フローラルポート 北九州市 小倉北区大手町３－１　土居ビルコープ野村大手町１０５ その他 SL-2000-7189

鍛冶町サウナ 北九州市 小倉北区鍛冶町１－６－１７　３Ｆ その他 JS-0002-2730

パーティー 小倉店 北九州市 小倉北区鍛冶町１－９－８　１Ｆ その他 JS-0001-5443

ABC Dog 3rd 小倉北店 北九州市 小倉北区萩崎町９－４２ その他 JS-0001-4841

本城天然温泉 おとぎの杜 北九州市 八幡西区御開１－１９－１ その他 JS-0001-2982

本城天然温泉 おとぎの杜 北九州市 八幡西区御開１－１９－１ その他 JS-0001-2991

ミシン生活八幡店 北九州市 八幡西区萩原１ー３ー１３　ミシン生活八幡店１Ｆ その他 SL-2000-8453


