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TOMATO HEAD 伊万里市 伊万里町甲１２２－１０　 飲食店 SL-2000-7277

銀寿司 伊万里市 伊万里町甲３８４ 飲食店 JS-0000-1085

風の丘 伊万里市 伊万里町甲４８１－２　　 飲食店 ZN-2000-2125

蛇の目寿司 伊万里市 伊万里町甲５０５　　 飲食店 ZN-2000-2721

ごっつお屋真しん 伊万里市 新天町４８８－１４　　 飲食店 ZN-0002-1180

ブイヨン 伊万里市 新天町４９７－１ 飲食店 JS-0000-9871

ブイヨン 伊万里市 新天町４９７－１ 飲食店 JS-0005-2203

DINING 喜・柊 伊万里市 新天町５３９ 飲食店 JS-0001-2688

櫓庵治 伊万里店 伊万里市 新天町７２０－９ 飲食店 JS-0001-7281

ステーキのライおン 伊万里市 二里町大里乙８６－３ 飲食店 JS-0001-2093

ステーキハウスレストラン勝 伊万里市 二里町大里甲１７８０ 飲食店 JS-0002-9294

ブティックモリ 伊万里市 伊万里町甲２０５　　 ショッピング ZN-0002-4289

本岡金物店 伊万里市 伊万里町甲５５８ ショッピング JS-0000-0791

山下薬局 伊万里市 伊万里町甲９５ ショッピング JS-0000-6700

TB サロン・Mary 伊万里市 松島町９６９　アベニールＭ２－１０２ ショッピング SL-2000-6974

（株）伊万里焼せいら 伊万里市 大川内町乙１７９２－２ ショッピング JS-0000-9014

巒山窯 伊万里市 大川内町乙１８０４－５ ショッピング JS-0005-3478

陶咲花 伊万里市 大川内町乙１８１０－１ ショッピング JS-0005-2582

泰仙窯 伊万里市 大川内町乙１８３５ ショッピング JS-0005-2429

山本翆山 伊万里市 大川内町乙１８４１ ショッピング JS-0001-9420

福岡大五窯 伊万里市 大川内町乙２００６－１ ショッピング JS-0005-7167

とんぼ舎 伊万里市 大川内町丙２３５８－４ ショッピング JS-0005-8582

ガージュ 伊万里市 大坪町乙５７６－２ ショッピング JS-0004-9452

つり具のまるきん伊万里本店 伊万里市 二里町大里乙３－２４　 ショッピング SL-2001-1872

勝 加工販売センター 伊万里市 二里町大里甲１７７５－１ ショッピング JS-0002-9282

茶幸庵 山口製茶園 伊万里市 蓮池町４５　 ショッピング SL-2000-2277

Hair Mode Kami Kami 伊万里市 二里町八谷搦１１６－２ サービス JS-0004-5123

すーべにあしょっぷ笑蔵 嬉野市 嬉野町下宿乙９１８－１ ショッピング JS-0002-1765

創作膳わらかど 嬉野市 嬉野町下宿乙９１８－１ ショッピング JS-0002-3724

クィーンズ・ピュア 嬉野市 嬉野町岩屋川内２８８－１　ハミルトン宇礼志野２Ｆ ショッピング JS-0002-5544

（株）いおり窯 嬉野市 嬉野町吉田丁４０８５－２ ショッピング JS-0002-6890

（有）野口コンタクトレンズ 杵島郡 江北町山口１３５５－７ ショッピング JS-0002-8359

（有）平井花店 杵島郡 白石町福吉１９４９－１ ショッピング JS-0000-7850

有）三根コンタクトレンズセンター 杵島郡 白石町福吉２０７０－２ ショッピング JS-0001-6940

大曲陶器 杵島郡 白石町福田１９５９－４３ ショッピング SL-2001-0564

フジヤ電器商会 杵島郡 白石町福田２２７８－１ ショッピング JS-0005-1798

P plus hair 杵島郡 江北町山口１３５５－４ サービス AL-0000-0134

オートガレージエムズ 杵島郡 大町町大町９７８－７ サービス JS-0002-7506

福富整骨院 杵島郡 白石町福富３２２６－６ サービス JS-0003-5064

坂本健康堂薬局 杵島郡 白石町福田１９５０－３　 その他 SL-2000-3880
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炭火焼肉牛牛 佐賀市 愛敬町１－１ 飲食店 JS-0003-8129

居酒屋 むら八 佐賀駅前店 佐賀市 愛敬町１１－１０ 飲食店 JS-0000-1056

禄 佐賀市 愛敬町１３－１３　　 飲食店 ZN-0001-4867

季節料理申子 佐賀市 駅前中央１－１２－２　野田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9284

焼鳥かど屋 佐賀駅北口店 佐賀市 駅前中央１－１３－２３　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5308

焼肉かくら北口店 佐賀市 駅前中央１－１３－２３　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5300

和ごころ 佐賀市 駅前中央１－１４－２０ 飲食店 JS-0004-2566

NUTTERS 佐賀市 駅前中央１－３－５６　野田ビル　 飲食店 ZN-0001-5158

とも蔵 佐賀市 駅前中央１－４－６　モードビル５　３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4865

金柑南口店 佐賀市 駅前中央１－５　モードビル２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4834

NANASHIMA 佐賀市 駅前中央２－６－１０ 飲食店 JS-0002-3303

インド料理 BISHNU 佐賀店 佐賀市 駅南本町２－１　ＭＴ１６駅南本町１Ｆ 飲食店 JS-0003-8211

駅前ワイン食堂 BIBI 佐賀市 駅南本町６－７　第一内田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5143

遊膳亭 たか美 佐賀市 久保泉町大字川久保２１２２－１ 飲食店 JS-0000-6406

焼肉・しゃぶしゃぶ ひらぬま 佐賀市 呉服元町１－２ 飲食店 JS-0001-4648

ごん道 佐賀市 呉服元町２－１２－１ 飲食店 JS-0001-2310

道しるべ 佐賀市 呉服元町５－１５ 飲食店 JS-0001-0805

上林茶店 佐賀市 呉服元町５－１８ 飲食店 JS-0000-0163

KORNER 佐賀市 呉服元町５－２２　井手ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5533

トモル屋 佐賀市 呉服元町６－８　　 飲食店 ZN-0001-4866

酒菜葉がくれ 佐賀市 高木瀬西２－１０－１　 飲食店 SL-2000-0673

モンシャン 佐賀市 高木瀬町大字長瀬９３２－４ 飲食店 JS-0002-1574

山千鳥 佐賀市 高木瀬東３－３－１－２ 飲食店 JS-0000-8218

嬉乃 すし 佐賀市 若宮１－７－３０ 飲食店 JS-0000-3622

明月館若楠店 佐賀市 若宮３－２－１０ 飲食店 SL-2001-0986

ご馳もん うる寅 佐賀市 松原２－１－１５　　 飲食店 ZN-0001-5089

おゆき 佐賀市 松原２－２－３　　 飲食店 ZN-0001-5131

やきとりいちりん 佐賀市 松原３－１－２９　　 飲食店 ZN-0001-5084

馳走処 ゆうき 佐賀市 松原３－３－２７ 飲食店 JS-0001-5561

櫓庵治 佐賀店 佐賀市 神野西４－１０－１６ 飲食店 JS-0001-7230

食想市場 元気じるし 佐賀市 神野東３－１－４６ 飲食店 JS-0000-9290

（有）すし栄 佐賀市 大財１－１－１１ 飲食店 JS-0000-6344

すし政 佐賀市 大財１－１－１４　　 飲食店 ZN-0002-1658

じん吉 佐賀市 大財１－３－１６ 飲食店 JS-0000-3169

じんぎすかん 佐賀市 大財１－３－７　　 飲食店 ZN-0001-4817

明月館 佐賀市 大財１－６－２３ 飲食店 JS-0003-3555

明月館大財本店 佐賀市 大財１－６－３２ 飲食店 JS-0000-1870

魚はち 佐賀大和店 佐賀市 大和町尼寺２６４０－１ 飲食店 JS-0003-0209

JETROOM 佐賀市 中央本町３－１０　広千ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4864

肉処 まつした 佐賀市 中央本町３－２２　大和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4552

串屋くうてん 佐賀市 中央本町４－１　天山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0237

ラウンジ ARK 佐賀市 中央本町４－２０　ミツ山ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-9654

英國屋 佐賀市 中央本町５－１３ 飲食店 JS-0000-9853

Hack Berry 佐賀市 中央本町５－１４　 飲食店 SL-2000-6505
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BarEN 佐賀市 中央本町７－２　　 飲食店 ZN-2000-0959

Re：cover 佐賀市 中央本町９－６　副島店舗２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2672

たなかさんち 佐賀市 中央本町９－７ 飲食店 JS-0001-7409

椿食堂 佐賀市 唐人１－１－１１ 飲食店 JS-0000-0786

酒肴 佐賀市 唐人１－２－２２ 飲食店 JS-0005-0455

ばってん酒蔵唐人本店 佐賀市 唐人１－５－３２　ＣＡＳＴ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5117

炉端ハチクッ 佐賀市 唐人１－６－１　アリエス唐人　　 飲食店 ZN-0001-5118

さがん大地 佐賀市 唐人１－７－１０ 飲食店 JS-0004-5712

かこみ庵佐賀愛敬店 佐賀市 唐人２－２－１　唐人ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1949

らかん 佐賀市 唐人２－２－１　唐人プラザビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8978

酒肴旬楽おうせ 佐賀市 唐人２－３－３４　　 飲食店 ZN-2000-6750

bonsol 佐賀市 唐人２－４－５ 飲食店 JS-0001-6828

餃子酒家 Tomoru 佐賀市 鍋島２－５－２７　けやきビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5139

居酒屋むらはち佐賀北部店 佐賀市 鍋島町大字八戸溝１５７－１ 飲食店 JS-0000-1231

鮨・椿油天ぷら八木 佐賀市 白山２－３－１４　　 飲食店 ZN-0002-1238

梟の響キ 佐賀市 白山２－５－２　第二白山ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4943

鍋家 花たろう 佐賀市 白山２－５－８ 飲食店 JS-0003-5531

冨苑 佐賀市 白山２－５－８　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1738

ぎんえん 佐賀市 白山２－６－１ 飲食店 JS-0000-3061

鳥屋 そう兵 佐賀市 白山２－６－３　コヤスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5042

あんじゅ 佐賀市 白山２－６－６　　 飲食店 ZN-0001-4879

ブリリアン・チャド 佐賀市 白山２－６－６　白山ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1378

King Kitchen 佐賀市 白山２－７－１　エスプラッツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4496

ANDALFA エスプラッツ店 佐賀市 白山２－７－１　エスプラッツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8616

やま根 佐賀市 八幡小路２－１１ 飲食店 JS-0003-5115

やきとり鶴 八幡小路店 佐賀市 八幡小路２－８　１Ｆ 飲食店 JS-0000-9931

博多一番どり佐賀兵庫店 佐賀市 兵庫南１－２－３１　　 飲食店 ZN-2000-4531

旬菜和食 夢咲屋 佐賀市 兵庫北３－１－８　ミサワプラザ１Ｆ北 飲食店 JS-0001-1522

パティスリ－マルス 兵庫店 佐賀市 兵庫北７－１－１８ 飲食店 AD-0000-0844

靴工房ジャンボ佐賀駅店 佐賀市 駅前中央１－１１－１　えきマチ１－佐賀東館 ショッピング JS-0004-3286

ファンタスティック佐賀店 佐賀市 駅前中央１－１１－２０　えきマチ１ ショッピング JS-0005-8306

（有）テクノ 佐賀市 嘉瀬町大字荻野２３７９－１ ショッピング JS-0003-3557

ミツバチ花屋 佐賀市 嘉瀬町大字扇町２４３５ ショッピング JS-0003-2833

つり具のまるきん佐賀北部バイパス店 佐賀市 開成６－１２－３５　 ショッピング SL-2001-1874

ガージュ モラージュ 佐賀店 家電 佐賀市 巨勢町大字牛島７３０ ショッピング JS-0005-2110

ガージュ モラージュ 佐賀店 佐賀市 巨勢町大字牛島７３０　北館２Ｆ ショッピング JS-0004-8139

ライブインつきぢ 佐賀市 金立町大字薬師丸１８２３－３ ショッピング JS-0005-4851

福田時計店 佐賀市 呉服元町１１－３８ ショッピング JS-0003-0679

サイクルショップ サンダーロード 佐賀市 呉服元町２－３０ ショッピング JS-0003-1209

錦粧 佐賀市 呉服元町８－６　 ショッピング SL-2000-9585

宝屋 佐賀市 光３－１１－１５ ショッピング JS-0000-1910

松尾ふとん 佐賀市 高木瀬西３－６－２１ ショッピング JS-0004-2469

株式会社 そえじま 佐賀市 高木瀬町大字長瀬９３３－４ ショッピング JS-0001-2234

県学校用品本部直売部 佐賀市 高木瀬町大字東高木２２７－１　教育会館　 ショッピング ZN-2000-4901
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防犯ネット佐賀 佐賀市 若宮２－１２－２３ ショッピング JS-0001-5244

神代薬局 黒川店 佐賀市 若宮２－１５－６　福井ビル内 ショッピング JS-0000-8311

有限会社若楠コンタクトレンズセンター 佐賀市 若宮２－１７－２ ショッピング JS-0003-8446

有）呉服の柳屋 佐賀市 諸富町為重１３４－１４ ショッピング JS-0004-8586

レグナテック 佐賀市 諸富町山領２６６－１ ショッピング JS-0001-9986

ファミリーファッションはしもと諸富店 佐賀市 諸富町山領３２３－１　　 ショッピング ZN-0002-4687

美川コンタクトレンズ 佐賀市 松原４－３－２１ ショッピング JS-0004-4190

Gift 佐賀市 新栄西２－１－３２ ショッピング JS-0001-5390

洋裁屋　Seam 佐賀市 神園１－２－３８　　 ショッピング PK-0000-7673

ワイモバイル佐賀 佐賀市 神野西２－１－３２ ショッピング JS-0001-7407

フロ－リスト　花とく 佐賀市 神野東１－１－１１　　 ショッピング PK-0000-8318

神代薬局 神野東店 佐賀市 神野東４－３－１５ ショッピング JS-0000-6972

佐賀スラッガー 佐賀市 神野東４－７－２１ ショッピング JS-0002-3418

SAGA 空港一番館 佐賀市 川副町犬井道９４７６－１８７ ショッピング JS-0003-8791

TRUNKMAN 佐賀市 多布施２－６－２２　　 ショッピング ZN-0002-4288

日眼メガネ 佐賀市 大財２－５－５ ショッピング JS-0002-3820

里麻 大和店 佐賀市 大和町尼寺５９７ ショッピング JS-0004-4660

（有）フラワー花園 佐賀市 中央本町４－１３ ショッピング JS-0002-8204

タカトリ薬局 佐賀市 天神２－５－２ ショッピング JS-0000-0600

サージュ 佐賀市 唐人１－６－１　アリエス唐人１０２ ショッピング JS-0001-2801

ノナカジュエリー 佐賀市 鍋島２－１３－１７　 ショッピング SL-2000-9397

クライミングスポットインパクト 佐賀市 鍋島４－４－１２ ショッピング JS-0003-7287

日本強運堂（株）佐賀店 佐賀市 鍋島５－７－２６ ショッピング JS-0001-0148

（株）ケイ・エスゴルフガーデン佐賀店 佐賀市 鍋島町大字八戸溝１４６５ ショッピング JS-0002-0783

暮らしセレクトショップ DINETTE 佐賀市 日の出１－１２－１８ ショッピング JS-0004-3961

国立佐賀病院売店 佐賀市 日の出１－２０－１ ショッピング JS-0005-4627

GEMS 佐賀市 白山２－２－２３ ショッピング JS-0001-7321

CLEAT 佐賀市 富士町古湯３１３２－２ ショッピング SL-2000-2404

Kimono 風椿 佐賀市 兵庫町大字渕１４０９－２ ショッピング JS-0004-5483

バラエティー 佐賀市 兵庫南１－１９－３４　 ショッピング SL-2000-5943

サージャント 佐賀市 兵庫南２－９－２３ ショッピング JS-0002-3646

やまぐち薬局 兵庫南店 佐賀市 兵庫南３－１４－２５ ショッピング JS-0004-9167

きものと帯えがしら 佐賀市 兵庫南４－３－２ ショッピング JS-0004-2569

kaya 佐賀市 兵庫北２－３０－３３－１ ショッピング JS-0000-3204

ラッピンナインゆめタウン佐賀店 佐賀市 兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀店　 ショッピング ZN-2000-5166

アンドクォーター佐賀 佐賀市 兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀内　 ショッピング ZN-2000-3029

有限会社渡辺花屋 佐賀市 兵庫北５－１５－１９ ショッピング JS-0000-1229

靴工房ジャンボ兵庫店 佐賀市 兵庫北７－１６－４ ショッピング JS-0004-3288

ぶんか書店佐賀店 佐賀市 本庄町大字袋２７２－１ ショッピング JS-0002-9321

古着屋センヤイチバ南部バイパス店 佐賀市 本庄町大字本庄１０ ショッピング JS-0004-2702

いしむら 本庄店 佐賀市 本庄町大字本庄１２７４－６ ショッピング JS-0000-6736

GOLF DOCK 佐賀市 本庄町大字本庄１９８ ショッピング JS-0003-6773

リサイクル センヤイチバ 佐賀市 本庄町大字本庄２０８ ショッピング JS-0001-3988

A．DOOR 佐賀市 本庄町大字本庄８３８－３ ショッピング JS-0000-8788
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神代薬局 本庄店 佐賀市 本庄町大字本庄８８８－８ ショッピング JS-0000-8249

Snow ＆ Merry 佐賀市 木原２－２－２ ショッピング JS-0000-4706

みしん工房 佐賀店 佐賀市 木原３－８－２９ ショッピング JS-0001-6172

モンスティル 佐賀市 駅前中央１－１４－３１　江口ビル１Ｆ サービス JS-0004-8596

hairmakeSTORY 佐賀市 駅前中央２－６－１１　　 サービス ZN-0003-1007

おかざき動物病院 佐賀市 下田町１－１３ サービス JS-0004-7651

（株）カートラスト 佐賀市 嘉瀬町扇町２６２０ サービス JS-0003-7485

ニュー東京 エクセレントヘアー 佐賀市 嘉瀬町大字扇町２４５０－１ サービス JS-0001-5493

らいふ薬局佐賀県医療センター好生館前店 佐賀市 嘉瀬町大字中原４００ サービス JS-0001-1842

明治屋クリーニングアルタ開成店 佐賀市 開成３－６－１６ サービス JS-0004-9111

明治屋クリーニングあんくるふじや久保田店 佐賀市 久保田町徳万１６２１－１ サービス JS-0005-0244

明治屋クリーニング巨勢店 佐賀市 巨勢町牛島１１８－３ サービス JS-0005-0248

MensHairSPICEtakagis 佐賀市 高木瀬２－４－５　　 サービス ZN-0003-1688

明治屋クリーニング アルタ高木瀬店 佐賀市 高木瀬町長瀬９６９－１ サービス JS-0005-0241

神代薬局若宮店 佐賀市 若宮１－１９－３０ サービス JS-0000-8250

amare 佐賀市 若宮２－１７－１１ サービス JS-0002-4093

神代薬局 北部バイパス店 佐賀市 若宮３－１－２２ サービス JS-0000-8343

昭和車体工業 佐賀市 諸富町山領７７７－２ サービス JS-0001-2551

レンタルのニッケン 佐賀営業所 佐賀市 諸富町山領四本松１１２８－７ サービス JS-0003-2331

Hair Club AIM 佐賀市 松原４－１－１　川崎ビル１Ｆ サービス JS-0000-7389

ヘアーメイクエクセルアムール 佐賀市 新栄西２－１０　　 サービス ZN-0003-0945

明治屋クリーニングアルタ新栄店 佐賀市 新栄東１－８－２８ サービス JS-0004-9104

HAIR MAKE WISE － Be． 佐賀市 神園５－３－１０ サービス JS-0001-1882

HAIRMAKEWISE － FIX 佐賀市 神野西３－４－１１ サービス JS-0001-1881

rivet 佐賀市 神野東３－１２－５１　１Ｆ サービス SL-2001-0110

明治屋クリーニング駅北店 佐賀市 神野東３－１－４０ サービス JS-0004-9119

GLAMASH 佐賀市 西田代２－３－２５　　 サービス ZN-0002-7490

Hair Beauty Billie 佐賀市 赤松町３－３７　 サービス SL-2000-6743

Brilliant 佐賀市 大財１－５－５９　 サービス SL-2000-0689

リラックスタイム 佐賀市 大財２－１－２８　 サービス SL-2000-5732

明治屋クリーニング尼寺店 佐賀市 大和町尼寺１４７７－４ サービス JS-0004-9117

明治屋クリーニング玉屋店 佐賀市 中の小路２－５ サービス JS-0004-9098

SMOORELA 佐賀店 佐賀市 中央本町３－２５ サービス JS-0004-6933

リヒト 佐賀市 東佐賀町３－３０ サービス JS-0000-0926

（有）オートナカヤマ 佐賀市 東佐賀町５－１１ サービス JS-0002-9999

SALONTSUJIMOTO 佐賀市 鍋島３－５－１５　コスモ壱番館１０５　 サービス ZN-0002-9848

ストレッチ＆トレーニング Trim 佐賀 佐賀市 鍋島町大字八戸１２４０－４　賛久ビル１Ｆ東 サービス JS-0004-9836

chou chou 佐賀市 鍋島町大字八戸溝１４０９－１　コイケアパート１Ｆ　 サービス SL-2001-0032

明治屋クリーニング 西支店 佐賀市 鍋島町八戸１２４１－１ サービス JS-0005-0254

明治屋クリーニング本店 佐賀市 南佐賀１－１０－３１ サービス JS-0004-9089

明治屋クリーニング日の出店 佐賀市 日の出１－１３－３３ サービス JS-0005-0245

明治屋クリーニング兵庫支店 佐賀市 兵庫南１－１４－４ サービス JS-0004-9123

ヘア メイク アロイジア 佐賀市 兵庫南１－１９－５２ サービス JS-0000-6702

RAVI 佐賀市 兵庫南２－９－１２ サービス JS-0001-8761
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有限会社千早自動車整備工場 佐賀市 兵庫北１－１－２７ サービス JS-0001-7065

明治屋クリーニングアルタゆめ咲きいちば店 佐賀市 兵庫北１－５－８ サービス JS-0005-0240

明治屋クリーニング夢咲店 佐賀市 兵庫北３－１０－２４　ルピナス１０１ サービス JS-0004-9103

TRU eyelash ゆめタウン佐賀店 佐賀市 兵庫北５－１４－１　１Ｆ サービス JS-0005-8808

TRU nail ゆめタウン佐賀店 佐賀市 兵庫北５－１４－１　２Ｆ サービス JS-0005-8809

カッツカンパニー 兵庫店 佐賀市 兵庫北５－６－１５ サービス JS-0003-0060

Arbre 佐賀市 北川副町大字光法１５９４－５ サービス JS-0001-6210

神代薬局 八田店 佐賀市 北川副町大字新郷７３２－１ サービス JS-0003-5360

Ses － SFORHAIR 佐賀市 堀川町１－１５　　 サービス ZN-0003-1625

フルハウス プレミア ヘアー 佐賀市 本庄町大字袋２８９－２ サービス JS-0001-4265

ダスキンレントオール佐賀ステーション 佐賀市 本庄町大字袋３０１－２ サービス JS-0004-1150

EXCELGLANZ 佐賀市 本庄町大字袋３１２－３　　 サービス ZN-0003-0937

hairdesignCOLORE 佐賀市 本庄町大字袋４０８－１５　　 サービス ZN-0003-1006

癒しの部屋 frais 佐賀市 本庄町大字本庄１１５３－２　　 サービス PK-0000-9099

croce 佐賀市 本庄町大字本庄１６７－９　　 サービス PK-0000-8086

明治屋クリーニング 南部バイパス本庄店 佐賀市 本庄町本庄１９６－１ サービス JS-0005-0247

美容室 ハッピー 佐賀市 木原２－２４－２ サービス JS-0001-5922

一富士補聴器佐賀センター 佐賀市 神野西４－１８－３２　 その他 SL-2000-0039

ペットスタジオ 101 鍋島店 佐賀市 鍋島２－３－９ その他 JS-0001-6999

ペットスタジオ 101 本庄店 佐賀市 本庄町大字袋３０１－１ その他 JS-0000-3185

本格炭火焼ひだね基山店 三養基郡 基山町小倉４４４－２ 飲食店 SL-2001-0732

醸し家 おおくぼ 三養基郡 基山町小倉５３０－４ 飲食店 JS-0001-2461

ヒラノスポーツ ミヤキテン 三養基郡 みやき町原古賀２１１ ショッピング JS-0001-6155

筑豊ラーメン山小屋 メルクス北茂安店 三養基郡 みやき町白壁２２２８ ショッピング JS-0004-8573

ヒラノスポーツ キヤマテン 三養基郡 基山町宮浦１８６－２４ ショッピング JS-0001-6156

株式会社プラザワン 三養基郡 基山町宮浦１８６－５５ ショッピング JS-0005-1805

BEELINE 筑紫野基山店 三養基郡 基山町大字小倉１９２２－１ ショッピング AL-0000-0020

株式会社ミートフーズ華松 三養基郡 上峰町堤３３０５－４　 ショッピング SL-2000-1319

アクアペット 佐賀 三養基郡 上峰町坊所１５８１ ショッピング JS-0000-2439

Haikara photo studio 三養基郡 みやき町白壁２４８６－１ サービス JS-0000-2103

エルゼマックスバリュー基山 三養基郡 基山町長野年の森１０１８ サービス JS-0003-3913

ヤキトリダイニング ラクラク 鹿島市 高津原３８２５－８ 飲食店 JS-0001-6910

居食屋 タム 鹿島市 中村１８３６－イ 飲食店 JS-0002-3238

株式会社松本自動車工業 本店 鹿島市 井手８００－２　 ショッピング SL-2000-9731

八犬伝総本家 鹿島市 古枝甲１６８９－１ ショッピング SL-2000-9316

メガネのオガワ 鹿島市 高津原３９８７　　 ショッピング ZN-2000-2255

アルファデザイン 鹿島市 高津原４０９９－３ ショッピング JS-0005-3202

靴工房ジャンボ鹿島店 鹿島市 高津原４３２６－１　ショッピングタウンピオ１Ｆ ショッピング JS-0004-3184

暮しのファッションフクダララベル鹿島店 鹿島市 納富分甲２－１　　 ショッピング ZN-2000-4890

クリーニング毎日屋 鹿島市 高津原４２４４－１９　 サービス SL-2000-0095

La chic 鹿島市 森９６２－８ サービス JS-0004-0108

株式会社宮園電工 鹿島市 高津原４１－３　 その他 SL-2000-3568

りんでん 小城市 牛津町上砥川２４４－１０ 飲食店 JS-0001-8181

焼肉館一炉 小城市 三日月町久米８１５－４ 飲食店 JS-0002-1084
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村岡屋 牛津店 小城市 牛津町柿樋瀬１０７０ ショッピング JS-0005-2567

八頭伝吉本舗 本店 小城市 小城町１５２－１７ ショッピング SL-2000-3056

山田老舗 小城市 小城町９０５ ショッピング SL-2000-7685

リ・マ－ジュ 小城市 芦刈町道免１０８０－６　　 サービス PK-0000-8002

神代薬局 セリオ牛津店 小城市 牛津町柿樋瀬１０６２－１ サービス JS-0000-6969

明治屋クリーニング セリオ牛津店 小城市 牛津町柿樋瀬１０６２－１ サービス JS-0005-0253

ZAC 小城市 牛津町柿樋瀬７６０　　 サービス PK-0000-8167

PARIShairmake 小城市 三日月町久米１２９０ サービス JS-0001-4076

マホウツカイ三日月店 小城市 三日月町三ヶ島４８６－２　　 サービス ZN-2000-2969

協和自動車株式会社 小城市 三日月町石木１６６－１ サービス JS-0003-1660

パール美容室 小城市 小城町２４２－１１ サービス JS-0002-1293

居酒屋 八蔵 吉野ヶ里店 神埼郡 吉野ヶ里町吉田３３－１ 飲食店 JS-0001-2755

吉野 麦米 神埼郡 吉野ヶ里町大曲１４０７－１ ショッピング JS-0003-3872

アンベルス 神埼郡 吉野ヶ里町豆田１８０３－１ ショッピング JS-0000-3406

天婦すし 神埼市 神埼町横武１９１－１ 飲食店 JS-0001-7580

割烹竹下 神埼市 神埼町田道ケ里２１００－４ 飲食店 SL-2000-2018

わんわんわん 神埼市 神埼町城原１２５６－１ ショッピング JS-0001-1575

［HC］（株）広瀬百貨電気部アニー店 神埼市 千代田町境原２３－３ショッピングセンターアニー内 ショッピング JS-0001-9587

モルサ 神埼市 千代田町境原２３－３ショッピングセンターアニー内 ショッピング JS-0002-7816

w．style 神埼市 千代田町崎村１１－７ ショッピング JS-0001-9750

T － ONE 神崎店 神埼市 神埼町田道ヶ里２０９１－１　　 サービス ZN-0003-0938

Graziehair 神埼市 神埼町本堀３１７８－８ サービス JS-0001-5414

ワンダー・わん 神埼市 神埼町本告牟田８５８－１ その他 JS-0005-0481

GALLERY ARITA 西松浦郡 有田町本町乙３０５７ 飲食店 JS-0004-0371

器挑ぎんや 西松浦郡 有田町外尾山丙１６７７－６ ショッピング JS-0002-9539

杏慕樹 西松浦郡 有田町丸尾丙１９３３－１　 ショッピング SL-2000-3310

G 工房 西松浦郡 有田町岩谷川内２－４－１１　 ショッピング SL-2000-9157

藍土 西松浦郡 有田町幸平１－２－１０ ショッピング JS-0002-0708

（有）ヤマオ昭山堂 西松浦郡 有田町幸平１－３－２ ショッピング JS-0005-6481

アリタポーセリンラボ株式会社 西松浦郡 有田町黒牟田丙３０３７－８ ショッピング JS-0002-2079

クリタ 西松浦郡 有田町赤坂２３５１－２４３　 ショッピング SL-2000-3944

（株）大慶 西松浦郡 有田町赤坂丙２３５１－１６９ ショッピング JS-0000-6142

マルシゲ陶器 アウトレットショップ 西松浦郡 有田町赤坂丙２３５１－１６９ ショッピング JS-0005-1325

株式会社 山忠 西松浦郡 有田町赤坂丙２３５１－１６９ ショッピング JS-0005-6083

玉峰窯 西松浦郡 有田町大樽２－３ー５　 ショッピング SL-2000-0855

青雅堂 西松浦郡 有田町中の原１－１－１６ ショッピング JS-0001-9293

株式会社福珠陶苑 西松浦郡 有田町中樽２－３０－１６ ショッピング JS-0002-1470

伊万里有田病院売店 西松浦郡 有田町二ノ瀬甲８６０ ショッピング JS-0005-3944

ギャラリー 有田 西松浦郡 有田町本町乙３０５７ ショッピング JS-0000-8937

有限会社徳久商店 西松浦郡 有田町本町丙９７２－５ ショッピング JS-0003-4341

ブリスにしやま西有田店 西松浦郡 有田町立部乙２２６４－５　 ショッピング ZN-2000-4836

カーレンタルうめざき 有田店 西松浦郡 有田町本町丙９７２－３１ サービス JS-0002-8600

株式会社賞美堂本店 アリタセラ店 西松浦郡 有田町赤坂２３５１－１６９　 その他 SL-2000-7175

SCOLCAFE 多久市 北多久町小侍１１０８－４　 飲食店 SL-2000-6352
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サンモリナガ 多久市 北多久町小侍６４２－１　 飲食店 SL-2000-4326

多久市観光協会 聖廟売店 多久市 多久町１８３７－１ ショッピング JS-0005-2957

本格炭火焼ひだね鳥栖店 鳥栖市 京町７１１－２３ 飲食店 SL-2001-0734

魚平 鳥栖市 京町７９０－１　緒方ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8374

焼肉プサン鳥栖本店 鳥栖市 古賀町１５　　 飲食店 ZN-0002-1250

八蔵 鳥栖店 鳥栖市 宿町７１６－８ 飲食店 JS-0000-6239

ダイニング トリデ 鳥栖店 鳥栖市 大正町７２１－１ 飲食店 JS-0000-9514

酒家 魚肉菜 虹晴れ 鳥栖市 大正町７２２－３　 飲食店 SL-2000-7972

溌地 鳥栖市 大正町８２０－１７－２ 飲食店 JS-0002-2177

炭火やきとり 桜翔 鳥栖市 本町２－１３９９－６ 飲食店 JS-0001-9699

弘助 鳥栖市 本鳥栖町４１０－７　 飲食店 SL-2000-9241

焼肉不動神 鳥栖市 本鳥栖町６１５－６　アーバンコート　 飲食店 ZN-2000-6990

菜蓮 二号店 鳥栖市 本通町１－８０４－１３ 飲食店 JS-0001-3552

菜蓮 本店 鳥栖市 本通町１－８１３－１１ 飲食店 JS-0001-3551

あおぞら電器 鳥栖市 牛原町５２８－２　山水ビル５号 ショッピング JS-0005-1602

ラソンテ 鳥栖市 元町１３５９－２　メモリ－鳥栖２０３　 ショッピング PK-0000-8959

ガージュ 鳥栖店 鳥栖市 江島町１７７６－１ ショッピング JS-0004-8140

ホットジャックガレージ 鳥栖市 酒井西町８２８－１ ショッピング JS-0001-9171

ユーデン松下 鳥栖市 蔵上町６２５－２ ショッピング JS-0005-1456

〔HC〕リンクとすでんき田代店大久保電器 鳥栖市 田代外町６５５－１３ ショッピング JS-0004-0795

紅屋呉服店 鳥栖市 田代上町２３４　 ショッピング SL-2000-3270

ma，am 鳥栖市 藤木町１－１０ ショッピング JS-0004-4497

ミルクネット 鳥栖市 姫方町３４１－１０ ショッピング JS-0001-7339

水田屋 鳥栖市 本町１－９７０　　 ショッピング ZN-2000-5707

フラワー中島 鳥栖市 本鳥栖町３８９－１　　 ショッピング ZN-2000-6865

ファッションハウスサイ鳥栖店 鳥栖市 本鳥栖町５３７－１　フレスポ鳥栖１Ｆ ショッピング JS-0005-8203

ヒラノスポーツ トステン 鳥栖市 本通町１－８１０－２４ ショッピング JS-0001-6154

佐藤生花店 鳥栖市 本通町２－１０５０－４ ショッピング JS-0004-4484

ボスコ・モト　鳥栖店 鳥栖市 弥生が丘５－１７　 ショッピング SL-2000-3014

GALLERY － YO 鳥栖市 弥生が丘６－１３６ ショッピング JS-0002-4327

トミーヒルフィガー鳥栖アウトレット 鳥栖市 弥生が丘８－１　鳥栖プレミアムアウトレット１７００区画 ショッピング JS-0002-2609

（有）みゆき 鳥栖市 養父町４９０－１ ショッピング JS-0002-2582

Lil’Auto Service 鳥栖市 酒井西町７９９－１ サービス JS-0003-9792

アクアルート 34 鳥栖市 宿町１２５６－１　 サービス SL-2000-0450

T － ONE 鳥栖店 鳥栖市 蔵上３－１５０　　 サービス ZN-0003-0939

Your′s hair evolution 鳥栖市 蔵上４－１８９　プロスパー五番館１０２　 サービス SL-2000-7848

hairdressinghaconiwa 鳥栖市 大正町７８６－５ サービス JS-0001-6122

藤田自動車サービス 鳥栖市 田代昌町４６４－３ サービス JS-0004-3394

CM 鳥栖 鳥栖市 本町３－１５１２－５ サービス JS-0003-3904

current 鳥栖市 本通町１－８５７－１４ サービス JS-0000-6420

ROSAPARKS 弥生が丘店 鳥栖市 弥生が丘６－３１４　　 サービス ZN-0002-9824

GRANT 鳥栖市 弥生が丘６－８１ サービス JS-0001-5207

岡時計店 鳥栖市 萱方町１８９－１　 その他 SL-2000-5287

サウンドフラッシュ 佐賀鳥栖店 鳥栖市 轟木町１１７３ その他 JS-0005-7294
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エフワンカラオケスタジオ 鳥栖市 養父町４８０－１ その他 JS-0005-6816

旬風 唐津市 京町１７６１－１　岡本ビル 飲食店 JS-0003-0913

ホームキッチンひげおやじ 唐津市 熊原町３２１５－７　　 飲食店 ZN-0001-4909

玄海活魚（株）お魚処玄海 唐津市 呼子町殿ノ浦５０８－３ 飲食店 JS-0000-3576

旬の膳 弥生 唐津市 呉服町１８１８－３ 飲食店 JS-0005-1386

山茂 唐津市 紺屋町１６７４　　 飲食店 ZN-0001-4908

焼き鳥倶楽部 いなかもん 唐津市 材木町２１２７－６　 飲食店 SL-2000-2288

うまか屋 祭太鼓 山本店 唐津市 山本１３９９－１ 飲食店 JS-0004-6932

矢倉寿司 唐津市 千代田町２１０９－１２　　 飲食店 ZN-0002-1740

丸福 唐津市 中瀬通６－２ 飲食店 JS-0001-4042

いっ福 唐津市 中町１８３０－１　　 飲食店 ZN-0001-5127

焼肉 点 中町店 唐津市 中町１８７０ 飲食店 JS-0002-1925

つく田 唐津市 中町１８７９－１　　 飲食店 ZN-0002-1127

酔虎寿し 唐津市 町田２－６－３３ 飲食店 JS-0000-0952

割烹日浦屋 唐津市 町田３－６－１６ 飲食店 JS-0000-3220

焼肉 点 刀町店 唐津市 刀町１５２２　珊瑚ビル１Ｆ左手前 飲食店 JS-0002-1924

居酒屋いもと 唐津市 刀町１５２４ 飲食店 JS-0001-8050

うまか屋 祭太鼓 浜玉店 唐津市 浜玉町横田下３５ 飲食店 JS-0004-6988

佐賀牛 なかむら 唐津市 浜玉町横田下９５４ 飲食店 JS-0000-5543

炭火焼 焼肉えん 唐津市 浜玉町横田下９５４ 飲食店 JS-0000-5551

ふじわら 唐津市 坊主町５５２－５　 飲食店 SL-2000-9284

（有）西部部品 唐津市 原１３２６－１ ショッピング JS-0002-1891

一番館 唐津市 呉服町１８０７　 ショッピング SL-2000-0038

フローリスト 花ツル 唐津市 材木町２１５４ ショッピング JS-0001-8746

幸栄商事（株） 唐津市 山本１４０４－１ ショッピング JS-0002-2166

にくのともる 唐津市 十人町１３８－１ ショッピング JS-0003-1990

（株）萬坊 唐津駅店 唐津市 新興町２９３６－１ ショッピング JS-0000-1064

lecarillon 唐津市 神田１９３８－２ ショッピング AD-0000-0921

曳山展示場 唐津市 西城内６－３３ ショッピング JS-0002-0173

ベルナチュール 唐津市 大石町２４６２ ショッピング JS-0003-8815

ファッションハウス彩大名小路店 唐津市 大名小路２４－１　まいづる本店ショッピングプラザ内 ショッピング JS-0005-6649

丸正商事（株） 唐津市 朝日町９９０－１ ショッピング JS-0003-3074

桃山天下市 唐津市 鎮西町名護屋１８５９ ショッピング JS-0005-2492

うま舎 唐津市 東城内１２－３ ショッピング JS-0000-0369

うま舎 唐津市 東城内１２－３ ショッピング JS-0005-5947

唐津城 唐津市 東城内８－１ ショッピング JS-0002-0174

有限会社中村牧場直売所 唐津市 浜玉町浜崎１９２２ ショッピング JS-0000-7276

西ノ門館 唐津市 北城内１－８ ショッピング JS-0002-0822

ヘアデザインアクシス 唐津市 高砂町１６９６－１　千歳ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7484

アルファヘア 唐津市 新興町３８ サービス JS-0003-5754

ヘアーズ・ファン 唐津市 神田２０２９　隆盛ホームＢ　１Ｆ サービス JS-0003-0601

さくらい動物病院 唐津市 船宮町２５８５－２９ サービス JS-0001-1059

hirasol 唐津市 町田１－７－４５　リバーハイム町田 サービス JS-0004-5206

クリックオート 唐津市 町田２１６４ サービス JS-0001-0206
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（株）白津自動車 唐津市 浜玉町横田下３９７－３ サービス JS-0003-2446

Pepito 唐津市 坊主町４３６－１ サービス JS-0005-0654

くるま工房 唐津市 和多田西山６－５０ サービス JS-0004-4662

サウンドフラッシュ 唐津店 唐津市 鏡４５１２－１ エンターテインメント JS-0004-2668

サウンドフラッシュ 唐津店 唐津市 鏡４５１２－１ エンターテインメント JS-0005-8265

trattoriYa Mimasaka 武雄市 山内町三間坂甲１４３３９－３　 飲食店 SL-2000-7265

Beee ＋マルシェ＆カフェ 武雄市 東川登町永野６７０４－３　 飲食店 SL-2000-0577

居酒屋 甚八 武雄市 武雄町昭和１０－１０ 飲食店 JS-0003-5063

佐賀牛炭火焼肉 佐が家 武雄市 武雄町昭和３－１２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-0384

まねき鮨 武雄市 武雄町昭和３５４ 飲食店 JS-0000-0331

居食亭 豊 武雄市 武雄町大字永島１５３５３－９　 飲食店 SL-2000-8008

BarSirius 武雄市 武雄町富岡７７５９－１　久家２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4384

独楽 武雄市 武雄町富岡７７６０－１２　海舟ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5035

（有）多ま寿司 武雄市 武雄町富岡７７６９－３ 飲食店 JS-0001-5151

ワインバーベガーズバンケット 武雄市 武雄町武雄７３６５ 飲食店 JS-0000-3015

炉端 ひより 武雄市 北方町志久１２２－１ 飲食店 JS-0001-3418

レゲエ居酒屋 NUFNUF 武雄市 北方町志久１７６２－１　 飲食店 SL-2000-0628

ZAKKAYA．MP 武雄市 西川登町神六２０１００ ショッピング JS-0002-1783

靴工房ジャンボ武雄店 武雄市 朝日町甘久３２０－１　ヤマザキビル１Ｆ東 ショッピング JS-0004-3188

小山路窯 武雄市 東川登町永野６７６６－１　 ショッピング SL-2000-5429

［HC］株式会社山茂電機 武雄市 武雄町昭和３８－１５ ショッピング JS-0001-8374

ブリスにしやま武雄店 武雄市 武雄町富岡１２５０９－１　　 ショッピング ZN-0002-5291

〔HC〕有限会社三光電機 武雄市 武雄町武雄８１０３ ショッピング JS-0000-3836

里麻 北方店 武雄市 北方町志久１５６８－３ ショッピング JS-0004-4659

ユーロガレージ 武雄市 武雄町永島１５６６０－４ サービス JS-0003-7536

Lien 武雄市 武雄町富岡１１５０９－５　コーポフローレンス１Ｆ サービス JS-0001-0399

ヘアデザイン DUO 武雄市 武雄町武雄８１４８ サービス JS-0004-2461

北方温泉四季の里七彩の湯 武雄市 北方町大崎４３００－１ その他 JS-0000-0592


