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韓国家庭料理の店 百済 うきは市 吉井町若宮５６－４ 飲食店 JS-0004-3014

居酒屋 八蔵 うきは吉井店 うきは市 吉井町生葉６３１－５ 飲食店 JS-0000-9030

TrattoriaGreen うきは市 浮羽町浮羽１３９－１　　 飲食店 PK-0000-4495

モデルズコスメディクスモリナガ うきは市 吉井町６１７ー３ ショッピング SL-2000-3309

山の麓 うきは市 吉井町７９１－４　　 ショッピング PK-0000-3725

ヘアメイク ルネス うきは市 吉井町５９１－１４ サービス JS-0001-9312

炭焼・鉄板ダイニング あるじ家 みやま市 高田町濃施１５６－１ 飲食店 JS-0002-9020

クロキ ビスポーク ルーム みやま市 瀬高町高柳２２３－１ ショッピング JS-0000-0294

松尾仏具本店 みやま市 瀬高町長田８７４－２ ショッピング JS-0004-5280

hairreception UN － PAS みやま市 高田町濃施２１２－２ サービス JS-0001-2806

ヘアルームフーラー みやま市 瀬高町上庄１２４８　 サービス SL-2001-1069

御座敷梅林 青輝園 みやま市 山川町尾野１４０３－２ その他 SL-2000-2851

独楽 鞍手郡 鞍手町新北１０６５－１　 飲食店 SL-2001-0294

有限会社パナックスカトー 鞍手郡 小竹町大字勝野４０５３－６ ショッピング JS-0005-0178

味処大丸 遠賀郡 芦屋町高浜町４－７ 飲食店 SL-2000-1047

焼鳥 ジブリン 遠賀郡 遠賀町松の本１－１０－１１　パルネット岩崎１０２　 飲食店 ZN-0002-1094

居酒屋楽 遠賀郡 岡垣町東松原１－４－１０　　 飲食店 ZN-0002-1685

炭火焼山之口 遠賀郡 水巻町下二西３－１６－１０　 飲食店 PK-0000-3526

焼肉しらかわ 遠賀郡 水巻町吉田西３－２２－７ 飲食店 JS-0003-9345

焼肉ひまわり 遠賀郡 水巻町吉田南１－５－１ 飲食店 JS-0003-2591

一力寿司 遠賀郡 水巻町古賀２－６－２７ 飲食店 JS-0004-3176

Organic　Cafe　Wind 遠賀郡 水巻町猪熊１－９－１９　　 飲食店 PK-0000-6444

やきとり厨房　一徳 遠賀郡 水巻町梅ノ木団地４１－５　　 飲食店 PK-0000-6807

ミナガワ釣具店 遠賀郡 芦屋町祇園町３－１　　 ショッピング PK-0000-8627

中野自動車 遠賀郡 遠賀町今古賀４８４－１ ショッピング JS-0002-7399

Auto Field HAMADA 遠賀郡 遠賀町尾崎３９３－３２ ショッピング JS-0005-2157

クリエーション 遠賀郡 遠賀町別府３３９５－１ ショッピング JS-0000-2473

いけだ眼鏡 遠賀郡 岡垣町海老津駅前１２－８ ショッピング JS-0002-5928

オートマックス 遠賀郡 岡垣町鍋田１－２－１２ ショッピング JS-0003-9625

ICOTTO ！ MIZUMAKI セ 遠賀郡 水巻町猪熊１－９－１９　　 ショッピング PK-0000-5380

美容室 Cave 遠賀郡 遠賀町今古賀４９５－１ サービス JS-0001-8916

CM 遠賀 遠賀郡 遠賀町今古賀６２５－１ サービス JS-0003-3906

オ－トガレ－ジ　夢工房 遠賀郡 岡垣町戸切２７２－３８　　 サービス PK-0000-7693

カラオケ孫悟空 岡垣店 遠賀郡 岡垣町東松原１－１－５ その他 JS-0005-8191

ふる川 嘉穂郡 桂川町吉隈８５４－１ 飲食店 JS-0001-2555

串や呑風 嘉穂郡 桂川町土師２０８７－２　　 飲食店 PK-0000-3118

韓国苑 嘉麻市 岩崎１２３１－５　　 飲食店 PK-0000-6615

魚・肉・酒藤庵 嘉麻市 岩崎１４８５－５　　 飲食店 ZN-2000-5115

エナジィモータースポーツ 嘉麻市 鴨生７２４ ショッピング JS-0002-0024

Log Hair 嘉麻市 鴨生４６６ サービス JS-0002-6745
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八蔵 久留米店 久留米市 旭町５５－２ 飲食店 JS-0000-6291

日本料理 たはら 久留米市 櫛原町１２８－４ 飲食店 JS-0002-8371

シエ・オガワ 久留米市 御井町２１５６ 飲食店 JS-0000-0395

お茶の竹翆園 久留米市 荒木町藤田２０１ 飲食店 JS-0001-6115

わさび 久留米市 合川町１０５０－２ 飲食店 JS-0004-0239

手羽市場しゅう 久留米市 国分町１３２６－１　　 飲食店 ZN-0002-1201

居酒屋 凱 久留米市 三潴町西牟田６５３２－６ 飲食店 JS-0000-2106

山祇屋 久留米市 篠原町４ 飲食店 JS-0000-1070

とうとう家 久留米市 小頭町２－２１　　 飲食店 ZN-0002-1660

酒肴 竹馬 久留米市 小頭町２－４２ 飲食店 JS-0001-7602

清玄 久留米市 小頭町８－３２ 飲食店 JS-0003-5048

肉料理 将 久留米市 諏訪野町２７８０－２ 飲食店 JS-0000-5537

蔵屋敷そう馬わから 久留米市 西町１０２２－８　　 飲食店 ZN-0002-1117

ビストロ ときつ 久留米市 荘島町２－６ 飲食店 JS-0001-6365

焼肉の善吉 久留米市 津福今町２４９－９　 飲食店 SL-2000-3381

魚政 久留米市 津福本町１７１９－９ 飲食店 JS-0004-2509

川秋 久留米市 通町１０２－９ 飲食店 JS-0000-2382

櫻舞 久留米市 天神町１１４　ターミナルホテル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3899

やきとり屋 炭火焼 田 久留米市 天神町３４－３　古賀美ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1123

プラネット 西鉄久留米駅リベール店 久留米市 天神町８　リベールＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9292

ワインの森ホイリゲ 久留米市 田主丸町益生田２４６－１　　 飲食店 PK-0000-2362

炭火焼肉佐蔵 久留米市 東櫛原町１１８５－１　　 飲食店 ZN-0001-4991

リストランテ サーヤ 久留米市 東櫛原町４２１－１　　 飲食店 ZN-0002-1663

魚・串料理　つぼみ久留米一番街店 久留米市 東町２６－９　　 飲食店 PK-0000-6739

久留米 だいせん 久留米市 東町３０－１青木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6063

デ・シャブー 久留米市 東町３０－９　２Ｆ 飲食店 JS-0003-1513

新日本料理季の花 久留米市 東町３１－２２　　 飲食店 ZN-2000-3012

炉端焼とりで 久留米市 東町３２－３０ 飲食店 JS-0000-9588

かこみ庵西鉄久留米駅前店 久留米市 東町３３－１　　 飲食店 ZN-0002-2029

鳥喜 久留米市 東町３３－２６ 飲食店 JS-0003-7055

イルボスコ 久留米市 東町３３－５　ニューフタマタ第３ビル 飲食店 JS-0000-8669

韓ダイニング モイジャ 久留米市 東町３３－５　ニューフタマタ第３ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8930

奇跡の手羽先 久留米一番街店 久留米市 東町３３－９ 飲食店 JS-0005-9192

炭火焼一絆 久留米市 東町３４－１　　 飲食店 ZN-0002-1242

やきにく肉助 久留米市 東町３４－７２　イズミビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1216

YOLO 久留米市 東町３８－３４　 飲食店 SL-2001-0697

LAMP SQUARE 久留米市 東町３８－３４　 飲食店 SL-2001-0699

ホルモン家 しろ壱 久留米市 東町３８－４　井上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2167

もつ鍋田しゅう久留米店 久留米市 東町３９－２７　森光第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1258

メキシコ料理 エルドラド 久留米市 東町３９７－５ 飲食店 JS-0001-1517

定楽屋 西鉄久留米駅前店 久留米市 東町３９－８　上野ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-7867

韓国料理 無為 久留米市 東町４０－１５　森川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6168

久留米佐々樹 久留米市 東町４８１－２１　　 飲食店 ZN-2000-5849

炉ばた 十介 久留米市 日ノ出町１８－１　 飲食店 SL-2000-7236
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串亭 小柳 久留米市 日ノ出町２４ 飲食店 JS-0005-4647

江戸京桜座 久留米市 日吉町１０－５ 飲食店 JS-0001-3070

スポーツバージャスティス 久留米市 日吉町１２－５９　第２ＭＧビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4528

VINROUGE 久留米市 日吉町１２－６３　第５公建ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-2624

キャサリン 久留米市 日吉町１４－１１ 飲食店 JS-0002-0340

KEIN’SBAR 久留米市 日吉町１４－２　　 飲食店 ZN-2000-1607

磯八 久留米市 日吉町１４－２９ 飲食店 JS-0001-4560

さぶろー 久留米市 日吉町１４－６１　　 飲食店 ZN-0002-1051

本格炭火焼鳥 備長焼鳥助 久留米市 日吉町２４－１４　平川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2060

料亭魚よし 久留米市 日吉町２５－２ 飲食店 JS-0000-3208

馬肉専門店つる屋 久留米市 日吉町２６－２３　　 飲食店 ZN-0002-1130

駒忠 久留米市 日吉町３－１６ 飲食店 JS-0002-4303

寿しの次郎長 久留米市 日吉町４－２ 飲食店 JS-0000-1749

Six 久留米市 日吉町６－１７　西田産業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0851

焼肉直球久留米店 久留米市 日吉町６－１８　　 飲食店 ZN-0002-1174

BAR　Aivy8 久留米市 日吉町７－２５　ＫＯ堂ビル１－２　 飲食店 PK-0000-6822

焼とり 蘭風 久留米市 日吉町９－３２ 飲食店 JS-0002-9687

忠厨 久留米市 日吉町９－３３ 飲食店 JS-0001-7600

あぶりや大忠 久留米市 日吉町９－３３ 飲食店 JS-0002-9109

旬彩食 雅庖 久留米市 梅満町１１５３－６ 飲食店 JS-0001-8649

焼肉 お食事処 花くら 久留米市 北野町高良１４７２－１ 飲食店 JS-0005-3416

弥助 久留米市 北野町今山６１４－１２　　 飲食店 PK-0000-6819

鮨 徳米 久留米市 本町１－４ 飲食店 JS-0001-3093

旅館 錦水 久留米市 野中町１３５－３６ 飲食店 JS-0005-2445

二代目串かつ酒場 田田 久留米市 六ツ門町１０－４８ 飲食店 JS-0002-5705

日本料理 華藤 久留米市 六ツ門町１１－８ 飲食店 JS-0000-3599

やのや 久留米市 六ツ門町１－５ 飲食店 JS-0002-7324

メキシコ料理エルソル 久留米市 六ツ門町１７－１ 飲食店 JS-0001-1524

ばった屋 久留米市 六ツ門町２０－４　　 飲食店 ZN-0002-1055

炭火酒蔵喜多 久留米市 六ツ門町２２－２０　プリンス会館ビル 飲食店 JS-0004-5972

ネパ－ルカレ－サクラ 久留米市 六ツ門町３－１１　くるめりあ六ツ門Ｂ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6501

よしの園 久留米市 六ツ門町７－１６ 飲食店 JS-0003-3627

BARBelieve 久留米市 螢川町１－１０　石崎ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2641

こなから 久留米市 螢川町２－５　　 飲食店 PK-0000-1828

炭火焼肉十門 久留米市 螢川町２－９　クレインボイスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1670

螢川うかれ包丁 久留米市 螢川町６－１ 飲食店 JS-0001-6055

久留米総合病院売店 久留米市 櫛原町２１ ショッピング JS-0005-4259

tronco 久留米市 原古賀町１９－１１　セント・スウーザン１Ｆ ショッピング JS-0002-6014

エンジェル 久留米市 御井旗崎４－４－２３ ショッピング JS-0000-8537

TLCJAPAN 久留米市 御井朝妻１－５－１４　　 ショッピング ZN-0002-2443

BOO 御井町 久留米市 御井町２２３２　サニー御井町内 ショッピング AL-0000-0204

アクティブ・ワンなかむら 久留米市 荒木町白口２３７５－８ ショッピング JS-0005-5511

ワイモバイル 久留米上津 久留米市 荒木町白口９－５ ショッピング JS-0000-9817

モイスティーヌ Do リ・ボーテ 久留米市 合川町１５５７－４　 ショッピング SL-2000-4741
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テクノリサイクル国分店 久留米市 国分町１１５４ ショッピング JS-0000-7642

サンワドライ　国分野田店 久留米市 国分町１４４０－１　　 ショッピング PK-0000-7926

中村模型店  K － Stadium 久留米市 国分町２０６３－１　 ショッピング SL-2000-3887

リサイクルマート 久留米店 久留米市 山川安居野３－１２－２４ ショッピング JS-0000-0433

BooFooUooJAPAN 久留米市 山川沓形町１－６ ショッピング JS-0003-0795

あだち珈琲 久留米店 久留米市 篠山町６－３９７－７　ＢＳ通り ショッピング JS-0001-8281

ATTRA 久留米市 小頭町１４－２６　第２丸昌ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4692

アクト 久留米店 久留米市 上津町１１７３－２ ショッピング JS-0002-2988

ライフショップ オカジマ久留米店 久留米市 上津町２２０３－３３２ ショッピング JS-0000-8575

メガネ 21 久留米店 久留米市 城南町１２－１９ ショッピング JS-0003-5352

槙コンタクトレンズ 久留米店 久留米市 城南町１２－４５ ショッピング JS-0000-0659

ハグハグゆめタウン久留米店 久留米市 新合川１－２－１　　 ショッピング ZN-2000-4127

MYRRH ゆめタウン久留米 久留米市 新合川１－２－１　ゆめタウン久留米１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3070

アンジェリコルーチェゆめタウン久留米店 久留米市 新合川１－２－１　ゆめタウン久留米２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3976

ワイモバイル楽市街道くるめ 久留米市 新合川２－７－１０　久留米アミューズメントビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7408

銀のすぷーん 本店 久留米市 諏訪野町２７２１　 ショッピング SL-2001-0722

リビング T ＆ S 久留米市 西町１１３９－１　 ショッピング SL-2001-0553

オセアニア アンド スピナッチ 久留米市 西町１１９１－３　 ショッピング SL-2000-6866

メガネのとらや g － room 久留米市 西町２００－１ ショッピング JS-0002-5837

FOO deux foo 久留米市 善導寺町与田２７－４ ショッピング AL-0000-0201

倭屋 久留米市 草野町紅桃林２４０ ショッピング JS-0002-0241

ウエノデンキ 久留米市 草野町草野３１６－１ ショッピング JS-0005-3949

サンワドライ大手町店 久留米市 大手町５－３３　川島ビル１Ｆ１０１　 ショッピング PK-0000-4298

ファッションハウス彩大善寺店 久留米市 大善寺町宮本４５６　サザンモール内 ショッピング JS-0005-7372

井上ミシン商会 久留米市 中央町１８－１７ ショッピング JS-0002-5400

（株）西原糸店 久留米市 中央町３５－１ ショッピング JS-0001-9244

天然酵母パンひまわり 久留米市 津福今町４２５－１　津留崎ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-2481

haco 久留米市 津福今町４２５－１－１３ ショッピング JS-0003-8086

サンワドライ　津福店 久留米市 津福本町１４５１－１　　 ショッピング PK-0000-7707

革ノ花宗 久留米市 津福本町１６４９－４　みなとビル１０３ ショッピング JS-0003-0484

（株）ボーテックス堀江鮮魚店 久留米市 津福本町１７２０－１ ショッピング JS-0004-3314

タカムラ家具 久留米市 通町１０３－１０ ショッピング JS-0004-0641

アトリエルゥ 久留米市 通町１０５－２６　栗原ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-0590

アメリカンクロージングカンパニー 久留米市 通東町２－１５　 ショッピング SL-2001-0096

理真 久留米市 天神町１５２－４　第６富太屋ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7043

ショップみのう 久留米市 田主丸町益生田２４６－１　　 ショッピング PK-0000-1855

さかい電機 久留米市 田主丸町田主丸３９５－１６ ショッピング JS-0004-8790

CHARIS 久留米市 東櫛原町１１８５－５ ショッピング JS-0002-4613

松尾仏具本店 久留米店 久留米市 東櫛原町２１２－１ ショッピング JS-0004-7051

サンワドライインタ－店 久留米市 東合川５－１－３　　 ショッピング PK-0000-4904

テクノリサイクル 久留米市 東合川５－６－１１ ショッピング JS-0000-7643

クライミングスポットインパクト久留米 久留米市 東合川８－５－３３ ショッピング JS-0001-3777

COLLEZIONE（ｺﾚｼﾞｵｰﾈ） 久留米市 東町２５－３５ ショッピング AD-0000-0194

I － D 久留米市 東町２５－４５　　 ショッピング ZN-0002-4677
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アトリエタカダオートクチュール 久留米市 東町２７２－８　　 ショッピング ZN-2000-1864

アトリエタカダブティック 久留米市 東町２７２－８　　 ショッピング ZN-2000-1866

人形の高島屋 久留米市 東町３４－３３ ショッピング JS-0005-6257

dugout 久留米市 東町３４－５３　 ショッピング SL-2001-0698

株式会社 ベルベール 久留米市 東町３９－９　ＶＢビル１Ｆ ショッピング SL-2000-3941

ブリリアントグリーン 久留米市 東町５－１３　ミチパールビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1329

はんこ屋さん 21 久留米東町店 久留米市 東町５－５　プリオール東町１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3403

Piece 久留米市 日吉町２１－５ ショッピング AL-0000-0203

フラワーショップ四季 久留米市 日吉町８－１７　文化街サンビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5603

サンワドライ本店 久留米市 梅満町３０－１　　 ショッピング PK-0000-4357

［HC］アクティブワンこが 久留米市 北野町金島１９９２－３ ショッピング JS-0001-8332

株式会社セルシー新九洲 久留米市 北野町高良１２６４ ショッピング JS-0003-7506

ふなき製菓北野店 久留米市 北野町中２３９－１　　 ショッピング PK-0000-3309

Old days 久留米市 本町１５８－６ ショッピング JS-0003-5237

久留米市美術館 久留米市 野中町１０１５ ショッピング JS-0002-8452

ペットスタジオ 101 久留米店 久留米市 野中町３１０－１　エテルナエーカーズ１Ｆ ショッピング JS-0000-6276

ルーツ 久留米市 野中町３４８－２ ショッピング JS-0005-5068

Dolce 久留米合川店 久留米市 野中町４２０－１　リーベンハオス野中１０１ ショッピング JS-0001-0438

Satoo 久留米市 六ツ門町２１－１ ショッピング JS-0000-1224

ビアベルデ 久留米市 六ツ門町２１－２ ショッピング JS-0000-6958

ファッションハウス彩六ツ門店 久留米市 六ツ門町３－１１　くるめりあ六ツ門１Ｆ ショッピング JS-0005-6638

銀のすぷーん 久留米シティプラザ店 久留米市 六ツ門町８－１　久留米シティプラザ８番１０９号 ショッピング SL-2001-0723

あさひ理容室 久留米市 旭町６７　久留米大学病院内病院棟本館東棟３Ｆ サービス JS-0005-3741

サロン・ド・レイズ 久留米大学病院店 久留米市 旭町６７　病院本館東３Ｆ サービス JS-0001-3356

シルク美容室 久留米市 花畑３－１９－３ サービス SL-2000-6367

ガッツレンタカー久留米店 久留米市 花畑３－６－２　　 サービス ZN-0002-5225

ケントペットクリニック 久留米市 宮ノ陣４－３－５ サービス JS-0004-5946

ネイルサロン elleaime 久留米市 宮ノ陣５－１８－２１　　 サービス PK-0000-2347

hair make amply 久留米市 原古賀町２９－３０　アビテ２１　１Ｆ サービス JS-0001-9602

ネイルサロン Bee 久留米市 原古賀町３０－１　池田ビル２Ｆ サービス JS-0001-4399

ルノー久留米インター 久留米市 御井旗崎１－２－１ サービス JS-0003-2988

（株）Nalu 久留米市 御井町１６９０－１ サービス JS-0005-5622

スタジオ MaX 003 久留米市 御井町２１３３－１ サービス JS-0002-0352

GC8 hair 久留米市 合川町１００－１　ピースフル３　１Ｆ サービス JS-0003-3804

美容室 アイボリー 久留米市 合川町１２４３－１９　 サービス SL-2000-1234

NAVYchums 久留米市 合川町１５７４－２　　 サービス ZN-0003-1005

（株）四ケ所鈑金塗装 久留米市 国分町１４３１ サービス JS-0001-9331

ダスキンレントオール久留米ステーション 久留米市 国分町１４６９－６ サービス JS-0004-6744

サロン・ド・レイズ 久留米市 国分町１５８０－５ サービス JS-0001-1414

HAIRDelight 久留米市 国分町７１９－５　　 サービス ZN-2000-3449

ごりら薬局 ジャングル店 久留米市 篠原町１－３ サービス JS-0001-0667

ラッキーベアー・アニマルケアセンター 久留米市 篠山町４０３－１ サービス JS-0003-9431

La．tulle 久留米市 上津町１１８１－５　　 サービス ZN-2000-5281

マミヤ自動車サービスセンター 久留米市 上津町１９４０－１ サービス JS-0003-9176
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ヘアメイクアージュ久留米ゆめタウン店 久留米市 新合川１－２－１　ゆめタウン久留米１Ｆ サービス JS-0000-1252

イン東京 久留米店 久留米市 諏訪野町１６３７－２ サービス JS-0000-1226

PECO 久留米市 諏訪野町１６４２－１ サービス JS-0001-4353

LOVERIAKURUME 久留米市 諏訪野町１９４７－２ サービス JS-0004-2047

ヘアープレジス 久留米市 西町１１９５－８ サービス JS-0002-2004

愛の家どうぶつ病院 久留米市 西町４３６－１２ サービス JS-0002-2872

LOCCA hair 久留米市 中央町２２－１　本田ビル１Ｆ サービス JS-0003-8142

GATE HAIR 久留米市 中央町２２－４０　田辺ビル１Ｆ サービス JS-0001-3236

TOKOHANAhair 久留米市 津福本町５７－１０　　 サービス PK-0000-4014

美容室あっぷる 久留米市 通町７－１７ サービス JS-0005-5345

まつげエクステサロン CHUCHU 西鉄久留 久留米市 天神町３１－６　アサヒビル２０２ サービス JS-0003-9791

REGOLITH 久留米市 天神町６８－４　天神亜依ビル２Ｆ サービス SL-2001-1132

マニス・マニス 久留米市 田主丸町上原５８ サービス JS-0003-2734

mahana 久留米市 東櫛原町２０４１－２　２Ｆ　 サービス SL-2000-6688

東合川はりきゅう整骨院 久留米市 東合川２－３－３１ サービス JS-0003-2673

PrivateSalon MyNail 久留米市 東合川３－１９－４９－３－２０３　 サービス SL-2000-6036

toute．la．vie 久留米市 東合川４－１－２０　ラ・エスペランサ１０３ サービス JS-0002-3671

L’Allure 久留米市 東合川４－１－２０－１０５ サービス JS-0003-0752

マニス・マニス 久留米市 東合川５－１－３８ サービス JS-0003-2732

ルリ子美容室 久留米市 東合川５－１－５８　　 サービス ZN-2000-4144

VOiCEY’SBRAND 久留米市 東町２９－４　若菜トレードビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0993

コンクリート・ジャングル 久留米市 東町３０－１　２Ｆ サービス JS-0000-1452

hairshopfreed 久留米市 東町３０－７　佐藤ビル２Ｆ サービス JS-0000-7417

Ligare 久留米市 南２－９－８ サービス JS-0001-7090

みなみ整骨院 久留米市 南３－２７－２４ サービス JS-0003-3564

ペルティア 久留米市 南４－３－２ サービス JS-0002-8894

日吉町ふれあい薬局 久留米市 日吉町１１６－６ サービス JS-0001-9985

うめみつ鍼灸整骨院 久留米市 梅満町１１２９－４ サービス JS-0003-3563

ナチュラルヘアーアンドネイル VERY 久留米市 梅満町１１３３－５ サービス JS-0003-9368

caba HAIR 久留米市 本山２－１５－１３ サービス JS-0005-7215

H ＆ days 久留米市 野中町１１２１－６ サービス JS-0001-5123

Chrysanthemum 久留米市 六ツ門町１２－１４　　 サービス ZN-2000-4504

カラオケキングダム久留米店 久留米市 新合川２－６－２８ エンターテインメント JS-0004-3855

井上らんたい漆器 久留米市 小頭町６－２３　 その他 SL-2000-9520

アズ 田主丸店 久留米市 田主丸町豊城１７５５－５　 その他 SL-2000-0490

人形の高島屋 久留米市 東町３４－３３　 その他 SL-2001-0179

源さん 京都郡 苅田町京町１－１１－３ 飲食店 JS-0000-5785

居酒屋 京 京都郡 苅田町京町１－１５－９ 飲食店 JS-0005-6003

炉端 ぶん福 京都郡 苅田町京町１－１８－１８ 飲食店 JS-0004-2757

pandaya 京都郡 苅田町京町２－２６－２　 飲食店 SL-2000-5455

リトルシアター 苅田店 京都郡 苅田町殿川町１－７ ショッピング JS-0003-4251

BACKBONE 京都郡 苅田町尾倉４－１３－６ ショッピング SL-2000-0504

洋菓子工房 トリオレ 京都郡 苅田町富久町２－２３－１８ ショッピング JS-0005-9002

TMO 京都郡 苅田町与原７５１－２ ショッピング JS-0005-8172
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Lily hair ＆ beauty 京都郡 苅田町雨窪３４０－１ サービス JS-0003-9970

Monkey pod 京都郡 苅田町京町２－２５－４　アーバン苅田１Ｆ サービス JS-0005-1773

美容室オブジェ 京都郡 苅田町富久町２－１８－１６ サービス JS-0001-9432

パナ倶楽部 いわた 京都郡 苅田町京町１－９－１２　 その他 SL-2000-0351

鮨・割烹 源寿司 古賀市 花見南１－１２－２０　 飲食店 SL-2001-0270

丸坊主 古賀市 花見南２－２３－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-4044

リバティーベル 古賀市 駅東１－４－７ ショッピング JS-0002-0410

ゆい洋装店 古賀市 花見南３－２７－３　 ショッピング SL-2000-5587

鹿毛タイヤ 古賀市 今の庄３－１２－５ ショッピング JS-0001-5775

ラウレア キャンピングカーレンタル 古賀市 今の庄３－１２－５ ショッピング JS-0001-5926

ワークライフ 古賀市 今の庄３－１８－３７ ショッピング JS-0003-7254

SPOKAN 古賀市 千鳥２－２１－１４　 ショッピング SL-2000-4187

ユッカ 古賀市 千鳥５－１－２ ショッピング JS-0002-0407

車売りたい．com JCars 古賀市 筵内１６９５－４ ショッピング JS-0003-2921

ユタカオ－ト 古賀市 青柳町１２２５－５　　 サービス PK-0000-2963

feathair 古賀市 中央５－１－４　　 サービス ZN-0002-7328

まつなが整骨院 サンリブ古賀院 古賀市 天神２－５－１　サンリブ古賀店内１Ｆ サービス JS-0003-5679

Ribbon 美容室 古賀市 舞の里２－９－１　　 サービス PK-0000-7791

イーズ美容室 古賀市 舞の里３－１５－３６ サービス JS-0001-9706

SARABeautySight 古賀店 古賀市 舞の里３－１５－５　　 サービス ZN-0003-1200

HAIR PLACE Scene 古賀市 舞の里３－１８－１１ サービス JS-0003-1395

シエラ グラム 古賀市 舞の里３－５－１ サービス JS-0002-3628

Hair Make Jam 古賀市 舞の里４－２－１　１Ｆ サービス JS-0002-3638

焼肉隆庵 行橋市 宮市町４－１０ 飲食店 JS-0004-7736

ステーキハウス蜂行橋店 行橋市 行事７－２８－１６ 飲食店 SL-2000-5375

器楽 行橋市 大橋１－３－１ 飲食店 JS-0001-0753

ガラムガラム 行橋市 中央１－１１－１１ 飲食店 JS-0004-8500

焼鳥酒膳茶茶丸行橋東店 行橋市 中央２－５－１４　末松ビル　　 飲食店 ZN-0002-1716

BARGranZ 行橋市 中央３－１－４　グランジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3377

オステリアイワキ 行橋市 中央３－３－６　原田ビル１Ｆ－４　 飲食店 ZN-2000-3512

かくいち 行橋市 中央３－５－２７　　 飲食店 PK-0000-0042

旬彩酒房いしん 行橋市 中央３－６－２３　ｎｅｓｔ１　１０２　 飲食店 PK-0000-0616

海鮮工房 さいしんや 行橋市 中央３－７－３１　富中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9052

蔵 zou 行橋店 行橋市 行事４－３－３ ショッピング JS-0004-4788

ソアラ楽器 行橋市 行事７－９－５　　 ショッピング PK-0000-3028

行橋南眼科 行橋市 高瀬１９８－２ ショッピング JS-0005-7421

Y STAGE 行橋市 上稗田１１１－１０ ショッピング JS-0003-6027

オプト行橋店 行橋市 西宮市１－４－１　今永眼科医院内 ショッピング JS-0002-0525

お菓子のリーフ 行橋店 行橋市 西泉３－１９－１ ショッピング JS-0005-3331

メガネショップクォーターコスタ行橋店 行橋市 西泉６－１－１ ショッピング JS-0004-9970

玉江自転車店 行橋市 中央２－１３－９ ショッピング JS-0002-8299

CURA 行橋市 行事３－２８－６０　プラザ行橋ビル１Ｆ サービス JS-0000-8176

oneday 行橋市 行事３－２８－６０　プラザ行橋ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-3272

copain 美容室 行橋市 西宮市２－９－１５ サービス JS-0002-7232



8 2020/9/1

［福岡県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

Azule 行橋店 行橋市 草野３８１－１ サービス JS-0001-0056

ジュリアン美容室 行橋市 中央３－４－２　増田ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0995

hair make Hy’s LePo 行橋市 北泉５－１２－１２ サービス JS-0001-2624

クイーンズエコー 行橋店 行橋市 北泉２－３－５ エンターテインメント JS-0003-5244

ふなき製菓十文字本店 三井郡 大刀洗町高樋２５０２－３６　 ショッピング PK-0000-3316

オート・ワン本店 三潴郡 大木町侍島１００７－１ サービス JS-0002-6638

サロン・ド・ヘヴン 三潴郡 大木町福土３１ サービス JS-0001-1364

居酒屋 うらし 糸島市 浦志２－１３－２０ 飲食店 JS-0000-0961

味楽寿司 糸島市 加布里４３－２ 飲食店 JS-0000-1880

浜焼き白浜家 糸島市 志摩芥屋６７７－２　　 飲食店 ZN-0002-1177

BlueRoof 糸島市 志摩桜井５４５７　　 飲食店 ZN-0002-1122

カキハウス マルハチ 糸島市 志摩船越４１５－１７ 飲食店 JS-0003-4551

カキハウス正栄 糸島市 志摩船越４１５－１７ 飲食店 JS-0005-7692

清香園糸島店 糸島市 潤３－２５－１２　　 飲食店 ZN-0001-5027

サフラン 糸島市 神在１３０１－１ 飲食店 JS-0004-5209

旨海寿 糸島市 前原駅南３－１９－３９ 飲食店 JS-0001-0738

kafuwa coffee 糸島市 前原西１－１１－１５　 飲食店 SL-2000-3323

居酒屋雲海 糸島市 前原西１－８－２３　　 飲食店 ZN-0002-1767

MACARONI 糸島市 前原中央１－２－１２　前田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5184

ビ－チ食堂　Mr．Beach 糸島市 前原中央２－１－２１　　 飲食店 PK-0000-6480

ひなたうどん 2 号店 糸島市 前原中央２－３－３１ 飲食店 JS-0003-7773

玉家の焼肉・韓国料理 オビリ 糸島市 前原中央２－３－５９ 飲食店 JS-0004-1600

居酒屋らしく 1 糸島市 前原中央２－５－１２　第３丸一ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1097

ガールズバーフォーティーン 糸島市 前原中央３－１－２６　太陽ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3456

焼肉カルビ家 糸島市 前原中央３－１７－１１ 飲食店 JS-0001-9462

糸島 YAKITORI 将軍 糸島市 前原中央３－２０－３　日高ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5651

宴 BAR．Y．S style． 糸島市 前原中央３－２０－４８　第３西武ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4383

浮岳茶寮 糸島市 二丈吉井１９６５　　 飲食店 PK-0000-6443

糸島ダイニング TOKI 糸島市 波多江駅北２－１０－２８ 飲食店 JS-0003-0825

居酒屋もっこり 2 号店 糸島市 波多江駅北４－５－６ 飲食店 JS-0003-9023

太陽の皿 糸島市 泊８３７ 飲食店 JS-0003-7483

ファームパーク伊都国 即売会 糸島市 高祖７４７－１　ファームパーク伊都国内 ショッピング JS-0001-9556

からつ焼窯元 高麗窯 糸島市 志摩芥屋１５７ ショッピング JS-0005-7549

TF サーフボード オーストラリア 糸島市 志摩桜井４４２０－７ ショッピング JS-0002-6087

DOVER 糸島市 志摩桜井４６５６－３ ショッピング JS-0002-7358

大城ピアノ 糸島市 志摩桜井５７８２ ショッピング JS-0001-4107

タビノキセキ 糸島市 志摩小金丸１８７０－１１ ショッピング JS-0002-7650

麻と木と．．． 糸島市 志摩小富士１２５１－４ ショッピング JS-0005-1931

re　sara 糸島市 志摩野北２４６１－２　　 ショッピング PK-0000-8683

タイヤショップヨシムラ 糸島市 前原西２－１－３ ショッピング JS-0000-2113

D － STOCK いとしま 糸島市 前原中央１－４－７　２Ｆ　 ショッピング SL-2001-1017

（株）カーショップイレブン 糸島市 曽根６１０－１　　 ショッピング ZN-2000-4204

つり具のまるきん糸島店 糸島市 二丈上深江９７３－１　 ショッピング SL-2001-1873

atelieranone 糸島市 二丈浜窪１８０－１　　 ショッピング PK-0000-1924
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hanatolife 糸島市 二丈浜窪３９０－２ ショッピング JS-0002-7980

後藤ガレージ 糸島市 波多江３９５－２ ショッピング JS-0001-8165

玉家のキムチ工房 糸島本店 糸島市 波多江駅北２－１０－２９　 ショッピング SL-2001-0995

伊都餃子 糸島市 波多江駅北２－１０－３０　 ショッピング SL-2000-3101

Zakkaso － la 糸島市 有田中央２－１５－４８　　 ショッピング PK-0000-0827

新生モータース 糸島市 荻浦４９６－２ サービス JS-0002-5872

テ－クオフ 糸島市 篠原西３－３－２２　　 サービス PK-0000-0811

きらり薬局 糸島店 糸島市 篠原東１－１３－２ サービス JS-0003-0916

中園自動車整備工場 糸島市 潤２－１１－１ サービス JS-0002-8557

Ants 糸島市 前原中央１－４－８－１０２ サービス JS-0002-1487

ヘアースタジオ ハッピー 糸島市 前原中央２－１２－８ サービス SL-2000-0893

ハネダスタジオ 糸島市 前原北４－８－１４　２Ｆ　　 サービス PK-0000-1967

さわや館 南風店 糸島市 多久５１０－５ サービス JS-0005-4761

カラオケサウンドフラッシュ 福岡糸島店 糸島市 潤２－１－１ エンターテインメント JS-0000-8415

サウンドフラッシュ 福岡糸島店 糸島市 潤２－１－１ その他 JS-0005-8277

ドックハウスすえなが 糸島市 二丈石崎１８－３ その他 JS-0000-1288

赤から くりえいと宗像店 宗像市 くりえいと１－３－３ 飲食店 JS-0002-9372

青庵 もり田 宗像市 くりえいと２－３－２８　プラークティコ４－１０１ 飲食店 JS-0001-3417

焼肉 jura 宗像市 稲元４－１４－５ 飲食店 JS-0005-9981

焼肉龍王館宗像店 宗像市 王丸７８６－５　　 飲食店 ZN-0002-1787

元祖博多麺もつ屋宗像店 宗像市 光岡２７９－１　トリアーダ宗像内　 飲食店 ZN-2000-5203

BRAVO 宗像市 三郎丸２－１－２１　ベルド－ル赤間１０３　 飲食店 PK-0000-6873

炭火炭美 善 宗像市 自由ヶ丘西町２－３ 飲食店 JS-0004-1546

GRILLED DINING むさしや 宗像市 赤間駅前１－２－５－４ 飲食店 JS-0001-2435

炭火焼肉てんてん 宗像市 田久２－１３－１８ 飲食店 JS-0002-9762

どら右衛門 宗像店 宗像市 田熊１－５－２７ 飲食店 JS-0005-1898

Iris 宗像市 田熊３－３－１６　　 飲食店 ZN-2000-3307

串かつ酒房 一期屋 赤間店 宗像市 土穴３－１－４３　サンライトビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3667

ダイニングバーかぐら 宗像市 東郷５－１６－４１ 飲食店 JS-0002-1471

［HC］有限会社にしのはら電器 宗像市 くりえいと２－１２－４ ショッピング JS-0001-9428

さくら公園薬局 宗像市 栄町４－１　　 ショッピング PK-0000-5772

城山家具 宗像市 三郎丸５－１－２２　 ショッピング SL-2000-4075

ユノカサ－ビス宗像営業所 宗像市 三郎丸５－１－５　　 ショッピング PK-0000-0635

サードウェイブ ゴルフ＆スポーツ 宗像市 三郎丸６－１－３３　第２コスモビル２Ｆ ショッピング SL-2000-7783

ひが三線店 宗像市 須恵４－２８－１０ ショッピング JS-0003-5478

めがね工房 中代 宗像市 赤間駅前２－４－１３　 ショッピング SL-2000-9960

ワイズ自動車 宗像市 村山田１１２３－１ ショッピング JS-0002-8577

マリーウエスタンショップ 宗像市 池田６５８ ショッピング JS-0005-5796

ゴルフ工房ゲイン 宗像市 武丸２２６２－９　 ショッピング SL-2000-9143

Ryu hair 宗像市 くりえいと１－５－１　２Ｆ サービス JS-0003-1396

Candy Stone 宗像市 くりえいと２－４－３６ サービス JS-0002-8432

太田モ－タ－ス 宗像市 久原７０－３　　 サービス PK-0000-7658

TotalBeautysalonChou 宗像市 自由ヶ丘９－１４－２ サービス JS-0001-7526

Jewel Nail salon 宗像市 田久２－３－１２　サンハイツタカハラ１０２　 サービス SL-2000-3179
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エルゼ ランド赤間店 宗像市 田久３－２－２ サービス JS-0003-3914

SALA HAIR DESIGN 宗像市 土穴１－１１－１０ サービス JS-0002-9772

あかま写真館 宗像市 土穴１－１－３４　　 サービス ZN-2000-2426

しば家 春日市 下白水北７－９２　　 飲食店 PK-0000-6155

しょうき春日店 春日市 春日１０－１０－１８　　 飲食店 ZN-0002-1721

伊食家 Rana 春日市 春日原東町３－２１　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-4548

根っこ 春日市 春日原北町３－４１　１Ｆ 飲食店 JS-0000-5234

へのへのもしじ 春日市 春日原北町３－５８－１ 飲食店 JS-0003-2467

affabile 春日市 春日原北町３－５８－６　千代喜ビル１０１ 飲食店 JS-0000-4423

焼肉・銀しゃり直球カルビ 春日市 春日原北町３－７５－１　　 飲食店 ZN-0002-1811

鶴美寿し 春日市 春日原北町３－７７　吉竹ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1828

INDIAN SPICE FACTORY 合同会社 春日市 昇町４－２４　稲生ビル１０１－１０２号室 飲食店 SL-2000-3797

八慶 春日市 上白水８－１６４ 飲食店 JS-0000-0292

中津からあげ鶏笑　春日上白水店 春日市 上白水９－１５１　メゾンウィステリア１０４　 飲食店 PK-0000-8771

酔食亭 しんがえ 春日市 上白水９－１６１ 飲食店 SL-2000-5890

産地直送ダイニング陽芽 春日市 大土居１－３４－１　ＦＳビル大土居１０１　 飲食店 PK-0000-6735

骨折り餃子貴月 春日店 春日市 日の出町６－４５－２ 飲食店 JS-0004-2844

なるみ乃 春日店 春日市 白水ヶ丘４－１１７ 飲食店 JS-0004-3021

バードモーター 春日市 下白水６４－５ ショッピング JS-0003-1145

パティスリークレール・志波まんじゅう春日 春日市 下白水南５－２０－１　ブリューテ２１　１Ｆ ショッピング JS-0001-2550

靴クリニック春日 春日市 下白水南６－６　　 ショッピング PK-0000-4152

ECHIGOYA 南福岡店 春日市 光町３－１５－１６　ＲＫコーポ１Ｆ ショッピング JS-0002-5736

視力屋 メガネ物語 春日市 紅葉ヶ丘東３－９３ ショッピング JS-0000-0468

松尾仏具本店 春日店 春日市 若葉台西２－７ ショッピング JS-0004-5281

うつわギャラリー卓 春日市 春日原北町３－５８－１　テルミナビル１１２ ショッピング JS-0005-6273

GEM STONE 春日市 小倉７－１　藤ビル１０１ ショッピング JS-0002-7048

irodori 春日市 昇町３－２１１ ショッピング JS-0000-6711

flower’s 心花 春日市 昇町４－７９ ショッピング JS-0002-2357

オートショップ N セゾン福岡 春日市 松ケ丘２－１３５－２　 ショッピング SL-2000-4636

ringonoki 春日市 上白水１３１１－７２　豊州ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-2445

（有）福岡ハムセンター 春日市 須玖南８－１０ ショッピング JS-0003-7507

めがねカントリー 春日市 惣利２－３２　メゾン春日南１Ｆ－Ｂ ショッピング JS-0001-5865

ピアチェーレ 春日市 惣利２－４８ ショッピング JS-0003-4849

有限会社井上自動車 春日市 大土居３－１３８ ショッピング JS-0002-7793

城戸酒店 春日市 日の出町２－１－７ ショッピング JS-0003-6423

トータルカーサービス 春日市 平田台４－８－６ ショッピング JS-0002-6784

ペイントモード福岡 春日市 岡本３－３ サービス JS-0004-1127

オリーブ動物病院 春日市 下白水南３－１５ サービス JS-0001-5208

ヘアー ガーデン ハーベスト 春日市 下白水南４－２０－１　イルマーレ１０１ サービス JS-0001-6364

KuuSi Cottage 春日市 春日１－２８－１ サービス JS-0002-2561

ル・リアン 春日市 春日原東町２－７　オーク春日原１Ｆ　 サービス ZN-0003-0970

春日原鍼灸整骨院 春日市 春日原北町３－２５ サービス JS-0002-2033

K － pocket 小倉店 春日市 小倉２－２－Ｂ サービス JS-0002-1292

タンポポ春日エルゼ 春日市 昇町２－１－１ サービス JS-0003-3924
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1 ／ fHAIRSPACE 春日市 昇町４－２３　　 サービス ZN-0003-0140

ヘアメイクシエル 春日市 上白水１－４１　第２糸山ビル サービス JS-0000-7967

プロスパーガレージ 春日市 須玖北８－８ サービス JS-0005-1777

mokuhairsalon 春日市 千歳町３－５７－１　ラグージュ千歳１Ｆ　 サービス ZN-0003-0997

SARA ビューティーサイト春日 春日市 惣利１－１　　 サービス ZN-0003-0933

ガレージ ニシヤマ 春日市 惣利１－５５ サービス JS-0003-6310

Jewel．Maria 春日市 天神山２－１４７ サービス JS-0001-4271

たんぽぽ整骨院春日院 春日市 白水ヶ丘４－１１６ サービス JS-0002-2750

ラブバード福岡 春日市 須玖南１－１４５ その他 JS-0001-9964

本格炭火焼ひだね小郡店 小郡市 祇園１－１０－１１ 飲食店 SL-2001-0733

ハッピーカレーハウス 小郡市 祇園１－１４－４　　 飲食店 ZN-0002-1220

MT．EVEREST 小郡市 山隈２０１－２７　　 飲食店 PK-0000-5278

炭火焼肉えんや 小郡市 小郡１２５５－１ 飲食店 JS-0002-7504

炭火焼肉もつ鍋えんや 小郡市 小郡１２５５－１ 飲食店 JS-0005-9866

炭火焼えん 小郡市 小郡６１１－１ 飲食店 JS-0004-6823

凜と咲く花 小郡店 小郡市 小板井３２５－１ 飲食店 JS-0004-6184

三国が丘調剤薬局 小郡市 あすみ１－４０　　 ショッピング PK-0000-5917

呉服のひらた 小郡市 祇園１－１４－１１ ショッピング JS-0002-4915

小郡車輌 小郡市 松崎１８２－１ ショッピング JS-0000-8870

有限会社インターチェンジコンタクトレンズ 小郡市 大板井１１８２ ショッピング JS-0000-3372

荒巻養蜂場 小郡市 平方２８ ショッピング JS-0001-3981

ブライダルフォト コーワ 小郡市 希みが丘５－１－１ サービス JS-0002-4850

まつげエクステサロン CHUCHU 小郡店 小郡市 祇園１－１３－１０ サービス JS-0005-0868

カラオケ コテージ ココイエロー 小郡市 祇園２－７－４ エンターテインメント JS-0001-1190

カラオケ＆ダーツ＆ビリヤードイエロー 小郡市 小郡１２７０－１ エンターテインメント JS-0001-1311

カラオケイエロー 小郡市 小郡１２７０－１ エンターテインメント JS-0005-9868

割烹桂川 糟屋郡 久山町久原１５８０　 飲食店 SL-2000-2626

COCOCINA 糟屋郡 久山町久原９４２－１　 飲食店 SL-2000-6115

大煙 糟屋郡 志免町志免中央３－７－１ 飲食店 JS-0002-0226

しょうき志免店 糟屋郡 志免町志免中央３７２８４　 飲食店 ZN-0002-1640

al Lupo ！ 糟屋郡 志免町南里１ー８ー２８　マル伸ビル１０２ 飲食店 SL-2000-0272

牛もつ鍋茶びん 糟屋郡 志免町南里１－８－３０ 飲食店 JS-0005-3065

ぢどり屋　いし田 糟屋郡 志免町南里７－１－３４　　 飲食店 PK-0000-6844

小さな韓国あぷろ空港東店 糟屋郡 志免町別府１－２１－２４　　 飲食店 ZN-0002-1256

旬の工房久保田 糟屋郡 志免町別府２－１－１６　　 飲食店 ZN-2000-3990

Ottantotto 糟屋郡 篠栗町尾仲３８－３１　弥生ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3791

ステーキ＆グリルくすの木 糟屋郡 新宮町下府１１７６－１　 飲食店 SL-2000-3971

博多わび助 新宮店 糟屋郡 新宮町三代８３１－４ 飲食店 JS-0001-0756

tocono bar 糟屋郡 新宮町美咲２－７－１ 飲食店 JS-0000-8449

炭焼酒場 りゅう 糟屋郡 新宮町美咲２－８－６　コスモスＢＬＤ．６－１０３ 飲食店 JS-0004-1369

とり須恵 糟屋郡 須惠町須惠７６７－６　　 飲食店 PK-0000-2800

居酒屋○○家 糟屋郡 粕屋町長者原２１０－１　　 飲食店 ZN-0002-1785

桃香 糟屋郡 粕屋町長者原西１－１９－１２ 飲食店 JS-0004-4307

なかむた家具 糟屋郡 宇美町宇美４－８－１　ユービオス３Ｆ ショッピング JS-0000-9013
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アイディールオート 糟屋郡 宇美町宇美中央２－２２－１ ショッピング JS-0004-1658

アイケイホーム 糟屋郡 宇美町貴船２－４１－３４ ショッピング SL-2000-9269

オー・アール・エス 糟屋郡 宇美町若草２－４－１ ショッピング JS-0002-0825

パティスリ－ルプランタン 糟屋郡 久山町猪野９６８－１　　 ショッピング PK-0000-3558

建材屋 志免店 糟屋郡 志免町向ヶ丘２－２５－１ ショッピング JS-0004-3679

株式会社スポーツの文巧堂 糟屋郡 志免町志免中央３－１－３　 ショッピング SL-2000-0718

学生服のクマガエ志免店 糟屋郡 志免町南里１－７－５ ショッピング JS-0005-8246

学生服のクマガエ 糟屋郡 志免町南里１－７－５ ショッピング JS-0005-8313

海鮮一八 南里店 糟屋郡 志免町南里３－５－４３ ショッピング JS-0005-8067

マジックファニー 糟屋郡 志免町別府２－１９－１　 ショッピング SL-2000-1699

海鮮一八 別府店 糟屋郡 志免町別府３－１５－５ ショッピング JS-0005-8685

リトルシアター空港東店 糟屋郡 志免町別府西２－２１－１　マルショク空港東店 ショッピング JS-0000-6417

かたつむりコンタクト 糟屋郡 篠栗町篠栗４９１５－２　はら眼科クリニック内 ショッピング JS-0001-6435

バイクショップ OKUMURA 糟屋郡 篠栗町篠栗５１１８ ショッピング JS-0002-8180

たまや土産品店 糟屋郡 篠栗町篠栗９８７　　 ショッピング ZN-0002-7047

Chercher 糟屋郡 篠栗町尾仲４２６－２　 ショッピング SL-2000-9958

オガタ工機 糟屋郡 篠栗町尾仲５９９ ショッピング JS-0002-5027

ブンダバー 新宮店 糟屋郡 新宮町原上１７１１－１　井上倉庫４号 ショッピング JS-0002-4056

CLOTH x BRIDGE 77 糟屋郡 新宮町夜臼６－７－７　スカイハイツ１０１ ショッピング JS-0000-7607

mile 糟屋郡 須惠町植木７２６－１－Ｇ－２－１０１ ショッピング JS-0002-7741

タイヤの栄太郎・粕屋店 糟屋郡 須惠町須惠７１２－１ ショッピング JS-0000-1235

グリーンノート 糟屋郡 粕屋町酒殿１２２３－９　　 ショッピング ZN-0002-4699

ガレージ A 糟屋郡 粕屋町大隈１２１８－３ ショッピング JS-0001-2906

海鮮一八 仲原店 糟屋郡 粕屋町仲原１７７５－５ ショッピング JS-0005-8082

サイクルリカバリ－ 糟屋郡 粕屋町仲原３－６－３０　パステルハイム－１０３　 ショッピング PK-0000-1240

志免中央整骨院 糟屋郡 志免町南里２－１－１ サービス JS-0005-8544

株式会社 堀兄弟自動車 糟屋郡 志免町南里２－２３－１８ サービス JS-0001-3253

SKY39 糟屋郡 志免町南里２－７－１４　　 サービス PK-0000-2169

hairlifedesignSuah 糟屋郡 志免町南里３－１２－２５ サービス JS-0002-2705

美容室 VOGUE 糟屋郡 志免町南里４－１－１６　重登ビル１Ｆ サービス JS-0000-2257

Rising ART 糟屋郡 志免町南里６－１３－１ サービス JS-0002-6051

株式会社メトコス 小売事業部 糟屋郡 志免町南里６－２０－１０ サービス JS-0003-5305

PREMIUM 糟屋郡 志免町南里７－８－２８　　 サービス PK-0000-0755

Y’sgardenhair 糟屋郡 志免町別府２－１－１８ サービス JS-0000-9876

株式会社 kirei ファクトリー 糟屋郡 志免町別府２－２０－１１ サービス JS-0002-0043

博多の森おひさま薬局 糟屋郡 志免町別府西３－１３－７　モントーレラコルタ サービス JS-0002-2650

春日オ－ト 糟屋郡 篠栗町尾仲６９３－１２　　 サービス PK-0000-7916

PERFORMANCE ＆ DESIGN 糟屋郡 新宮町下府２－１２－２５ サービス JS-0004-3513

DIVA float 新宮店 糟屋郡 新宮町下府４－１－４１ サービス JS-0003-4935

あいあいオート 糟屋郡 新宮町下府５－９－１２ サービス JS-0002-8591

ヘアーメイクプレアー 新宮店 糟屋郡 新宮町中央駅前２－８－８ サービス JS-0002-7368

HAIRMAKE age 新宮店 糟屋郡 新宮町杜の宮４－５－１１ サービス JS-0001-1508

ロペライオ 糟屋郡 新宮町美咲１－１－１ サービス JS-0000-8417

きらり薬局 志免店 糟屋郡 須惠町旅石８６－３６７ サービス JS-0003-4041
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Y ー STYLE 糟屋郡 粕屋町江辻４２５－１ サービス JS-0005-1138

千鶴美容室 糟屋郡 粕屋町若宮２－７－２０ サービス JS-0003-7412

ヘアーメイク Pot 糟屋郡 粕屋町若宮２－９－３　山田ビル１Ｆ サービス JS-0000-8671

フジオ－トサ－ビス 糟屋郡 粕屋町上大隈６０９－１　　 サービス PK-0000-4422

ユーロード九州 糟屋郡 粕屋町仲原１８２０－３ サービス JS-0001-0768

アクトジャパン株式会社 糟屋郡 粕屋町長者原東４－２－５ サービス JS-0003-3260

Mart hair ＋ nail 糟屋郡 粕屋町長者原東６－１２－１０　岩下ビル１０３ サービス SL-2000-4335

珈琲蘭館 太宰府市 五条１－１５－１０ 飲食店 JS-0002-3952

酒と飯マツタニ製作所 太宰府市 五条４－３－３８　第１サンハイツ五条１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7512

料膳 にし川 太宰府市 向佐野１－３－５ 飲食店 JS-0000-9338

チキンハウス 太宰府市 朱雀６－１－２０－１０２　　 飲食店 PK-0000-4038

和食ビストロ 橙橙 太宰府市 大佐野２－１０－２０ 飲食店 JS-0001-3201

鮨 真差巳 太宰府市 大佐野６－２－１０　ひまわりビル１０２ 飲食店 JS-0002-8072

DRAISINE 太宰府市 五条１－１８－２　エサキビル１Ｆ ショッピング JS-0004-9912

メガネの正美堂 太宰府市 五条２－６－３０ ショッピング JS-0002-6283

プロスパリティ 太宰府市 五条２－６－３０　１Ｆ ショッピング JS-0002-3801

きらり 薬局 太宰府市 向佐野２－１１－２４ ショッピング JS-0000-2176

株式会社ホーマンでんき 太宰府市 高雄５－４－１９ ショッピング JS-0003-8986

セカンドハウス 太宰府市 国分１－８－２ ショッピング JS-0000-1298

平山商店 太宰府市 宰府１－１４－３２　　 ショッピング ZN-0002-2437

久留米絣会館 大宰府ギャラリー 太宰府市 宰府１－１４－３３ ショッピング JS-0004-9058

北谷の窯 錦之町店 太宰府市 宰府２－７－１１ ショッピング JS-0001-9684

かすりや 千織 太宰府市 宰府２－７－１５ ショッピング JS-0004-9024

オノチクシドウ 太宰府市 宰府２－７－２２　　 ショッピング ZN-0002-2428

甘木屋 太宰府市 宰府２－７－３４　　 ショッピング ZN-0002-5642

きまぐれ工房 Dai 太宰府市 宰府３－１－２２ ショッピング JS-0003-9339

葉朗彩々 太宰府店 太宰府市 宰府３－１－２６ ショッピング JS-0004-4956

幸せふくろう 太宰府店 太宰府市 宰府３－１－２６ ショッピング JS-0004-4960

加寿利屋 太宰府市 宰府３－１－２６ ショッピング JS-0004-9052

遊膳 太宰府店 太宰府市 宰府３－２－３８ ショッピング JS-0004-4958

布遊舎 太宰府店 太宰府市 宰府３－２－４８ ショッピング JS-0004-4959

バーバラ 太宰府市 水城２－１－２４ ショッピング JS-0003-2898

本家相良弓矢製作所太宰府五条店 太宰府市 石坂１－１－２３　Ａ号　 ショッピング SL-2000-8701

家具・インテリア カネヒロ 太宰府市 大佐野２－１２－２０　 ショッピング SL-2000-9370

風雅 太宰府店 太宰府市 大佐野５－１３－３０ ショッピング SL-2001-1557

ボクセルモト 太宰府市 梅香苑１－２１－１０－１－Ｂ ショッピング JS-0000-7381

エルゼ 五条 2 丁目 太宰府市 五条２－３－１８　大栄五条店 サービス JS-0003-3917

ラムズヘア 太宰府市 五条２－６－３１ サービス JS-0000-6294

とふろう動物病院 太宰府市 坂本１－１－１８　１Ｆ サービス JS-0001-3239

美容室メデュ－サ都府楼店 太宰府市 坂本１－１－２１　　 サービス PK-0000-1736

カーブティックイーグル 太宰府市 坂本１－９－１ サービス JS-0001-9820

リカバリ－整骨院鍼灸院太宰府院 太宰府市 通古賀３－３－２０ サービス JS-0004-1994

コワフュール エクラ 都府楼店 太宰府市 通古賀３－９－１ サービス JS-0000-9777

小さな写真館 ABC スタジオ太宰府 太宰府市 通古賀５－１１－３２ サービス JS-0001-9338
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旭松 大川市 榎津７０９－３ 飲食店 JS-0002-0434

幸姫 大川市 榎津８３－２ 飲食店 JS-0003-2142

Cru 大川市 酒見５１５－２ 飲食店 JS-0001-2753

酒膳松乃 大川市 上巻１－１１　　 飲食店 ZN-0002-1223

はんの正信堂 大川市 榎津２７８－８　　 ショッピング ZN-2000-3079

あだち珈琲 大川店 大川市 榎津３２５－２８ ショッピング JS-0001-8977

ヒタヤ 23 区 大川市 榎津３２５－２９　ヴィラベルディ内　 ショッピング ZN-0002-4294

横田電気商会 大川市 酒見３３５ ショッピング JS-0004-0365

カントリー家具＆雑貨 アイディエフ 大川市 酒見７６１　 ショッピング SL-2000-3330

PoE 大川市 上巻４３６－９ ショッピング AL-0000-0202

Alcoco 大川市 上巻４３６－９ ショッピング AL-0000-0214

ファミリーファッションはしもと大川店 大川市 大橋５５２－１　　 ショッピング ZN-0002-4688

ノナカファッションプラザ 大川市 道海島３５５－３ ショッピング JS-0002-5628

Hair station L ＇ espoir 大川市 榎津９１１ サービス SL-2000-4671

カーメイク OH － TOKUN 大川市 下木佐木１０６０－２－２　　 サービス ZN-0002-6504

カーハーツ 大川市 郷原１７４－１８ サービス JS-0003-8276

タイガー薬局 大川店 大川市 向島１７１４－１ サービス JS-0003-6892

ヘアーステージオネスト 大川市 上巻４４８－３　 サービス SL-2000-7580

三娯十娯 大牟田市 橋口町４－１０ 飲食店 JS-0002-6386

旬彩 大牟田市 橋口町４－１０ 飲食店 JS-0002-9532

鉄板串りきまる 大牟田市 港町１０－６ 飲食店 JS-0002-5653

丸徳鮮魚市場 大牟田市 大正町１－２－１３ 飲食店 JS-0000-7244

BAR 黒猫 大牟田市 大正町１－３－６　シティビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4665

dining SHAKE 大牟田市 大正町１－３－８ 飲食店 JS-0002-9064

かつき亭 大牟田市 大正町１－４－７　ミール館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3749

大正町さんげん堂 大牟田市 大正町１－８－２ 飲食店 SL-2000-7594

Dining ＆ Bar CURIOUS 大牟田市 大正町１－９－２ 飲食店 JS-0002-8805

創作料理花りん 大牟田市 大正町２－１－５　　 飲食店 ZN-0002-1243

鉄板串 BEKKAN 大牟田市 中島町１－１ 飲食店 JS-0002-5655

焼肉 牛匠 大牟田市 鳥塚町１０６ 飲食店 JS-0005-5401

和風ダイニング蔵羅 大牟田市 東新町１－５－１４ 飲食店 JS-0005-5568

くいどころ 大牟田市 八江町１－３ 飲食店 SL-2000-7346

ハンバーグの店 志摩 大牟田市 不知火町１－１－１１　 飲食店 SL-2000-6206

ひごっ子 大牟田市 本町１－５－１２　　 飲食店 ZN-0002-1072

赤鶏の溶岩焼わっ 大牟田市 本町１－５－２ 飲食店 JS-0001-4652

一路 大牟田市 本町１－５－３２　ファーストビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4958

しょくのかたり．べ 大牟田市 本町２－７－１６　　 飲食店 ZN-0002-1729

菓子のイト－一部橋店 1 大牟田市 一部町１３３　　 ショッピング PK-0000-4620

菓子のイト－新大牟田店 大牟田市 岩本２５０９　　 ショッピング PK-0000-3552

お菓子のキタハラ　本店 大牟田市 吉野８７７－１１　　 ショッピング PK-0000-8223

パッケージプラザサクミ大牟田店 大牟田市 橘１５７２－１ ショッピング JS-0005-1186

KIDS STYLE HOASHI 大牟田市 原山町１３－２ ショッピング JS-0000-3806

calmslowly 大牟田市 汐屋町２－４ ショッピング JS-0005-4358

クロスロードバイシクル 大牟田市 手鎌３５３－１ ショッピング JS-0001-9928
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New Style Road 大牟田市 西新町２０－１０ ショッピング JS-0001-0288

Mr．kitchen 大牟田市 大正町１－９－２　１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-4677

レディースファッション凛 大牟田市 不知火町１－１－１１ ショッピング JS-0001-0558

バーチュ・タツミヤ 大牟田市 本町１－５－１ ショッピング JS-0005-5389

アンジェリコルーチェ／ハグハグ大牟田店 大牟田市 岬町３－４　イオンモール大牟田内　 ショッピング ZN-2000-3262

plus 大牟田市 旭町２－１－１　プライムハイツ１Ｆ サービス JS-0000-6140

有）カーライフシミズ 大牟田市 新町３９９－２ サービス JS-0004-9000

美容室ネオレディ 大牟田市 船津町４３９－１ サービス JS-0003-3566

アイザックサポ－ト 大牟田市 大黒町１－１８－１３１　　 サービス PK-0000-4782

LIBhair 大牟田市 通町２－２－１８　　 サービス PK-0000-1712

TIARA 大牟田市 田隈９２６－１ サービス JS-0000-6910

カラオケニューヨーク 402 番館 大牟田市 橋口町４－２６ エンターテインメント JS-0001-4703

カラオケニューヨーク 40 本館 大牟田市 大正町１－３－１ エンターテインメント JS-0001-4702

欧風懐石勝 大野城市 乙金台３－１－３２　　 飲食店 ZN-0002-1007

創作ダイニング楓 大野城市 下大利１－１０－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-5717

創作居酒屋道くさ 大野城市 下大利１－１５－１４　　 飲食店 ZN-2000-4372

琉球料理 安 大野城市 錦町２－３－１２ 飲食店 JS-0001-6507

ろくのはん 大野城市 錦町２－４－１　１Ｆ 飲食店 JS-0002-1548

四季の里 將 大野城市 雑餉隈町４－２－２２ 飲食店 JS-0005-4154

もつ鍋 たま木 大野城市 上大利４－５－１７ 飲食店 JS-0003-2520

ルコネッサン 大野城市 上大利５－１８－１８　２Ｆ 飲食店 JS-0004-4458

いけす割烹こばやし 大野城市 川久保１－１－１１　　 飲食店 ZN-0002-1128

やきとり酒場花ちゃん 大野城市 川久保１－１－１１　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-0868

焼肉と韓国料理の店 桃花園 大野城市 南ヶ丘２－２３－１８　 飲食店 SL-2000-3431

GrandEmpireHotel アンテェ 大野城市 南大利２－１－２３ 飲食店 JS-0004-4343

GrandEmpireHotel AJC 大野城市 南大利２－１－２３ 飲食店 JS-0004-4345

ニューマルヤ 大野城市 白木原１－１１－１４ 飲食店 JS-0004-9957

sumi to budo．acca． 大野城市 白木原１－１３－１０ 飲食店 JS-0004-6059

ビストロユイット 大野城市 白木原１－４－１３　増井ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0205

焼鳥丸屋 大野城市 白木原１－４－７ 飲食店 JS-0004-5898

旬菜焚火 丸屋 大野城市 白木原２－３－３６ 飲食店 JS-0003-5665

大陸食堂 Asiancafe 大野城市 平野台２－１１－１５ 飲食店 JS-0004-4043

ジムニーランド 大野城市 横峰２－３－１０ ショッピング JS-0001-2750

時札薬局 大野城市 下大利２－２０－２ ショッピング JS-0002-8899

ペットサロン gaf － gaf 大野城市 錦町３－５－３３ ショッピング JS-0001-0173

有限会社ユアーズ 大野城市 御笠川２－１０－３ ショッピング JS-0002-5813

ガレージ・コロニー 大野城市 御笠川２－６－１３－１ ショッピング JS-0003-0404

BEELINE 太宰府インター店 大野城市 御笠川３－７－４ ショッピング JS-0004-5715

SCT － XWD 大野城市 御笠川６－１－１ ショッピング JS-0002-3788

まどかファーム 大野城市 御笠川６－２－３ ショッピング JS-0005-8525

アクアショップエース 大野城市 雑餉隈町３－２－１５　コーポ雑餉１Ｆ ショッピング JS-0005-7619

リサイクルマート 大野城店 大野城市 山田１－１－５ ショッピング JS-0000-0434

Rider’sFanShopBROW’S 大野城市 山田４－１－１ ショッピング JS-0000-9078

株式会社祐誠 大野城市 上大利４－１２－１ ショッピング JS-0002-7965
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ルコネッサン 大野城市 上大利５－１８－１８　１Ｆ ショッピング JS-0004-4457

ACCEL AUTO GARAGE 大野城市 大池１－８－３ ショッピング JS-0003-1673

URAS 大野城市 仲畑２－１１－１７ ショッピング JS-0005-6097

グランジュテタカヤマ 大野城市 東大利２－３－１　サンアトラス－１０４　 ショッピング PK-0000-4423

Chelia 大野城市 白木原１－３－１５－５０５ ショッピング JS-0001-3795

J ＆ Y レンタカー 大野城市 瓦田４－１２－３９ サービス JS-0004-1262

レンタルのニッケン福岡営業所 大野城市 御笠川１－９－１ サービス JS-0003-2339

三杉自動車 大野城市 御笠川２－９－１ サービス JS-0001-3802

CN マックスバリュ御笠川 大野城市 御笠川４－１３－２６ サービス JS-0003-3921

サトー食鮮館山田〔エルゼ〕 大野城市 山田１－１－１１ サービス JS-0003-3916

flap 大野城市 若草３－５－６　グランピア若草１Ｆ　 サービス ZN-0003-0936

クローバー薬局 上大利店 大野城市 上大利５－１５－７－１ サービス JS-0004-5544

BlueVibration 大野城市 上大利５－３－５　　 サービス ZN-0003-0955

Spread 大野城市 川久保２－１６－２０ サービス JS-0002-7143

すみ整骨院 大野城市 大池１－７－２５　　 サービス PK-0000-4009

薬局 クオラス 大野城市 中２－３－１ サービス JS-0002-5587

福岡中央自動車株式会社 大野城市 仲畑４－２７－１８ サービス JS-0003-6237

さくらねこ動物病院 大野城市 東大利１－５－７ サービス JS-0004-1753

HAIR MAKEage 下大利店 大野城市 東大利２－３－１　サンアトラスＶ２Ｆ サービス JS-0000-8550

Hair Salon GIFT 大野城市 東大利３－１６－２１　シンフォニー大野城１０３ サービス JS-0005-9887

PrimoCuck 大野城市 筒井１－１１－２８　　 サービス ZN-0002-9863

ChicHAIR 大野城市 筒井３－１６－１　パシフィックビル　 サービス ZN-2000-5822

クリーンネット南ヶ丘 大野城市 南ヶ丘２－２４－１ サービス JS-0003-3922

celeri 大野城市 白木原１－１１－８　レントハウス白木原１０２ サービス JS-0000-9071

美容室メデュ－サ白木原店 大野城市 白木原５－６－１２　フェニックス福岡南２Ｆ　 サービス PK-0000-0955

オートセールス A．1 大野城市 畑ヶ坂１－８－３ サービス JS-0002-3280

動物総合病院ユニベッツ福岡 大野城市 緑ヶ丘４－１７－５ サービス JS-0004-1392

鮨 ゆうこう 大野城市 白木原１－１４－２０　カノン白木原１Ｆ その他 SL-2000-5002

M － company 築上郡 築上町石堂５７７－３ ショッピング SL-2000-4165

お茶のやまよし園 築上郡 築上町東八田１３６－１　　 ショッピング PK-0000-8953

TAGHAIRBRAND 築上郡 吉富町今吉１２－１　　 サービス ZN-0003-0977

Corro 筑後市 山ノ井２４７－１ 飲食店 SL-2000-0977

ナチュラルダイニング山葵 筑後市 山ノ井７２０－４ 飲食店 JS-0004-0238

なべや えさき 筑後市 山ノ井９６４－１　ＭＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1801

NIKU DINING full 筑後市 長浜２２２１　筑後ＶＩＬＬＡＧＥ 飲食店 SL-2001-1413

PIZZA STOCK 筑後市 長浜２２２１　筑後 VILLAGE 飲食店 AL-0000-0213

ながはま焼肉 筑後市 長浜２２４９－２　　 飲食店 ZN-2000-4497

八蔵 筑後店 筑後市 徳久２３３－１ 飲食店 JS-0000-6292

靴工房ジャンボ筑後店 筑後市 山ノ井７３７　スーパーサニー内 ショッピング JS-0004-3182

BOO 筑後 筑後市 山ノ井７３７－３　サニー筑後内 ショッピング AL-0000-0200

キッスイ 筑後市 庄島６３６－５ ショッピング JS-0005-8034

桑野 筑後工場店 筑後市 西牟田３４６３－１ ショッピング JS-0004-9032

UOO 筑後市 長浜２２２１ ショッピング SL-2001-1410

old river 筑後市 長浜２２２１ ショッピング SL-2001-1411
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アロマ雑貨屋 Livere 筑後市 長浜２２２１　筑後ヴィレッジ　 ショッピング SL-2000-7109

FOO 筑後市 長浜２２２２ ショッピング SL-2001-1409

花ござ会館 筑後市 島田４５７ ショッピング JS-0002-7544

ファッションハウス彩筑後店 筑後市 徳久２４８－１　サンリブ筑後店内 ショッピング JS-0005-7405

本家相良弓矢製作所 筑後市 和泉２８５－７　 ショッピング SL-2000-8700

hair cut Twinkle 筑後市 熊野１４１４－１ サービス JS-0003-1305

CAMEL 筑後市 蔵数５１８－３１　　 サービス PK-0000-8140

RABBITS 筑後市 蔵数５７８－８　　 サービス PK-0000-5169

hair space Ajito 筑後市 大字井田３２８－１　 サービス SL-2000-1747

手もみ処ヴェルデ 筑後店 筑後市 長浜１５７－１ サービス JS-0001-7522

居酒屋 悟空 筑紫郡 那珂川町今光１－１０４ 飲食店 JS-0003-8423

鳥将軍 筑紫郡 那珂川町中原２－７ 飲食店 JS-0001-9668

TURTLE MOTORS 筑紫郡 那珂川町今光２－１４ ショッピング JS-0001-0285

めがねのアウトレット倉庫 那珂川店 筑紫郡 那珂川町片縄４－１１４ ショッピング JS-0003-7689

アイラッシュサロン ドール 筑紫郡 那珂川町王塚台１－１４ サービス JS-0003-7072

Hair Design lagurus 筑紫郡 那珂川町五郎丸３ー５ー１０　 サービス SL-2000-2667

ワールドペットワールド 筑紫郡 那珂川町今光６－６９　 サービス SL-2000-7587

フラップス 筑紫郡 那珂川町松木２－１７１　ＴＫ丸菱１Ｆ サービス JS-0000-0525

MAST 筑紫郡 那珂川町中原１－３０ サービス JS-0002-4061

クリーンネット新生堂那珂川 筑紫郡 那珂川町中原２－１９　ドラッグ新生堂那珂川店内 サービス JS-0003-3925

Choki Choki 筑紫郡 那珂川町片縄１０－１５ サービス JS-0001-2080

そよかぜ薬局 筑紫郡 那珂川町片縄２－１２－２ サービス JS-0001-4098

MILK DOG’S 那珂川店 筑紫郡 那珂川町片縄北４－２－１　１Ｆ その他 JS-0000-0784

石窯 PIZZAGraziePI 筑紫野市 山家２９３９－１　　 飲食店 PK-0000-5950

snack － barBond 筑紫野市 針摺西１－４－２　戸田ビル２Ｆ－２８　 飲食店 ZN-2000-3887

Members 渋谷 筑紫野市 針摺西１－７－１１　蘇木ビル１Ｆ－１０３　 飲食店 PK-0000-2566

中華菜館龍天楼 筑紫野市 杉２－６－８　　 飲食店 ZN-0002-1649

鉄板焼 じゅう じゅう 筑紫野市 筑紫駅前通１－１０－１０２ 飲食店 JS-0001-0074

ぶどうの木 筑紫野市 天拝坂２－３－７３ 飲食店 JS-0001-2496

ムッシュさかい筑紫野店 筑紫野市 塔原東５－３－１５　　 飲食店 PK-0000-1418

博多漢塾 筑紫野市 二日市西１－１１－１４　　 飲食店 PK-0000-2108

よか鶏筑紫野二日市店 筑紫野市 二日市中央３－６－６　大田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2091

ソウルママ 筑紫野市 二日市中央４－１０－１０　松尾ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2427

Bar・co 筑紫野市 二日市中央４－１１－２６　江中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8204

暖歓 筑紫野市 二日市中央４－１５－６－１０３ 飲食店 JS-0001-9258

お好み酒蔵晩彩 筑紫野市 二日市中央６－３－１９　　 飲食店 ZN-0002-1078

カーテンショップ フレスコ 筑紫野市 原田３－１９－９ ショッピング JS-0003-9678

BOO 筑紫野 筑紫野市 原田８３６－４　シュロアモール筑紫野内 ショッピング SL-2001-1412

YubisakinoJyunin 筑紫野市 古賀１４－１ ショッピング JS-0004-3487

唐揚げ専門 まる井商店 筑紫野市 紫４－２－１８ ショッピング JS-0004-8638

ecoRe 福岡 筑紫野市 針摺中央１－３－２９ ショッピング JS-0005-6919

ソフトバンク ゆめタウン筑紫野 筑紫野市 針摺東３－３－１ ショッピング JS-0002-4685

カツアートギャラリー 筑紫野市 石崎２－８－６ ショッピング JS-0005-4142

フラワーショップ アンジェリカ 筑紫野市 筑紫１８－５　ＢｅｌｌｅＶｉｌｌｅ筑紫１ ショッピング JS-0002-2786
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mokagrin 筑紫野市 筑紫８４１－３　アベニュー筑紫１０１　 ショッピング ZN-0003-1290

株式会社 グランドシフト 筑紫野市 天山５７６－５ ショッピング SL-2001-0473

ashitaba 筑紫野市 塔原西２－２－１　２Ｆ ショッピング JS-0005-7585

オープンハート二日市店 筑紫野市 二日市北２－２－１　イオン二日市店３Ｆ ショッピング JS-0002-7430

ファッションハウス彩筑紫野店 筑紫野市 美しが丘南１－１２－１　筑紫野ベレッサ１Ｆ ショッピング JS-0004-0234

プアン 筑紫野市 美しが丘南１－１２－１　筑紫野ベレッサ２Ｆ ショッピング JS-0005-2123

味の兵四郎 筑紫野本店 筑紫野市 美しが丘北３－１－３ ショッピング JS-0000-0628

アイリー 筑紫野市 永岡１４２３ サービス JS-0001-8147

CAR STORY 筑紫野市 永岡７１４－２３ サービス JS-0005-1404

PEACE DOG 筑紫野市 永岡９４８－１ サービス JS-0002-6052

come hair 筑紫野市 原田６－７－３　プラムハウス２－１０１ サービス JS-0000-6989

カーポリッシュ ツル 筑紫野市 原田７－２－１０　エクセレント鶴１０１ サービス JS-0002-7477

ギャラリー風の木 筑紫野市 山口３４５６－５ サービス JS-0004-2720

美容室メデュ－サ朝倉街道店 筑紫野市 針摺西１－７－７　　 サービス PK-0000-2562

ヘアメイク 花花 筑紫野市 針摺中央２－１２－５ サービス JS-0000-8857

ヘアー スタジオ テラス 筑紫野市 針摺東３－５－１３ サービス JS-0001-2837

花おとめ 筑紫野市 二日市中央１－１２－２６ サービス JS-0001-0519

コワフュール エクラ 筑紫野市 二日市中央１－８－６ サービス JS-0000-4700

ヘアメイクアージュ二日市店 筑紫野市 二日市中央１－９－１ サービス JS-0000-1251

リカバリー整骨院　二日市院 筑紫野市 二日市中央２－６－１３ サービス JS-0003-7437

鶴田自動車 筑紫野市 二日市南４－１１－１　　 サービス PK-0000-2024

PAL． 筑紫野市 美しが丘南１－１２－１　　 サービス ZN-2000-4818

hair make amity 筑紫野市 美しが丘南１－２－６－１０２ サービス JS-0002-6889

株式会社つくしメディカル 筑紫野市 上古賀３－７－７ その他 SL-2000-7094

ダブルドットオー筑紫野店 筑紫野市 上古賀４－１－３ その他 JS-0005-0520

なかまの洋食や バスキチ 中間市 上底井野１７０９ 飲食店 JS-0003-1290

すずなり 中間市 中尾１－１２－１５　　 飲食店 PK-0000-4608

ブックカフェひなた 中間市 鍋山町１－８　２Ｆ 飲食店 SL-2000-2567

シェルビー 中間店 中間市 上蓮花寺２－１－１　ショッパーズモールなかま西館２Ｆ－２０３画 ショッピング JS-0001-4482

tensora 中間市 上蓮花寺２－１－１　西館１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4683

カスタムガレージ 中間市 通谷６－１１８－１　 ショッピング SL-2000-1012

Hair mation ぽこあぽこ 中間市 太賀１－１－１　ロイヤルハイツ通谷１Ｆ サービス JS-0003-5389

Hearty Hair 中間市 中間３－１６－１２ サービス JS-0000-1396

クリーンネットハローディ中尾 中間市 中尾２－１４－１７ サービス JS-0003-3927

ブランシェ 中間市 東中間２－２－２　２Ｆ サービス SL-2000-0625

桜会の季 朝倉郡 筑前町久光１２０１－１ 飲食店 JS-0001-3150

ハンバ－グの店 K’sKitch 朝倉郡 筑前町久光９３８－３　　 飲食店 PK-0000-4270

ギャラリ－茶寮　南の風 朝倉郡 筑前町栗田９８９　　 飲食店 PK-0000-6503

ブレイブ 朝倉郡 筑前町栗田１７０１ ショッピング JS-0001-1148

タイヤショップ山田 朝倉郡 筑前町篠隈１６１－１　　 ショッピング PK-0000-8715

元気で活きのいい植物＆マルシェオニヅカ 朝倉郡 筑前町東小田１２９１ ショッピング JS-0003-4303

辰巳窯 朝倉郡 東峰村小石原１３５４－２　 ショッピング SL-2000-6848

小石原焼 秀山窯 朝倉郡 東峰村小石原鼓１７６９－５　 ショッピング SL-2000-0633

筑前小石原焼 原彦窯元 朝倉郡 東峰村小石原鼓３０８９－２ ショッピング JS-0003-1420
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UA オフィス 朝倉郡 筑前町東小田３４０－１ サービス JS-0002-0495

八蔵 甘木店 朝倉市 一木１８－２６ 飲食店 JS-0000-6238

BEELINE 甘木店 朝倉市 一木６２８－４ ショッピング JS-0004-5498

贈り物の店 蝶和 朝倉市 屋永４３２７－２４ ショッピング JS-0004-1176

リトルシアター あまぎ店 朝倉市 屋永４３３４－１０　Ａコープあまぎ店内 ショッピング JS-0001-4193

葡萄月 朝倉市 秋月野鳥７６１－１ ショッピング JS-0000-0543

木工房＆ぎゃらりーふじやん 朝倉市 中原１１９－１　 ショッピング SL-2000-3205

朝倉医師会病院売店 朝倉市 来春４２２－１ ショッピング JS-0005-3771

ピンクビヨウシツ 朝倉市 甘木１６９０－１　　 サービス ZN-0003-0972

クリーンマジック甘木店 朝倉市 甘木２３４０ サービス JS-0003-3935

カーシティコウダ 朝倉市 相窪４６３－１ サービス JS-0002-5233

ニコニコレンタカー朝倉来春店 朝倉市 来春４２－１ サービス JS-0001-9687

めぐみ調剤薬局病院前来春店 朝倉市 来春４８６－１ サービス JS-0002-0826

鳥くらぶ 直方市 下新入３８８－２　　 飲食店 ZN-0002-1066

軍鶏屋五鉄 直方市 感田１４９７－１　アドビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4170

炭火焼肉 てん 直方市 感田２８０２－３ 飲食店 JS-0003-3073

わがまま倶楽部 直方市 古町１２－１　ハーベストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3288

月の賦 直方市 古町１５－２８ 飲食店 JS-0000-0193

ナイトイン☆ジュリ－の部屋 直方市 古町１６－２１　二番館２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-3087

赤坂 直方市 古町１７－２２ 飲食店 JS-0003-4942

焼肉 眞山 直方市 知古３－１－４４ 飲食店 JS-0003-3227

一時代 直方市 知古７７１－９　本松ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6359

フランス料理  梓屋 直方市 頓野１７００－１ 飲食店 SL-2001-0407

国松石材直方店 直方市 永満寺８５４　　 ショッピング PK-0000-8329

Seika －えん 直方市 感田１８５８－１ ショッピング JS-0001-3923

アメリカン雑貨 LAX 直方市 感田２８０３－４　 ショッピング SL-2000-0288

吉田文具店 直方市 古町１０－１０ ショッピング JS-0001-3341

みつや商店 直方市 古町１０－８ ショッピング JS-0000-8844

コクラヤ眼鏡店 直方市 古町３－９ ショッピング JS-0000-8890

草花ノ香リ 直方市 上頓野１１１５　 ショッピング SL-2000-3480

門司酒店 直方市 須崎町１４－２　　 ショッピング PK-0000-8879

なかむら薬局 漢方サロン 直方市 津田町１１－３ ショッピング JS-0002-5940

Lotus Bloom 直方市 湯野原２－１－１　イオン直方店 ショッピング JS-0005-0741

ノガミゴルフ 直方市 頓野４０６７ ショッピング JS-0002-7336

菓子工房小山田 直方市 頓野９８３－７　　 ショッピング ZN-0002-2394

オリオン自動車 1 直方市 中泉１２８７　　 サービス PK-0000-7606

Switch On，Hair 直方市 頓野１５４９－２　２Ｆ サービス JS-0003-6175

しんかい 田川郡 糸田町８１３－３　　 飲食店 PK-0000-3489

仲哀焼 鏡山窯元 田川郡 香春町鏡山１７８４－４ ショッピング JS-0005-1288

生活雑貨ユウザキ 田川郡 香春町大字香春１０１６－４ ショッピング JS-0000-6696

HAIR SALON Grande 田川郡 香春町採銅所３３３８－６ サービス JS-0001-9613

あおぎり 田川市 新町２１－２８ 飲食店 JS-0002-8510

なつみ薬局 田川市 伊田４５４７－１　　 ショッピング PK-0000-8498

YOSHIKAWA JIDOSHA 田川市 伊田４９２１ ショッピング JS-0000-7490
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やまくらガ－デン 田川市 夏吉３３８－１　　 ショッピング PK-0000-2829

清眼堂 田川市 寿町１－１５ ショッピング SL-2000-6117

フラワ－ショップ杉本 田川市 寿町３３７５－７　　 ショッピング PK-0000-4264

メガネのサトー後藤寺店 田川市 上本町２－１　 ショッピング SL-2000-8567

［HC］柏木商事有限会社 田川市 川宮１６７２－９ ショッピング JS-0001-8198

メガネプラザ 田川店 田川市 川宮４７７－１ ショッピング JS-0005-2030

マインドアベタ 田川市 本町３－９　福井ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-6232

Lien 田川市 伊田５０３１ サービス JS-0003-3404

D，marip 田川市 川宮１６７２　　 サービス ZN-0002-9818

ヘアーメイク マブーハイ 田川市 糒１７００－２４３ サービス JS-0000-7036

カラオケハウス ヴェッチー 田川市 川宮１６９０－１ その他 JS-0005-8788

和どころ美はら 那珂川市 松木１－４３ 飲食店 JS-0001-8997

レストラン メゾン ラフィット 那珂川市 西畑９４１ 飲食店 JS-0000-5303

焼鳥一番鶏 那珂川市 片縄１－１７３－１　　 飲食店 PK-0000-1048

エイムナカシマ 那珂川市 中原５－５２ ショッピング JS-0005-1299

auto shop imitation 那珂川市 別所９７２－２ ショッピング JS-0001-0265

中川フォトアトリエ 那珂川市 片縄１－１３９　　 ショッピング PK-0000-8351

ミ－トショップはるか 那珂川市 片縄６－１－１　　 ショッピング PK-0000-1947

装研 那珂川市 片縄８－１２０　エスポアール・コリーヌ１０２号 ショッピング SL-2001-1102

サロンドフルベール新博多店 那珂川市 片縄東１－４－９　ＴＳコアラ１Ｆ ショッピング SL-2000-0018

肉のくまもと屋 那珂川市 片縄北３－１２－５　　 ショッピング PK-0000-2842

hairmake Antiqula 那珂川市 今光２－１３ サービス JS-0005-6331

HairAri 那珂川市 中原２－１６０　ブリックス２Ｆ　 サービス ZN-0003-0983

HairdesignSopra 那珂川市 中原３－４０－１　センチュリー２１　１Ｆ－Ｂ　 サービス ZN-0003-1001

三福ラ－メン 八女郡 広川町新代１１５４－１０　　 飲食店 PK-0000-3898

山小屋　広川店 八女郡 広川町川上７１０－１　　 飲食店 PK-0000-6639

メガネプラザ 八女郡 広川町久泉４５５－９ ショッピング JS-0005-9956

くらかず薬店 八女郡 広川町久泉５４５－１ ショッピング JS-0000-6442

CALIFORNIA70’S 八女郡 広川町広川１２６０－１　　 ショッピング ZN-0002-2298

ピット富士サービス 八女郡 広川町新代９４７－９ ショッピング JS-0004-8408

ひろかわ藍彩市場 八女郡 広川町日吉１１６４－６ ショッピング JS-0002-5799

ambre 八女郡 広川町新代２１６９－５　 サービス SL-2000-0285

パスタの王様 八女店 八女市 蒲原３７９ 飲食店 JS-0000-6203

茶匠むろぞの和カフェ 八女市 今福９１７－２　　 飲食店 PK-0000-4284

株式会社星野製茶園 八女市 星野村８１３６－１ 飲食店 JS-0002-6997

キラク 八女市 本村３４５－１ 飲食店 JS-0001-3471

バル＆キッチン SoL 八女市 本村４２５－１１　　 飲食店 PK-0000-4757

鶏の極み とり源 八女市 本村４２５－４２　清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8794

炭び焼とりすぐる 八女市 本町１－２３６－４ 飲食店 JS-0002-1678

製茶匠鵜ノ池 八女市 鵜池１１６０ ショッピング JS-0005-7465

ライフショップ オカジマ 八女店 八女市 吉田１２０ ショッピング JS-0000-8536

リサイクルマート 八女店 八女市 大島７７－１ ショッピング JS-0002-6504

有限会社贈酒田中屋 八女市 納楚４１４－３ ショッピング JS-0004-0978

10 八女市 本町１－１７ ショッピング JS-0001-0217
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うえしまスポーツ 八女市 本町１－６２－１　 ショッピング SL-2001-0300

アトリエハヴィーナ 八女市 本町１７９－６ ショッピング SL-2000-7821

うなぎの寝床 八女市 本町２６７ ショッピング JS-0001-8662

ARKTO ＋ 八女市 本町３１１　 ショッピング SL-2000-2335

旧寺崎邸 八女市 本町３２７ ショッピング JS-0003-5731

池田モ－タ－ス 八女市 室岡２８２－６　　 サービス PK-0000-1390

株式会社 GARAGE．MIRACLE 八女市 酒井田８６５－１ サービス JS-0002-0414

美容室　ら・メ－ル 八女市 上陽町北川内１９０６－１０　　 サービス PK-0000-7796

AURIYS 八女市 本村４２５－５９ サービス JS-0001-7958

美・今人 α 八女市 本町１－２２３－３ サービス JS-0002-6365

カラオケニューヨーク 八女店 八女市 蒲原１０２４－１ エンターテインメント JS-0001-4700

カラオケ 55 八女店 八女市 室岡３０５－１ エンターテインメント JS-0002-5245

Petit Ange 八女市 蒲原９６７－１　ファインプラザ その他 JS-0000-3660

シルクハウス 八女市 納楚６０５－３ その他 JS-0005-5874

焼肉 高山 飯塚市 花瀬８０－１ 飲食店 JS-0001-2233

楽市焼肉センター 飯塚市 楽市４８９－１ 飲食店 JS-0002-9899

あかね荘 飯塚市 山口６１１－２　　 飲食店 PK-0000-6335

竹乃家 飯塚市 新飯１９－３　　 飲食店 ZN-0002-1124

tete 飯塚市 新飯塚１５－１０ 飲食店 JS-0002-2372

アルクカフェ 飯塚市 川津２７１－１ 飲食店 AD-0000-0217

料理倶楽部さんま 飯塚市 忠隈４３８－３　　 飲食店 ZN-2000-3640

焼とり専門　天喜 飯塚市 飯塚１１－８　　 飲食店 PK-0000-6834

ジャパン スタジアム 飯塚市 飯塚１－３２　ジャパンストリートビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-7543

炭火居酒屋 せいきん 飯塚市 飯塚３－４　せいきんビル 飲食店 JS-0003-9627

焼肉 大ちゃん 飯塚市 飯塚４－２４ 飲食店 JS-0003-3668

鮨安 飯塚市 飯塚４－５　姫路屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5912

吉田トケイテン YOSHIDATOKEITEN 飯塚市 伊岐須１２４－１０　 ショッピング SL-2000-3991

リップクラブ 飯塚市 横田５８５－１　　 ショッピング ZN-2000-4822

タイヤ一番 イースト店 飯塚市 楽市７６８－１ ショッピング JS-0000-0909

マルワカーテン 飯塚市 吉原町６－１ ショッピング JS-0005-7536

はとや アイタウン店 飯塚市 吉原町６－１　アイタウン１Ｆ ショッピング SL-2000-8639

ティンバーレイン 飯塚市 菰田西３－１４－２７ ショッピング JS-0000-7414

ミュ－ジアムショップ白蓮 飯塚市 幸袋３００　旧伊藤伝右衛門邸内　　 ショッピング PK-0000-8562

五龍酒店 飯塚市 新飯塚１１－３ ショッピング JS-0004-5333

井上洋服店 飯塚市 新飯塚６－１６　　 ショッピング PK-0000-2486

佐藤コンタクトレンズセンター 飯塚市 新飯塚６－２１ ショッピング JS-0005-3443

アルクラシ 飯塚市 川津２７１－２ ショッピング AD-0001-0043

たなか製パン 飯塚市 忠隈４９０－１　　 ショッピング PK-0000-5754

ストーンクエスト 飯塚市 鶴三緒１５９３－１ ショッピング JS-0001-9849

ネオラ 飯塚市 東徳前２０－３０　金澤ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2271

オートアイランド 飯塚市 南尾２９６－１０ ショッピング JS-0002-1979

無印良品 かやの森 飯塚市 柏の森大谷８－５ ショッピング JS-0001-4759

ハンドメイドギャラリー福 飯塚市 飯塚１２－２０　 ショッピング SL-2000-2162

Shirozu 飯塚市 平塚５４９－２ ショッピング JS-0004-4024



22 2020/9/1

［福岡県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ラバース 飯塚市 弁分１９４ ショッピング JS-0005-5870

CAR CITY 富士 飯塚市 弁分２９５－２ ショッピング JS-0002-2875

ステージ・ワン 飯塚市 堀池１１－４ ショッピング JS-0000-2287

清眼堂飯塚店 飯塚市 堀池１１７－２　　 ショッピング PK-0000-0172

株式会社サンユーフーズ 飯塚市 堀池１５４－２ ショッピング JS-0002-3167

olive の木 飯塚店 飯塚市 堀池１５５－８ ショッピング JS-0005-0340

deracine 飯塚市 堀池１７０－１－１０２ ショッピング JS-0000-2946

はとや 飯塚市 本町１０－１８ ショッピング SL-2000-8638

ブティック．ドゥー 飯塚市 本町１６－２７　ニュー本町ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-3399

メガネのサトー本町店 飯塚市 本町７－２０　 ショッピング SL-2000-8566

大村ファ－ム 飯塚市 椋本３５０－１　　 ショッピング PK-0000-5535

カーファクトリー 555 飯塚市 伊川５５５－１ サービス JS-0002-9735

パンセ本店 飯塚市 横田５８９－１ サービス JS-0002-2012

JAM EASEhairmake ＆ spa 飯塚市 横田８２０－１ サービス JS-0001-1933

LICHhair 飯塚市 川津２００－１　　 サービス PK-0000-4128

新興自動車 飯塚市 川津４４９ サービス JS-0003-9798

CN コスモス穂波 飯塚市 太郎丸９３７－１ サービス JS-0003-3903

ENTRAIDEhairdesignst 飯塚市 椿１９６－１　テナントＢ サービス JS-0001-8027

松本動物病院 飯塚市 柏の森９９－８ サービス JS-0004-0492

中央モ－タ－ス 飯塚市 片島２－３－８　　 サービス PK-0000-7837

エクラ 飯塚市 堀池３１０－４ サービス JS-0000-3673

ひびき写真館 飯塚市 片島１－６－３７　 その他 SL-2000-9222

となりのグリル 福津市 花見が浜２－７－１３　 飲食店 SL-2001-1118

となりのグリル 福津市 花見が浜２－７－１３　 飲食店 SL-2001-1119

みや cafe’ 美心 福津市 宮司元町２－３　 飲食店 PK-0000-6366

焼肉 カルビ家 福津市 宮司浜２－２３－８ 飲食店 JS-0001-2780

Patisserie K2 福津市 若木台５－２１－３ 飲食店 JS-0002-5396

焼肉みむら 福津市 中央１－１０－１７ 飲食店 JS-0004-0982

漁師・割烹　安徳丸 福津市 中央２－５－１　　 飲食店 PK-0000-6635

一歩一笑紙屋吉祥 福津市 中央６－９－１１　　 飲食店 PK-0000-0393

博多わび助福間店 福津市 福間駅東１－２－１５ 飲食店 JS-0000-4193

リサイクルきもの時代屋 福津店 福津市 宮司元町２－８ ショッピング JS-0000-6744

LXZ 福津市 中央１－７－１８ ショッピング JS-0001-5223

サラダ館福間駅前店 福津市 中央３－８－１６ ショッピング JS-0005-4105

ぎょうざの山八 福津本店 福津市 中央４－１９－１５　 ショッピング SL-2000-8828

タツウラ 福津市 中央４－２１－７ ショッピング JS-0005-9446

uncoup HAIR 福津市 花見が丘１－５－９ サービス JS-0001-1189

ken garage 福津市 中央１－１１－１ サービス JS-0001-9279

Vische 福津市 中央３－２－７ サービス JS-0002-1264

ヘアーメイククァトル 福津市 中央６－１－１　クレスト福間駅前１Ｆ－３ サービス JS-0002-1693

genesis 福津市 津丸１２０３－２　東福間山田ビルＥ サービス JS-0001-0038

ネイルサロンラングル 福津市 日蒔野１－１５－３　セレノハウス１Ｆ サービス SL-2000-9432

ATENA 福津 福津市 日蒔野１－１－７ サービス JS-0004-8572

DIGO　HAIR 福津市 日蒔野６－３５－１４　　 サービス PK-0000-7717



23 2020/9/1

［福岡県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ぶんぶく茶屋 豊前店 豊前市 八屋１６６７－１２ 飲食店 JS-0000-3133

SWIMMY 豊前市 梶屋３４２－１　 ショッピング SL-2000-5934

STAMP FURNITURE 豊前市 久路土８７６－１－３ ショッピング JS-0002-7237

青豊コンタクト 豊前市 青豊１９－９ ショッピング JS-0000-9513

武蔵屋 豊前市 赤熊１３６３－１０ ショッピング JS-0004-7586

パティスリー・パッション 豊前市 赤熊１３６３－１０ ショッピング JS-0004-7742

フィッシング ロクマル 豊前市 赤熊１４１９－８ ショッピング JS-0003-5539

アトリエ優貴 豊前市 赤熊９０５－１ ショッピング JS-0004-4897

ヘアー プレイス ボコ 豊前市 沓川６１０－３ サービス JS-0000-4813

bloc 豊前市 赤熊１４１９－２２ サービス JS-0001-6621

HAIR doro’p 豊前市 八屋２５３９－６ サービス JS-0000-8384

ORANGE DOG 豊前市 岸井１８０ その他 JS-0003-3335

鮨処 永しん 豊前市 荒堀６６３－３ その他 SL-2000-9477

うなぎ料理 若松屋 柳川市 沖端町２６　 飲食店 SL-2000-2979

古蓮 柳川市 三橋町下百町３１－６　　 飲食店 ZN-0001-5041

居酒屋 八蔵 柳川店 柳川市 三橋町蒲船津２７６－７ 飲食店 JS-0001-5598

お好み焼き むっく 柳川市 三橋町久末１２８－１　 飲食店 SL-2000-8999

想作ダイニング しゃけ 柳川市 三橋町藤吉５２５－２６ 飲食店 JS-0002-9021

味処 源六 柳川市 保加町４５　 飲食店 SL-2000-1852

雛久 柳川市 旭町２４ ショッピング JS-0004-5105

株式会社古賀新 柳川市 旭町２４－５ ショッピング JS-0002-7567

久留米絣会館 柳川ギャラリー 柳川市 沖端町１３ ショッピング JS-0004-9004

金沢屋スポーツ 柳川市 京町２－２２　 ショッピング SL-2000-9668

ショップ オズ 柳川市 三橋町蒲船津９１－２ ショッピング JS-0002-2391

GOZA 柳川市 三橋町吉開４９５－２　 ショッピング SL-2000-3035

PIANOISOLA 柳川市 三橋町枝光６－１ ショッピング JS-0004-7381

柳川熱帯魚 柳川市 三橋町柳河６６８－３　堤ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1115

柳川ギャラリー 2 号店 柳川市 城隅町２２ ショッピング JS-0004-9026

かすりや 柳川 柳川市 新外町４－２３ ショッピング JS-0004-9030

（株）ケイ・エスゴルフガーデン柳川店 柳川市 西蒲池２７３－２ ショッピング JS-0002-0829

こっとん コットン 柳川市 西浜武１００７－１ ショッピング JS-0002-6232

シロッコ 柳川市 本町２６－５ ショッピング JS-0000-7240

時計宝石のシンドウ 柳川市 本町４０－１３ ショッピング JS-0005-6404

柳川はりきゅう整骨院 柳川市 三橋町下百町２０６－１０ サービス JS-0005-2614

ヘッドスパ専門 COCOCHI 柳川市 三橋町久末１２９－１　 サービス SL-2001-1068

K 美容室 柳川市 三橋町柳河８２２－４　　 サービス PK-0000-1481

有限会社池松モータース 柳川市 西蒲池１０００－１ サービス JS-0001-9376

株式会社 KRC 柳川市 東蒲池１５５８ サービス JS-0005-5996


