
▼うきは市 ▼みやま市 ▼三井郡大刀洗町

▼三潴郡大木町 ▼中間市 ▼久留米市

▼京都郡みやこ町 ▼京都郡苅田町 ▼八女市

▼八女郡広川町 ▼北九州市八幡東区 ▼北九州市八幡西区

▼北九州市小倉北区 ▼北九州市小倉南区 ▼北九州市戸畑区

▼北九州市若松区 ▼北九州市門司区 ▼古賀市

▼嘉穂郡桂川町 ▼嘉麻市 ▼大川市

▼大牟田市 ▼大野城市 ▼太宰府市

▼宗像市 ▼宮若市 ▼小郡市

▼春日市 ▼朝倉市 ▼朝倉郡筑前町

▼柳川市 ▼珂川市 ▼田川市

▼田川郡大任町 ▼田川郡添田町 ▼直方市

▼福岡市 ▼福岡市中央区 ▼福岡市南区

▼福岡市博多区 ▼福岡市城南区 ▼福岡市早良区

▼福岡市東区 ▼福岡市西区 ▼福津市

▼筑後市 ▼筑紫郡那珂川市 ▼筑紫郡那珂川町

▼筑紫野市 ▼築上郡築上町 ▼糟屋郡久山町

▼糟屋郡宇美町 ▼糟屋郡志免町 ▼糟屋郡新宮町

▼糟屋郡篠栗町 ▼糟屋郡粕屋町 ▼糟屋郡須惠町

▼糸島市 ▼行橋市 ▼豊前市

▼遠賀郡岡垣町 ▼遠賀郡水巻町 ▼遠賀郡遠賀町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

KIKUYASTAGE2 うきは市 吉井町１３１６－５３ ショッピング

Aコープよしい店 うきは市 吉井町３５６－５ ショッピング

明林堂書店 ゆめマートうきは店 うきは市 吉井町千年１５３ ショッピング

馬庵このみ うきは市 吉井町生葉７８５－２ 飲食店

にじの耳納の里 まんてん市場 うきは市 吉井町福益１３０－１ ショッピング

Aコープうきは店 うきは市 浮羽町朝田５８４－１ ショッピング

シュ-ズハウス ステップワン うきは市 浮羽町朝田５８４－１　Ａコ－プうきは内 ショッピング

Trattoria　Green うきは市 浮羽町浮羽１３９－１　 飲食店

ヘアールーム　フーラー みやま市 瀬高町上庄１２４８　 サービス

フクミツ みやま市 瀬高町下庄１９９６－１５　 ショッピング

株式会社道の駅みやま みやま市 瀬高町大江２３２８ ショッピング

チョコレートハウスココロ みやま市 瀬高町長田７５５－１ 飲食店

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

赤身焼肉ノ2929 みやま市 高田町濃施５６８－１ 飲食店

Aコープ大刀洗店 三井郡大刀洗町 本郷１１０８－１ ショッピング

くるるん夢市場 三潴郡大木町 横溝１３３１－１ ショッピング

食処 さんぞくや 中間店 中間市 岩瀬１－５－１ 飲食店

大庭酒店 中間市 東中間２－２－３ ショッピング

Booksあんとく三潴店 久留米市 三潴町早津崎８９２ ショッピング

焼肉きんぐ久留米上津店 久留米市 上津１－１２－５ 飲食店

エフコープ 久留米店 久留米市 上津１－１５－３ ショッピング

ゆず庵 久留米上津店 久留米市 上津１－９－３０ 飲食店

ライコランド久留米上津店 久留米市 上津町１１６４－２ ショッピング

アクト 久留米店 久留米市 上津町１１７３－２ ショッピング

La．tulle 久留米市 上津町１１８１－５ サービス

Tigger 久留米市 上津町１丁目２－１４　２ サービス

リラックス 上津バイパス店 久留米市 上津町本山２－５－８ ショッピング

久留米やきとり 有馬 久留米市 六ツ門町１－５ 飲食店

鮨こうづま 久留米市 六ツ門町１７－１５　シャルマンハイツ古賀　
１Ｆ 飲食店

おなか元気居酒屋まんまる 久留米市 六ツ門町１７－２１ 飲食店

香炉 久留米市 六ツ門町７－２４－１０１ 飲食店

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１０
９号 飲食店

福栄のから揚げ 本店 久留米市 北野町高良１３６９－３ ショッピング

焼肉 お食事処 花くら 久留米市 北野町高良１４７２－１ 飲食店
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原古賀焼肉 やきにく屋 久留米市 原古賀町２９－３３　アサヒ六ツ門　１Ｆ 飲食店

ル・サントーレ久留米店 久留米市 合川町１５２７－２ ショッピング

NAVYchums 久留米市 合川町１５７４－２ サービス

うなぎの留さん 久留米市 合川町１８７７－２１ 飲食店

ハトヤ 久留米市 合川町１８７７－２３ ショッピング

平田ナーセリー 久留米本店 久留米市 善導寺町木塚２８８－１ ショッピング

平田ナーセリー 久留米店 久留米市 善導寺町木塚２８８－１ ショッピング

Annyのお気に入り 久留米店 久留米市 国分町１６００－３ ショッピング

ハードオフ久留米国分店 久留米市 国分町２０３０－１ ショッピング

オフハウス久留米国分店 久留米市 国分町２０３０－１ ショッピング

業務スーパー 久留米筑後国分店 久留米市 国分町二ノ江１１７２－１ ショッピング

明林堂書店 国分店 久留米市 国分町字二ノ江１１６８－６ ショッピング

牛島製茶 JR・久留米店 久留米市 城南町２－３４ ショッピング

穀物屋 森光商店 久留米市 城南町５－３０ ショッピング

カラス 久留米市 城島町城島３６－１０ 飲食店

ぴーこっく本店 久留米市 大手町１－６ ショッピング

磯丸水産西鉄久留米店 久留米市 大手町１－７ 飲食店

メガネ工房ヤナガ 久留米市 大橋町常持２７ ショッピング

古賀美酒店 久留米市 天神町３３－１ ショッピング

丸秀鮮魚店久留米店 久留米市 天神町７７－１ 飲食店

ナチュラルスタイル 久留米市 太郎原町１４０８－１ ショッピング

南海部品 久留米小森野店 久留米市 小森野１－６－１ ショッピング

カフェファディ 久留米店 久留米市 小森野２－１７－１２ ショッピング

炭火焼き酒場酉香 久留米市 小頭町８－２　永田店舗１ 飲食店

ホームプラザ ナフコ 旗崎店 久留米市 御井旗崎５－８－２４ ショッピング

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

BOOKOFF楽市街道くるめ店 久留米市 新合川２－７－１０ ショッピング

Aguhairviolet久留米 久留米市 新合川２－７－１０　久留米アミューズメント
ビル　１Ｆ サービス

UORIKI 久留米市 日ノ出町１８－１ ショッピング

さかな市場 久留米日吉町店 久留米市 日吉町１２－４５ 飲食店

幸鮨 久留米市 日吉町１４－３７ 飲食店

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

寿しの次郎長 久留米市 日吉町４－２ 飲食店

焼肉直球久留米店 久留米市 日吉町６－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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シューズ愛ランド 久留米上津バイパス店 久留米市 本山１－１０－５ ショッピング

ゆめマート上津 久留米市 本山２－８－１２ ショッピング

鮨 徳米 久留米市 本町１－４ 飲食店

炭火居酒屋 クマサン家 久留米市 本町３丁目１３ 飲食店

ホームセンターサカモト 久留米市 東合川２－１－５ ショッピング

ジョイント久留米店 久留米市 東合川２－６－８ ショッピング

地どり屋　市 久留米市 東合川２丁目９－１５　 飲食店

中華季菜 上海MYU 久留米市 東合川３－１８－２２ 飲食店

マジックライド 久留米市 東合川５丁目６－６ ショッピング

マンガ倉庫 久留米店 久留米市 東合川６－１－１５ ショッピング

炭火焼肉佐蔵 久留米市 東櫛原町１１８５－１ 飲食店

ジョイント久留米中央店 久留米市 東町２７－１５ ショッピング

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

旬魚馬菜憲五百 久留米市 東町３４－３ 飲食店

やきにく肉助 久留米市 東町３４－７２　イズミビル　１Ｆ 飲食店

TRUNAIL＆EYELASH 久留米店 久留米市 東町３９－１３　山水櫻ビル　４Ｆ サービス

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

メキシコ料理 エルドラド 久留米市 東町３９７－５ 飲食店

レイメイ 久留米店 久留米市 東町４０－１３　ニューフタマタビル　１Ｆ ショッピング

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

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

こうじ夜 久留米市 櫛原町１２２－３ 飲食店

日本料理 たはら 久留米市 櫛原町１２８－４ 飲食店

ステーキハウス牛車 久留米市 櫛原町９７－１ 飲食店

さかなづくし本店 久留米市 津福今町４１９－３ ショッピング

魚政 久留米市 津福本町１７１９－９ 飲食店

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

Aコープ田主丸店 久留米市 田主丸町豊城７５－１ ショッピング

LAGUNA 久留米市 白山町５６３－１ 飲食店

インディアンレストラン ビスヌ 久留米市 百年公園１－１　久留米リサーチセンタービル
　１Ｆ 飲食店

鮨処 徳 久留米市 篠山町３－１２０ 飲食店

グリーンフィールズ店 久留米市 篠山町３９７－４ ショッピング

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

Aコープあらき店 久留米市 荒木町白口２３１７－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ビストロ ときつ 久留米市 荘島町２－６ 飲食店

さかな家そう馬 久留米市 荘島町８－２０ 飲食店

豊島屋上津バイパス店 久留米市 藤光１－４－１ ショッピング

ピッツェリア アメニータ 久留米市 螢川町１０－１ 飲食店

すきやき　中津留新館 久留米市 螢川町２－１７ 飲食店

鮨 しょう 久留米市 螢川町２－４　竹下ビル　１Ｆ　西 飲食店

ヘアープレジス 久留米市 西町１１９５－８ サービス

広又 甚六 久留米市 西町１５０６－５ 飲食店

焼とり鉄砲 花畑店 久留米市 西町９２１－１５ 飲食店

LOVERIAKURUME 久留米市 諏訪野町１９４７－２ サービス

リラックス DAIMARU野中店 久留米市 諏訪野町２１５７－２ ショッピング

ヘアーフェール 久留米市 諏訪野町２６１９　江崎第七ビル　１Ｆ サービス

銀のすぷーん 本店 久留米市 諏訪野町２７２１ 飲食店

肉料理 将 久留米市 諏訪野町２７８０－２ 飲食店

アメリカン クロ-ジング カンパニー 久留米市 通東町２－１５ ショッピング

ステーキ鉄板・焼肉中津留 久留米市 通東町６－１３ 飲食店

ナカツル 精肉店 久留米市 通東町６－１３ ショッピング

FACE 久留米市 通町１０４－１ ショッピング

幸鮨 通町店 久留米市 通町７－１２ 飲食店

パン・ド・キュイソン 久留米市 通町７－１４ 飲食店

甚六鮨 久留米市 通町７－３ 飲食店

焼とり鉄砲 上津バイパス店 久留米市 野伏間１－１０－１ 飲食店

BOOKOFF 久留米上津バイパス店 久留米市 野伏間１－８－５ ショッピング

いきなりステーキ久留米店 久留米市 野伏間１－８－５ 飲食店

Yショップ前川原店 久留米市 高良内町２７２８ ショッピング

アストロプロダクツ 久留米店 久留米市 高野２－６－４０ ショッピング

JA福岡京築 採れたて市場美夜古勝山店 京都郡みやこ町 勝山箕田１３０２ ショッピング

豊島屋苅田店 京都郡苅田町 二崎１１８－２ ショッピング

ホームプラザナフコ 苅田店 京都郡苅田町 幸町６－７ ショッピング

海都 苅田店 京都郡苅田町 磯浜町１－９－７ 飲食店

アストロプロダクツ 小倉東店 京都郡苅田町 若久町３－９－１ ショッピング

株式会社星野製茶園 八女市 星野村８１３６－１ ショッピング

鶏の極み とり源 八女市 本村４２５－４２　清水ビル１Ｆ 飲食店

焼肉恩匠 八女市 本町１－１６－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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季ごゝろ くぼやま 八女市 本町２－５４９ 飲食店

八女人形会館 八女市 津江７１１ ショッピング

明林堂書店 ゆめタウン 八女店 八女市 蒲原９８８－２８　ゆめタウン八女店内 ショッピング

寿し割烹　立花 八女市 馬場３５４－１ 飲食店

漆工房 岩弥 八女市 高塚２５３－１ ショッピング

茶の葉堂 八女郡広川町 水原２０１９－４ ショッピング

焼肉工房 神記 北九州市八幡東区 中央２－２－１５ 飲食店

食処 さんぞくや 帆柱店 北九州市八幡東区 天神町１－２０ 飲食店

お菓子のリーフ 八幡本店 北九州市八幡東区 昭和３－１－２３ 飲食店

ヘア－サロンアルプス 北九州市八幡東区 枝光４丁目５－４　 サービス

カフェファディ 桃園店 北九州市八幡東区 桃園１丁目４－４５ ショッピング

WillplusBMW八幡 北九州市八幡東区 桃園２－１－１ ショッピング

平 明太子専門店 北九州市八幡東区 白川町１－５ ショッピング

Sense of hair 北九州市八幡東区 祇園１－８－１ サービス

オピウムヘアメイク 祇園店 北九州市八幡東区 祇園２－１０－１５　１Ｆ サービス

ナチュラルリーフ 北九州市八幡東区 高見３－３－１４ ショッピング

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

鉄板居酒屋五衛門 北九州市八幡西区 三ヶ森３－１３－２ 飲食店

bespoke SUIT110 北九州市八幡西区 三ヶ森４－１２－２１ ショッピング

明林堂書店 三ケ森店 北九州市八幡西区 三ヶ森４－８－５ ショッピング

もつ鍋・串焼き暁月 北九州市八幡西区 三ヶ森４－９－１ 飲食店

大衆焼肉昭和 北九州市八幡西区 三ヶ森４－９－２４ 飲食店

かつや北九州上の原店 北九州市八幡西区 上の原３－１－２ 飲食店

焼肉・すきしゃぶおんどる永犬丸店 北九州市八幡西区 八枝１－２－１０１ 飲食店

Janna 北九州市八幡西区 八枝２－１－１ サービス

カフェファディ 永犬丸店 北九州市八幡西区 八枝２－２－２２ ショッピング

ピエトロバルコーネ 永犬丸店 北九州市八幡西区 八枝４－２－２２ 飲食店

かば田本店 北九州市八幡西区 八枝５－４－５２ ショッピング

& GRACE 北九州市八幡西区 則松１丁目１０－３３ サービス

蔵ハウス 八幡西店 北九州市八幡西区 則松５－２０－１９ ショッピング

AT EASE 北九州市八幡西区 則松５－２０－１９ ショッピング

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

感動焼鳥 蔵 則松店 北九州市八幡西区 則松７－１８－３０ 飲食店

印璽の富士山 北九州市八幡西区 力丸町７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エフコープ 折尾店 北九州市八幡西区 千代ヶ崎１－２－１ ショッピング

ゆめマート東折尾 北九州市八幡西区 友田３－９－１０ ショッピング

若寿司 北九州市八幡西区 吉祥寺町１８－１３ 飲食店

地鶏酒場かしわ 北九州市八幡西区 大浦３丁目１３－５　 飲食店

ホームプラザ ナフコ 折尾店 北九州市八幡西区 大膳１－１－１ ショッピング

南海部品 黒崎店 北九州市八幡西区 幸神１－１０－２９ ショッピング

焼肉きんぐ 北九州黒崎店 北九州市八幡西区 幸神４－１－３ 飲食店

カフェファディ 本城店 北九州市八幡西区 御開３－１１－３ ショッピング

ハンズクラフト 八幡西店 北九州市八幡西区 御開３－３１－２７ ショッピング

ゆめマート本城 北九州市八幡西区 御開４－８－１ ショッピング

炉端藁焼芽から鱗 北九州市八幡西区 折尾１－１３－２５ 飲食店

かば田食品 本城店 北九州市八幡西区 本城２－８－４１ ショッピング

食処 さんぞくや ひびきの店 北九州市八幡西区 本城学研台１－３－７ 飲食店

焼肉レストラン慶寿園 本城店 北九州市八幡西区 本城東５－１８－８ 飲食店

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

アストロプロダクツ 八幡西店 北九州市八幡西区 桜ヶ丘町１－３　ドン・キホーテ黒崎店　２Ｆ ショッピング

びっくりドンキー黒崎店 北九州市八幡西区 桜ヶ丘町２－９ 飲食店

夢の季 浅川店 北九州市八幡西区 浅川１－２０－１８ 飲食店

びっくりドンキー折尾浅川店 北九州市八幡西区 浅川２－１９－８ 飲食店

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

フォルクス　黒崎店 北九州市八幡西区 筒井町１３－３ 飲食店

SCOOP HAIR 北九州市八幡西区 紅梅４－１０－１１ サービス

カルビッシュ 折尾店 北九州市八幡西区 美吉野町１０６３－１－１ 飲食店

シューズ愛ランド 北九州折尾店 北九州市八幡西区 美吉野町１３－５ ショッピング

焼肉屋 慶寿園 北九州市八幡西区 船越２－１－３３ 飲食店

エフコープ くらしHOT館 北九州市八幡西区 茶売町４－２ ショッピング

鮨処　はぎ 北九州市八幡西区 菅原町４－１０　 飲食店

calme Lieu M 北九州市八幡西区 藤原１－４－２７ サービス

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

御料理 まつ山 北九州市八幡西区 藤田２－１－１０ 飲食店

久昇庵 北九州市八幡西区 藤田３丁目４－１１　 飲食店

ステーキハウス小坂 北九州市八幡西区 藤田４－２－１８　横尾ビル 飲食店

焼肉料理店お田 北九州市八幡西区 西神原町１－１１　 飲食店

酒まつり八幡西店 北九州市八幡西区 里中３－４－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オフィスランド 八幡あいおい店 北九州市八幡西区 鉄竜１－４－８ ショッピング

東龍軒 陣原店 北九州市八幡西区 陣原２－１１－２ 飲食店

かば田 てんとまる 北九州市八幡西区 陣原３－１－３０ ショッピング

スレッジハンマー 北九州市八幡西区 陣原３丁目２１－９ サービス

和がや 北九州市八幡西区 養福寺町１－１ 飲食店

ゆめマート香月西 北九州市八幡西区 香月西３－１－１ ショッピング

かっぱの里 八幡店 北九州市八幡西区 馬場山東２－９－７ ショッピング

ホームプラザナフコ 馬場山店 北九州市八幡西区 馬場山西５ ショッピング

焼肉たんぽぽ 北九州市八幡西区 鷹の巣３－２－１２－１０２ 飲食店

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

焼肉広安里 北九州市八幡西区 黒崎１－１４－５　１Ｆ 飲食店

旬菜鮮魚と旨い酒八右衛門 北九州市八幡西区 黒崎１－６－８ 飲食店

豚カツと和食 のぶたけ 北九州市八幡西区 黒崎１－８－１３ 飲食店

cococara－hairnico店 北九州市八幡西区 黒崎２－１０－１６　２Ｆ サービス

ロッソビアンコ 北九州市八幡西区 黒崎２－６－１３ 飲食店

和食処たか美 北九州市八幡西区 黒崎２－８－１７ 飲食店

握り屋 北九州市八幡西区 黒崎２－９－１５　２Ｆ 飲食店

富乃屋 北九州市八幡西区 黒崎２丁目７－１０　 飲食店

クラメールパリ黒崎コムシティ店 北九州市八幡西区 黒崎３－１５－３　コムシティ　２Ｆ サービス

黒崎田舎庵 日日屋 北九州市八幡西区 黒崎４－１－２２　善明ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉の南大門 北九州市八幡西区 黒崎４－１－５　２Ｆ 飲食店

古仙 北九州市八幡西区 黒崎５－４－２４ 飲食店

和牛処 竜壱 北九州市小倉北区 三郎丸３－１０－３　梅田ビル　１Ｆ 飲食店

フォルクス　到津店 北九州市小倉北区 上到津３－１－５ 飲食店

ホームプラザナフコ 中井店 北九州市小倉北区 中井１－４１－１ ショッピング

美容室賀流 北九州市小倉北区 中井２－２－２０ サービス

Mii amo 北九州市小倉北区 中島１－１９－１３ サービス

ナカノテツ本店 北九州市小倉北区 京町１－３－１０ ショッピング

ホーム クロス 北九州市小倉北区 京町１－４－２ ショッピング

hairsalonICHARI 北九州市小倉北区 京町１－６－２４　上田ビル　２Ｆ サービス

活魚居酒屋 味楽 本店 北九州市小倉北区 京町１－６－２８ 飲食店

TERRACE 北九州市小倉北区 京町１－６－２８ サービス

amon H＆D 小倉駅前店 北九州市小倉北区 京町２－４－２７　ＫＤビル　７Ｆ サービス

ライブ＆グリル ビヨンド 北九州市小倉北区 京町２－４－２７　ＫＤビル　８Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Aguhaircholine小倉 北九州市小倉北区 京町２－４－３０　カーサグランデ第一ビル　
３Ｆ サービス

クラヤ 北九州市小倉北区 京町２－６－１９ ショッピング

靴下屋 小倉駅前中央通り 北九州市小倉北区 京町２－７－５　１Ｆ ショッピング

焼肉商店一 北九州市小倉北区 京町２丁目１－４　伊賀ビル１Ｆ 飲食店

LEA－LEYA セントシティ店 北九州市小倉北区 京町３－１－１　セントシティ２Ｆ ショッピング

ファディ小倉駅前店 北九州市小倉北区 京町３－１－１　小倉駅前アイム　Ｂ１ ショッピング

旬菜いち来 北九州市小倉北区 京町３丁目５－４　 飲食店

本格炭火焼 小倉神仁 北九州市小倉北区 区宇佐町１－３－３０ 飲食店

居酒屋人力車 北九州市小倉北区 古船場町２－１２　 飲食店

焼肉工房 憶 北九州市小倉北区 古船場町８－１３　内山ビル　１Ｆ 飲食店

小倉稚加栄 北九州市小倉北区 堺町１－４－２６ 飲食店

リカーマウンテン小倉堺町店 北九州市小倉北区 堺町１－４－３ ショッピング

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

江戸満 北九州市小倉北区 堺町１－５－３ 飲食店

オーリック 堺町店 北九州市小倉北区 堺町１－８－２２ ショッピング

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

かりん燈 北九州市小倉北区 堺町１－９－７ 飲食店

力　ラーメン 北九州市小倉北区 堺町１丁目１０－１５　 飲食店

ザ スティールハウス ダイニング 北九州市小倉北区 大手町１２－３ 飲食店

活魚廻転寿司 平四郎 北九州市小倉北区 大手町１２－４ 飲食店

hair resort peace 北九州市小倉北区 大手町１２－４　２Ｆ サービス

焼肉 菜好牛 足立店 別館 北九州市小倉北区 大畠３－４－２０ 飲食店

i．d．o japan 北九州市小倉北区 大畠３－７－４５ サービス

CS made by shachu 西小倉 北九州市小倉北区 大門１－３－１６　エルハーヴェン　１Ｆ サービス

Csmart リバーウォーク 北九州 北九州市小倉北区 室町１－１－１　Ａ－１０５ ショッピング

AROSSO 北九州市小倉北区 室町２－１０－１３　１Ｆ ショッピング

55食堂 北九州市小倉北区 室町２－１１－１１　１Ｆ 飲食店

美容室 M・21 室町店 北九州市小倉北区 室町２－２－５ サービス

レ・プリュス 北九州市小倉北区 室町２－９－１－１０２ ショッピング

ト－タルファッション和光 北九州市小倉北区 弁天町１番２７号　 ショッピング

ライコランド 小倉店 北九州市小倉北区 愛宕１－５－７０ ショッピング

びっくりドンキー小倉中津口店 北九州市小倉北区 明和町１－７ 飲食店

焼肉華久羅 北九州市小倉北区 木町３丁目１５－１２　米谷木町第二ビル１０
１ 飲食店

Cafe＆Restaurant えすと 北九州市小倉北区 東城野町５－６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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MAI BEAUTY 北九州市小倉北区 東城野町８－２５ サービス

菓匠きくたろう アミュプラザ小倉店 北九州市小倉北区 浅野１－１－１ 飲食店

サブウェイ 小倉駅店 北九州市小倉北区 浅野１－１－１　北九州モノレール小倉駅構内 飲食店

ジャングル小倉店 北九州市小倉北区 浅野２－１４－１５　あるあるｃｉｔｙ　２Ｆ ショッピング

まんだらけ 小倉店 北九州市小倉北区 浅野２－１４－５　あるあるシティ　４Ｆ ショッピング

グリル＆パブ　ロイン 北九州市小倉北区 浅野２丁目１３－２４　エムシード浅野 飲食店

カフェファディ 小倉店 北九州市小倉北区 浅野３－６－６ ショッピング

エタンセール カワモト 北九州市小倉北区 清水３－２－１８ ショッピング

古武士屋 北九州市小倉北区 熊本１－１－３ ショッピング

P．J．ワインセラー 北九州市小倉北区 熊本３－５－１３ ショッピング

エフコープ 黒原店 北九州市小倉北区 熊本４－１－６ ショッピング

観山荘 本館 北九州市小倉北区 片野２－１９－１８ 飲食店

フォルクス　小倉店 北九州市小倉北区 片野２－２１－２６ 飲食店

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

焼肉・冷麺肉衛門 北九州市小倉北区 片野３－３－３ 飲食店

とり吉 北九州市小倉北区 片野４－２－１５ 飲食店

FABRIC’S 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

ハニーズ 小倉チャチャタウン店 北九州市小倉北区 砂津３－１－１　チャチャタウン小倉 ショッピング

ピエトロ 小倉砂津店 北九州市小倉北区 砂津３－１－１　チャチャタウン小倉　１Ｆ 飲食店

オフィスランド 足立インター店 北九州市小倉北区 神岳１－２－１７ ショッピング

牛ちゃん 北九州市小倉北区 神岳１－２－６ 飲食店

グランドール 北九州市小倉北区 神岳１－５－２０ サービス

Willplus BMW小倉 北九州市小倉北区 竪町１－１－２５ ショッピング

ECHIGOYA北九州店 北九州市小倉北区 竪町１－５－１５　三好野ビル　１Ｆ ショッピング

鮨 本 北九州市小倉北区 米町１－２－６　１Ｆ 飲食店

焼肉・すきしゃぶおんどる小倉駅前店 北九州市小倉北区 米町１－３－１０　一宮ビル　２Ｆ 飲食店

ふくとく 北九州市小倉北区 米町１－４－２１　ニチフビル　２０２ 飲食店

一龍 北九州市小倉北区 米町１丁目２－８ 飲食店

amon H＆D 平和通り 北九州市小倉北区 紺屋町１－１　１Ｆ サービス

台湾料理 大好ヤ 北九州市小倉北区 紺屋町１－１４ 飲食店

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

平 明太子 小倉店 北九州市小倉北区 紺屋町１３－１ ショッピング

よし牛 北九州市小倉北区 紺屋町２－４ 飲食店

Rosso 北九州市小倉北区 船場町２－１０　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラコステ 小倉 北九州市小倉北区 船場町２－６　オリエンタルキャピタルタワー
　１Ｆ ショッピング

バリオス 本店 北九州市小倉北区 船場町３－５ ショッピング

かば田食品 小倉船場の店 北九州市小倉北区 船場町３－６　近藤別館ビル　１Ｆ ショッピング

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

焼肉J 北九州市小倉北区 若富士町６－１－１０１　寿軒ビル 飲食店

n－BASEMENT 北九州市小倉北区 西港町１５ ショッピング

東龍軒 西港店 北九州市小倉北区 西港町１５－１２ 飲食店

マナベインテリアハーツ 小倉北店 北九州市小倉北区 西港町１５－２４ ショッピング

食処 さんぞくや 西港店 北九州市小倉北区 西港町３０－１８ 飲食店

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

江戸前鮨二鶴 北九州市小倉北区 足立１－４－３１ 飲食店

焼肉やすもり 小倉店 北九州市小倉北区 重住３－９－５ 飲食店

焼肉菜好牛 金田店 北九州市小倉北区 金田２－１－６ 飲食店

田舎庵 小倉本店 北九州市小倉北区 鍛冶町１－１－１３ 飲食店

ふくいち 北九州市小倉北区 鍛冶町１－１－１４ 飲食店

鳥松 本店 北九州市小倉北区 鍛冶町１－２－１６　米原ビル　１Ｆ 飲食店

味楽来 北九州市小倉北区 鍛冶町１－２－２　坪根　１Ｆ 飲食店

海人 鍛冶町店 北九州市小倉北区 鍛冶町１－２－２　坪根ビル　１Ｆ 飲食店

京寿司FC鍛冶町店 北九州市小倉北区 鍛冶町１－２－４　１Ｆ 飲食店

カルビ市場 北九州市小倉北区 鍛冶町１－２－４　内田ビル　２Ｆ 飲食店

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

銀次郎 別館 北九州市小倉北区 鍛冶町１－４－１４ 飲食店

焼鳥酒膳 鸞 北九州市小倉北区 鍛冶町１－４－１７ 飲食店

ふぐ料理　あかぎ 北九州市小倉北区 鍛冶町１－４－２２ 飲食店

魚仙 みやはら 北九州市小倉北区 鍛冶町１－６－１７　第一ビル　２Ｆ 飲食店

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

日本料理 正菴 北九州市小倉北区 鍛冶町１－８－１４　エルザ第二ビル 飲食店

焼肉の龍園 北九州市小倉北区 鍛冶町１－８－１５ 飲食店

メルキド 北九州市小倉北区 須賀町１４－５ ショッピング

大邱食堂 北九州市小倉北区 香春口２－１－２４　プリモレガ－ロ香春口　
１０１号 飲食店

クシタニ 北九州店 北九州市小倉北区 香春口２－１０－８ ショッピング

焼肉レストラン 慶昌苑 北九州市小倉北区 香春口２－８－２０　慶昌苑ビル 飲食店

オルタナティブヘアーギャラリー 北九州市小倉北区 馬借１－４－１７ サービス

Valley 北九州市小倉北区 馬借１－５－１３　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BOOKOFF 小倉旦過店 北九州市小倉北区 馬借１－５－２５ ショッピング

炭火焼鳥 黒船 小倉本店 北九州市小倉北区 馬借１－５－２５　ホラヤビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

マキシム 本店 北九州市小倉北区 馬借１－６－４１ サービス

韓国創作サムギョプサル雪姫亭 北九州市小倉北区 馬借２－１－２６　ハイツミヤコ　１０２号室 飲食店

雪姫亭 北九州市小倉北区 馬借２－１－２６－１０３ 飲食店

ビストロいしだ 北九州市小倉北区 馬借２－３－２６ 飲食店

キャンパスショップ・マリカ 北九州市小倉北区 馬借２－６－３８ ショッピング

中華菜館長安 北九州市小倉北区 馬借３－３－３７　北九州地所 飲食店

ラートリー 北九州市小倉北区 馬借３－４－４－１０１ サービス

焼肉三丁目 北九州市小倉北区 馬借３－９－９ 飲食店

ミュージックストアナガト小倉店 北九州市小倉北区 魚町１－１－１　西日本小倉ビル　１Ｆ ショッピング

YAKINIKU 肉Q 北九州市小倉北区 魚町１－２－１ 飲食店

業務スーパー 小倉駅前店 北九州市小倉北区 魚町１－２－１０ ショッピング

松田楽器店 北九州市小倉北区 魚町１－３－１ ショッピング

湖月堂本店喫茶 北九州市小倉北区 魚町１－３－１１ 飲食店

川淀 北九州市小倉北区 魚町１－３－２０ 飲食店

磯丸水産 小倉魚町店 北九州市小倉北区 魚町１－３－２１　中央会館第二ビル　１Ｆ 飲食店

いろり焼き 黒船 魚町店 北九州市小倉北区 魚町１－３－２２ 飲食店

小林時計店 北九州市小倉北区 魚町１－３－６ ショッピング

ORIENTALLOUNGEEVE 北九州市小倉北区 魚町１－４－１　ザボビル　７Ｆ 飲食店

小倉 お多幸 北九州市小倉北区 魚町１－４－１１ 飲食店

大衆酒場 餃子のたっちゃん 北九州市小倉北区 魚町１－６－１ 飲食店

タカチホカメラ 小倉店 北九州市小倉北区 魚町１丁目２−１６　いざわビル　２Ｆ ショッピング

焼肉・すきしゃぶおんどる小倉魚町銀天街店 北九州市小倉北区 魚町２－２－１０ 飲食店

炭火焼HONJINみかげ通り店 北九州市小倉北区 魚町２－２－１７　ファーストＢビル　１Ｆ 飲食店

卑弥呼 北九州市小倉北区 魚町２－２－７ ショッピング

TRUNAIL＆eyelash小倉店 北九州市小倉北区 魚町２－３－１１　セルブ第一ビル　４Ｆ サービス

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

大衆ビストロ バンケット 北九州市小倉北区 魚町２－３－４　出雲ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉・すきしゃぶ おんどる 小倉魚町店 北九州市小倉北区 魚町２－３－９　１Ｆ 飲食店

大衆酒場餃子のたっちゃん 銀天街店 北九州市小倉北区 魚町２－４－１９　力丸ビル　１Ｆ 飲食店

オークヘアーマカナ小倉店 北九州市小倉北区 魚町２－４－３　ふくやビル　３Ｆ サービス

KILIN 北九州市小倉北区 魚町２－５－１７　インクスポットビル　１Ｆ 飲食店

寿司もり田 北九州市小倉北区 魚町２－５－１７　インクスポットビル　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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SHOWROOM 北九州市小倉北区 魚町２－５－１７　インクスポットビル　２Ｆ サービス

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

かに料理日本海 北九州市小倉北区 魚町２丁目６－１８　 飲食店

ルネ 小倉店 北九州市小倉北区 魚町３－１－２９ ショッピング

グリルドパブブ－ティ－ズ 北九州市小倉北区 魚町３－１－６　魚町ヒカリテラス　３Ｆ 飲食店

活鮨の虎 北九州市小倉北区 魚町３－２－１７ 飲食店

ホルモン鍋大邱食堂 北九州市小倉北区 魚町３－２－５ 飲食店

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

竹なか 北九州市小倉北区 魚町３－３－２２　松尾ビル 飲食店

寿司つばさ 北九州市小倉北区 魚町３－３－２４　新米谷ビル　２Ｆ 飲食店

鉄板焼en〜炎〜 北九州市小倉北区 魚町３－３－８ 飲食店

HAIR MAKE JET． 北九州市小倉北区 魚町３－４－１７　１Ｆ サービス

VOLVER 北九州市小倉北区 魚町３－４－１９　１Ｆ 飲食店

焼鳥本陣 北九州市小倉北区 魚町３－４－４ 飲食店

ゆめマート小倉 北九州市小倉北区 魚町４－１－１ ショッピング

Yukio’ntoko 北九州市小倉北区 魚町４－２－５ 飲食店

Bisteria Bekk 北九州市小倉北区 魚町４－３－１８　モナトリエ南棟　１Ｆ 飲食店

イタリアン・バール　ラ・ベルデ 北九州市小倉北区 黄金１丁目１２－１１　 飲食店

サンマルク小倉足立店 北九州市小倉北区 黒原１－４－３２ 飲食店

菓匠 きくたろう 北九州市小倉南区 上曽根新町１１－１１ 飲食店

ファボリ プリュ 北九州市小倉南区 上曽根新町１１－２２ 飲食店

カトレア サンリブシティ小倉店 北九州市小倉南区 上葛原２－１４－１　サンリブシティ小倉　１
Ｆ ショッピング

Grace Art 北九州市小倉南区 上葛原２－２１－１４ サービス

ビッグウッド曽根店 北九州市小倉南区 下曽根２丁目１２－３０ ショッピング

hair＆make Bis！下曽根店 北九州市小倉南区 下曽根３－２－８ サービス

富貴楼 北九州市小倉南区 下曽根４－５－９ 飲食店

ニューヨークストア貫店 北九州市小倉南区 下貫２－１－１０ ショッピング

とみやま桜橋店 北九州市小倉南区 南方５－８－１ ショッピング

山賊鍋若園店 北九州市小倉南区 南若園町７－７ 飲食店

ワールドビュッフェフェリスタウン小倉城野 北九州市小倉南区 城野１－１３－１５ 飲食店

新鮮食品館ケンちゃんの村 北九州市小倉南区 大字新道寺４６４－１ ショッピング

株式会社地球の海直売 北九州市小倉南区 大字朽網３９１４－５１ ショッピング

ホームプラザナフコ 徳力店 北九州市小倉南区 守恒１－１－１ ショッピング

ファディ 守恒店 北九州市小倉南区 守恒２－８－２５　マルショク新守恒店内 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BLAZE THE SALON 北九州市小倉南区 守恒本町２－２－８　２Ｆ サービス

BOOKOFF守恒店 北九州市小倉南区 守恒本町２－７－５ ショッピング

ギャルソン・フェーム 北九州市小倉南区 富士見２－２－３ サービス

グランドールリュクス 北九州市小倉南区 富士見２－４－７ サービス

海都 徳力店 北九州市小倉南区 徳力６－８－２ 飲食店

美容室Presto志井店 北九州市小倉南区 徳力７－１－１５　ロマネスク志井　１Ｆ サービス

大地の恵み 西中店 北九州市小倉南区 徳吉西１－４－１１ ショッピング

豊島屋小倉南店 北九州市小倉南区 徳吉西１－５－７ ショッピング

エフコープ 志井店 北九州市小倉南区 志井１－２７－１ ショッピング

うしろだ志徳店 北九州市小倉南区 志徳１－１－８－１０３ ショッピング

ゆめマート朽網 北九州市小倉南区 朽網西２－１－３０ ショッピング

明屋書店 小倉南店 北九州市小倉南区 横代東町１－１－２４ ショッピング

なにわ 小倉東店 北九州市小倉南区 沼新町１－１－１０ 飲食店

明屋書店 小倉沼新町店 北九州市小倉南区 沼新町１－３－１６ ショッピング

ライフステージ太陽 北九州東店 北九州市小倉南区 沼本町１－１－３５ ショッピング

ゆめマート 曽根 北九州市小倉南区 沼本町４－２－１ ショッピング

エフコープ 沼店 北九州市小倉南区 沼緑町１－１９－８ ショッピング

ケーキハウス コウノトリ ヌマホンテン 北九州市小倉南区 沼緑町５－１－５０ 飲食店

ダイワ 小倉南店 北九州市小倉南区 津田１－１－１５ ショッピング

南海部品 北九州店 北九州市小倉南区 津田１－２－１２ ショッピング

焼肉きんぐ 小倉津田店 北九州市小倉南区 津田５－３－１ 飲食店

東龍軒 湯川店 北九州市小倉南区 湯川１－２－１７ 飲食店

カフェファディ 曽根店 北九州市小倉南区 田原３－１６－２２ ショッピング

平田ナーセリー 小倉東店 北九州市小倉南区 田原３－５８６ ショッピング

かつや小倉田原店 北九州市小倉南区 田原３－６－１４ 飲食店

ステーキのどん　下曽根店 北九州市小倉南区 田原新町２－２－２ 飲食店

グランドール下曽根店 北九州市小倉南区 田原新町２－５－５　井上興産ビル　１０１ サービス

シューズ愛ランド 小倉下曽根店 北九州市小倉南区 田原新町２丁目４－２８ ショッピング

ゆめマート若園 北九州市小倉南区 若園１－６－１８ ショッピング

鮨かんどころ 北九州市小倉南区 若園２－２５－２０ 飲食店

BOOKOFF葛原店 北九州市小倉南区 葛原１－７－１０ ショッピング

ハンズクラフト 小倉南店 北九州市小倉南区 葛原東１－１－２８ ショッピング

なにわ 小倉南店 北九州市小倉南区 蒲生４－１１ 飲食店

ラルコ－ンル－ト63 北九州市小倉南区 蒲生４－６－１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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肉匠 源蔵 北九州市小倉南区 長行東２－１２－１６　Ｔ・Ｒビル１Ｆ ショッピング

ホームプラザナフコ 小倉東インター店 北九州市小倉南区 長野３丁目２２７３－１ ショッピング

江崎ストアー 一枝店 北九州市戸畑区 一枝２－５－２９ ショッピング

焼きとり鳥武 北九州市戸畑区 中本町７－１８　 飲食店

BOOKOFF 北九州戸畑一枝店 北九州市戸畑区 土取町２－１８ ショッピング

106サウスインディアン 北九州市戸畑区 新池１－１０－１ 飲食店

エフコープ 戸畑西店 北九州市戸畑区 沖台２－３－１ ショッピング

ホームプラザナフコ 戸畑店 北九州市戸畑区 沖台２－６－１６ ショッピング

丸喜すし 北九州市戸畑区 浅生２－１３－１２ 飲食店

照寿司 北九州市戸畑区 菅原３－１－７ 飲食店

Tortue de Janna 北九州市若松区 塩屋３－３４－７ サービス

かっぱの里 若松店 北九州市若松区 大字払川４７０－１ ショッピング

魚庵 千畳敷 北九州市若松区 大字有毛３１７５番 飲食店

焼肉きんぐ 若松大鳥居店 北九州市若松区 大鳥居１６９－１ 飲食店

THE ICHI GO NANA 北九州市若松区 小敷ひびきの１－１６－１２　ＬＥＧＥＮＤ１
５７　１Ｆ 飲食店

Dresswell 北九州市若松区 本町１－１０－１７上野ビル２０３ ショッピング

栄寿司 北九州市若松区 本町３－７－２７ 飲食店

中国料理 張華亭 北九州市若松区 用勺町３－１ 飲食店

ビストロ＆カフェTheArtTerrac 北九州市若松区 畠田９３３－３ 飲食店

清香園高須店 北九州市若松区 高須東３－６－１ 飲食店

とみやま東町店 北九州市門司区 下二十町８－５ ショッピング

なべ家 北九州市門司区 原町別院２－２１　 飲食店

ゆめマート恒見 北九州市門司区 吉志１－３－１１ ショッピング

エフコープ 大里店 北九州市門司区 大里戸ノ上２－１－１１ ショッピング

田村本店 北九州市門司区 大里本町２－２－１１ ショッピング

しゃぶしゃぶ晴れぶたい 北九州市門司区 大里本町３－１０－５６ 飲食店

肉衛門門司店 北九州市門司区 東本町１－１－２４　鎮西橋サンハイム　１０
３ 飲食店

旬魚彩菜あお木 北九州市門司区 東港町２－２３ 飲食店

ゆめマート東門司 北九州市門司区 東門司１－９－５ ショッピング

とみやま門司店 北九州市門司区 柳町１－５－８ ショッピング

炭火焼鳥 黒船 門司駅前店 北九州市門司区 柳町２－２－１３ 飲食店

ゆめマート 門司 北九州市門司区 柳町２－５－５ ショッピング

ニッチク 北九州市門司区 栄町２－３ ショッピング

レストラン ニューラッキー 北九州市門司区 栄町２丁目１９番地 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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海人 門司港店 北九州市門司区 港町３－３ 飲食店

和洋レストラン三井倶楽部 北九州市門司区 港町７－１ 飲食店

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

ホームプラザナフコ 門司シーサイド店 北九州市門司区 西海岸３－１７９－４ ショッピング

美容室 ハーツ 北九州市門司区 高田１－８－２１ サービス

オクムラ自動車販売 北九州市門司区 黒川東２丁目２－７ ショッピング

業務スーパー古賀中央店 古賀市 中央２－８２３－１ ショッピング

ワークライフ 古賀市 今の庄３－１８－３７ ショッピング

オーガニック広場 ひふみ 古賀市 天神１－２－３ ショッピング

金修堂サンリブ古賀店 古賀市 天神２－５－１ ショッピング

ビッグウッド古賀店 古賀市 天神４－１０－２８ ショッピング

カフェファディ 古賀店 古賀市 天神４－４－２５ ショッピング

豊島屋古賀店 古賀市 天神４－９－３４ ショッピング

庄屋 古賀店 古賀市 天神４－９－４５ 飲食店

ヒライ古賀バイパス店 古賀市 美明１－１４－１ ショッピング

千鳥屋酒店 古賀市 舞の里２－１１－２４ ショッピング

SARABeautySight古賀店 古賀市 舞の里３－１５－５ サービス

フリーマーケットアシベ古賀店 古賀市 舞の里３－１９－１０ ショッピング

喜多屋2 古賀市 舞の里４丁目１－２ 飲食店

株式会社 カークリエイトコガ 古賀市 花見南２－２３－２２ ショッピング

ゆい洋装店 古賀市 花見南３－２７－３ ショッピング

Anchor Days 嘉穂郡桂川町 土居８５９－４ サービス

寒北斗酒造株式会社 嘉麻市 大隈町１０３６－１ ショッピング

ゆめマート稲築 嘉麻市 岩崎１４８０－１ ショッピング

コリアンハウス洪苑 稲築店 嘉麻市 鴨生４８５－７ 飲食店

丸栄自動車 大川市 中八院１４－１ サービス

宝石ノナカシマ 大川市 向島１３８９－８ ショッピング

豊島屋大川店 大川市 向島六反田１６３０－１ ショッピング

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

nail　place　NUTs 大川市 小保７９１－１　 サービス

hairmake ORANGE 本店 大川市 榎津１５３－３ サービス

有限会社岩元自動車 大川市 榎津１６８－２ サービス

ヘアステーション レスポアール 大川市 榎津９１１ サービス

ハンバ-グノ店 志摩 大牟田市 不知火町１丁目１－１１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Cafe＆Bar　Cioccola 大牟田市 八江町１－３　 飲食店

三原衣料 大牟田市 加納町１－５４－１３ ショッピング

増田うなぎ 大牟田市 新町４４ 飲食店

鮮ど市場 大牟田店 大牟田市 日出町２－３－２１ ショッピング

スパイスコットン 大牟田市 本町１丁目５　第３カンカンビル１Ｆ 飲食店

松寿司 大牟田市 本町２－５－４ 飲食店

アマンド 大牟田市 浄真町２６ 飲食店

三井港倶楽部 大牟田市 西港町２－６ 飲食店

もつ鍋 たま木 大野城市 上大利４－５－１７ 飲食店

BlueVibration 大野城市 上大利５－３－５ サービス

いせやフーズクラブ下大利店 大野城市 下大利２－１９－２２ ショッピング

欧風懐石勝 大野城市 乙金台３－１－３２ 飲食店

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

清香園 大野城店 大野城市 山田２－１３－３８　石川ビル　１Ｆ 飲食店

やきとり酒場　花ちゃん 大野城市 川久保１丁目１－１１　１Ｆ 飲食店

JA筑紫 ゆめ畑 大野城店 大野城市 御笠川１－１６－１０ ショッピング

アストロプロダクツ 大野城店 大野城市 御笠川２－１０－２ ショッピング

未知書房 太宰府インター店 大野城市 御笠川２－１１－１０ ショッピング

ハーレーダビッドソン福岡 大野城市 御笠川２－１１－２ ショッピング

ビッグウッド大野城店 大野城市 御笠川２－１１－４ ショッピング

カフェファディ 御笠川店 大野城市 御笠川２－１７－１０ ショッピング

ダイワ 大野城市 御笠川２－１８－２１ ショッピング

ホームパーク野田 福岡店 大野城市 御笠川２－５－２ ショッピング

韓国料理焼肉山北御笠川店 大野城市 御笠川２－５－９ 飲食店

エーワン 大野城店 大野城市 御笠川３－６－３ ショッピング

玄海丸大野城御笠川店 大野城市 御笠川４－２－１ 飲食店

ペペチーノ南バイパス店 大野城市 御笠川４－６－８ 飲食店

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

Broaden 大野城市 瓦田５－３－４０ サービス

ビストロ ユイット 大野城市 白木原１丁目４－１３増井ビル１階 飲食店

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

PrimoCuck 大野城市 筒井１－１１－２８ サービス

居酒屋たぬ久 大野城店 大野城市 若草３－３－６ 飲食店

エフコープ 大野城店 大野城市 若草３－６－１１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スイートバジル 大野城本店 大野城市 錦町２－３－１２　ホットポイントビル　１Ｆ 飲食店

Co．Ro．Ru．COFFEE 大野城市 錦町３－６－３５ 飲食店

ここに決めた太宰府店 太宰府市 五条２－２３－１０ ショッピング

そば処五萬石 太宰府市 吉松３－２１－１１ 飲食店

ハグハグ太宰府店 太宰府市 向佐野１－１０－２２ ショッピング

やよい軒 大宰府店 太宰府市 向佐野３－１－２６ 飲食店

シューズ愛ランド 太宰府店 太宰府市 向佐野３－１－３５ ショッピング

BOOKOFF太宰府店 太宰府市 向佐野４－１２－１２ ショッピング

フリーマーケット ACB 太宰府店 太宰府市 坂本１－８－３３ ショッピング

亜李蘭別邸 太宰府店 太宰府市 大佐野１－１－４ 飲食店

豊島屋太宰府店 太宰府市 大佐野１－１２－１ ショッピング

ゆず庵 大宰府大佐野店 太宰府市 大佐野１－５－１０ 飲食店

かつや太宰府大佐野店 太宰府市 大佐野２－１－３５ 飲食店

和食ビストロ 橙橙 太宰府市 大佐野２－１０－２０ 飲食店

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

バイクワールド太宰府大佐野店 太宰府市 大佐野２－４－１ ショッピング

活魚廻転寿し　水天　大佐野店 太宰府市 大佐野２丁目１２４番地 飲食店

風雅 太宰府店 太宰府市 大佐野５－１３－３０ 飲食店

カフェファディ 太宰府店 太宰府市 大佐野６－１－１ ショッピング

福太郎 太宰府店 太宰府市 宰府１－１４－２８ ショッピング

やまや太宰府店 太宰府市 宰府３－１－１ ショッピング

なみ満 太宰府市 宰府３－２－５５ 飲食店

博多ふく富 太宰府店 太宰府市 宰府３－２－６１ ショッピング

有限会社 寿し栄 太宰府市 宰府３－３－１５ 飲食店

九州ヴォイス太宰府店 太宰府市 宰府３－４－４５ ショッピング

Souvenir Dazaifu 太宰府市 宰府４－６－１６ 飲食店

JA筑紫 ゆめ畑 太宰府店 太宰府市 石坂１－２２－１５ ショッピング

ベストマートとふろう店 太宰府市 観世音寺１－２９－１ ショッピング

かねやす 太宰府店 太宰府市 通古賀２－７－７ ショッピング

明屋書店 くりえいと宗像店 宗像市 くりえいと１－４－６ ショッピング

庄屋 サンリブ宗像店 宗像市 くりえいと１－５－１　サンリブくりえいと宗
像店　１Ｆ 飲食店

ヒライ宗像南店 宗像市 原町１２３－１ ショッピング

SALA HAIR DESIGN 宗像市 土穴１－１１－１０ サービス

倉満 宗像市 土穴２－３－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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西海岸 宗像店 宗像市 大字王丸字出口４２７－６ ショッピング

BOOKOFF 宗像店 宗像市 王丸７６３－２ ショッピング

焼肉龍王館宗像店 宗像市 王丸７８６－５ 飲食店

露菴 宗像店 宗像市 王丸字徳丸７８９－４ 飲食店

D－STOCK 赤間店 宗像市 田久２－１１－１６ ショッピング

ネイルサロンモモナ 宗像市 田久２－４－２０ サービス

JewelNailsalon 宗像市 田久２丁目３－１２　サンハイツ高原１０２ サービス

エフコープ 自由ヶ丘店 宗像市 田久４－１６－６ ショッピング

カプリス 宗像市 神湊４４番４　 飲食店

豊島屋赤間店 宗像市 稲元３－３－１ ショッピング

焼肉jura 宗像市 稲元４－１４－５ 飲食店

JAむなかた 農産物直売所「ほたるの里」 宗像市 須恵１－１－１８ ショッピング

豊島屋宮田店 宮若市 本城１１３５－１ ショッピング

Trattoria ALBERO 宮若市 沼口１６９－１ 飲食店

本家山賊鍋 久留米店 小郡市 光行１０５０－１ 飲食店

志波まんじゅう 小郡市 小郡１２５５－１１ 飲食店

玄海鮨 小郡市 小郡１３２－２ 飲食店

レーブ・ド・ベベ 小郡市 横隈１５７１－１ 飲食店

パンネスト 小郡市 横隈１７５４－５ 飲食店

ARRTYARRTY春日店 春日市 一の谷１－１６６ サービス

カネダイサカヤ 春日市 上白水１－５３ ショッピング

ソニ－ショップ　フェイス・ワン 春日市 上白水５丁目１１番　糸山ビル１Ｆ ショッピング

酔食亭しんがえ 春日市 上白水９丁目１６１　 飲食店

豊島屋春日店 春日市 下白水北３－９１－１ ショッピング

NO－DO HAIR 春日市 下白水南３－６５　プレステージ博多南　１Ｆ サービス

ペッパーランチ 福岡春日店 春日市 伯玄町２－１ 飲食店

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

アートオブヘアー 春日市 千歳町１－３４－１　ツインズ春日　２Ｆ サービス

ヴィザヴィ 春日店 春日市 塚原台１－１－６ 飲食店

オンセレクトかすが文具館 春日市 大土居２－１０４ ショッピング

和風ステーキサロン　慧 春日市 大土居３丁目１９１　 飲食店

村田金物 春日市 天神山２－１４０ ショッピング

ニュートラル バイ フレア 春日市 天神山３－３１ サービス

ブックオフ 春日店 春日市 天神山７－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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AUBEHAIRcrea春日店 春日市 宝町３－１－２　宝町３丁目店舗 サービス

未知書房 春日店 春日市 小倉６－１１　大興ビル　１Ｆ ショッピング

SARAビューティーサイト春日 春日市 惣利１－１ サービス

お茶の星陽園 春日市 惣利１－１８　アルペンローゼマンション　１
Ｆ ショッピング

オーガニックハウス夢広場 春日杜通り店 春日市 惣利１－２１ ショッピング

八仙閣 春日店 春日市 惣利１－６５ 飲食店

Annyのお気に入り 春日店 春日市 惣利２－１５ ショッピング

SOTTO 春日市 惣利５－１６ サービス

居酒屋楽 春日市 惣利５－５３－３ 飲食店

インディアンスパイスファクトリ－ 春日市 昇町４丁目２４　稲生ビル１０１・１０２号室 飲食店

ゆめ畑 春日店 春日市 昇町７－７４ ショッピング

美容ピュア春日店 春日市 星見ヶ丘４－７ サービス

ICONIQ 春日店 春日市 春日１０－２３－１ サービス

FALAP 春日市 春日３－１２３ サービス

CAPAsouth 春日市 春日３－１３０－３ サービス

平田ナ－セリ－ 春日店 春日市 春日３－２０ ショッピング

びっくりドンキー春日店 春日市 春日５－５ 飲食店

kilun 春日店 春日市 春日６－７ サービス

菊鮨 春日市 春日公園３－５１－３ 飲食店

つるこFUKUOKAカンパニー 春日市 春日原北町２－２４－１　エクセルハイツ春日
原　１０１ ショッピング

ユトリロトバロモモ 春日市 春日原北町２－５－１　ピアレス春日原　１Ｆ サービス

anon HAIR 春日市 春日原北町３－５８－１－２０１ サービス

鶴美寿し 春日市 春日原北町３－７７　吉竹ビル　１Ｆ 飲食店

ank西口店 春日市 春日原北町４－１８－１　ウイングス春日原　
１Ｆ サービス

Sourire 春日店 春日市 春日原北町４－３５　レークサイドコスモ　１
Ｆ サービス

ank東口店 春日市 春日原東町２－１－１０　マ・メゾン春日原　
１Ｆ サービス

餃子舗 博多 弦月 春日市 松ヶ丘２－１４９ ショッピング

焼肉きんぐ 春日桜ヶ丘店 春日市 桜ヶ丘２丁目４番１ 飲食店

なるみ乃 春日店 春日市 白水ヶ丘４－１１７ 飲食店

美容室 ラシック 春日市 須玖北９－２４ サービス

明林堂書店 甘木店 朝倉市 堤字小林９１０－１ ショッピング

Aコープあさくら店 朝倉市 宮野２１３０－１ ショッピング

中尾金物店 朝倉市 屋永４３２７－２８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Aコープあまぎ店 朝倉市 屋永４３３４－１０ ショッピング

三連水車の里あさくら 朝倉市 山田２１９２－１ ショッピング

ホームプラザナフコ 甘木インター店 朝倉市 甘木４２７ ショッピング

PG GAUZE 秋月本店 朝倉市 秋月３６９ ショッピング

藤井養蜂場 朝倉市 菱野１１０５ ショッピング

焼肉 龍王館 朝倉店 朝倉郡筑前町 依井４４３－１ 飲食店

ヒライ夜須店 朝倉郡筑前町 大字松延字三十六３２７－１ ショッピング

Aコープみわ店 朝倉郡筑前町 新町３３８－１ ショッピング

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

Aコープ夜須店 朝倉郡筑前町 篠隈字鴨牟田１８３－１ ショッピング

古蓮 柳川市 三橋町下百町３１－６ 飲食店

むっく 柳川市 三橋町久末１２８－１　 飲食店

九州物産株式会社 柳川市 三橋町吉開４９５番地の２ ショッピング

Aコープ柳川店 柳川市 三橋町垂見６－１ ショッピング

ホームプラザ ナフコ 柳川店 柳川市 三橋町枝光４０３ ショッピング

山田屋 柳川市 三橋町柳河５８５－１ 飲食店

さかな家そう馬柳川店 柳川市 三橋町柳河５９７ 飲食店

海都 柳川店 柳川市 三橋町柳河８２７－３ 飲食店

アストロプロダクツ 柳川店 柳川市 三橋町柳河８９３－１ ショッピング

居酒屋 八蔵 柳川店 柳川市 三橋町蒲船津２７６－７ 飲食店

マルホショップ 柳川市 坂本町３３－１ ショッピング

津田水産やながわ市役所前店 柳川市 本町１４－５ ショッピング

うなぎ料理 若松屋 柳川市 沖端町２６ 飲食店

HANGAR－MARKET 柳川市 西蒲池１６２－１ ショッピング

ヒライ那珂川店 珂川市 王塚台１－３３ ショッピング

明屋書店 伊加利店 田川市 伊加利２０１１ ショッピング

本家山賊鍋 田川店 田川市 伊加利平原２１０１－２ 飲食店

来てみんね かながわ 田川市 夏吉１７７０－３ ショッピング

マルゴ屋食品センター 田川市 夏吉１９３ ショッピング

海鮮料理　ながひろ 田川市 夏吉４５３－２　 飲食店

豊島屋田川店 田川市 川宮１１８１－１ ショッピング

マヌカンピス＆ケレス 田川店 田川市 川宮１３３７－３ 飲食店

Jewelry shop ALLA 田川市 川宮５３４－３ ショッピング

あおぎり 田川市 新町２１－２８　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ゆめマート田川大任 田川郡大任町 今任原有次３０７７ ショッピング

添田町めんべい工場売店 田川郡添田町 添田２２８２ ショッピング

海都 直方店 直方市 下新入３８８－２ 飲食店

広島エンドラスト 北九州店 直方市 大字頓野３８９９－１ ショッピング

コリアンハウス洪苑 直方店 直方市 感田１８２０－１ 飲食店

豊島屋直方店 直方市 感田中牟田１５００ ショッピング

A BOOK 直方店 直方市 感田是井４２９－７ ショッピング

焼肉 眞山 直方市 知古３－１－４４ 飲食店

ゆめマート頓野 直方市 頓野焼本尊１８３０－１ ショッピング

CALME 福岡市 中央区薬院４丁目６－３４ ショッピング

株式会社 とうじ 福岡市中央区 ２－１－１きらめき通り ショッピング

Pluss 福岡市中央区 今泉１－１０－１９ サービス

ネイルテリア ココ 福岡市中央区 今泉１－１０－２１　５Ｆ サービス

イタリアン×ワールドダイナーYUMMYG 福岡市中央区 今泉１－１１－５　ロクラス今泉　２Ｆ 飲食店

little x lily 福岡市中央区 今泉１－１１－５　ロクラス今泉　３Ｆ サービス

SHIFT 今泉店 福岡市中央区 今泉１－１１－６ サービス

ThePancakeMansion 福岡市中央区 今泉１－１３－１１　カルティス天神南　２Ｆ 飲食店

モダンタイムス 福岡市中央区 今泉１－１５－４　ＤＳビル　２Ｆ 飲食店

チクロヘアー 福岡市中央区 今泉１－１５－４　ＤＳビル　３Ｆ サービス

COMODO 福岡市中央区 今泉１－１６－１７　プロスペリタ今泉２Ｆ サービス

FIDES 福岡市中央区 今泉１－１６－２０　ヒュセットビル　１０１ ショッピング

フレア クレム 福岡市中央区 今泉１－１７－１４　２Ｆ サービス

106サウスインディアン福岡天神店 福岡市中央区 今泉１－１７－１４　ＩＭＡＩＺＵＭＩ２４節
季　１Ｆ 飲食店

loty 福岡市中央区 今泉１－１７－１６　プロスフェリタ今泉　４
Ｆ　Ａ サービス

肉焼き酒場二と九 福岡市中央区 今泉１－１７－１８　ＹＭ・Ｉｍａｉｚｕｍｉ
　１Ｆ 飲食店

頤和園今泉店 福岡市中央区 今泉１－１７－２２　ｉ．ＣＵＢＥ 飲食店

福新樓 福岡市中央区 今泉１－１７－８ 飲食店

Legacy hair design 福岡市中央区 今泉１－１８－１４　和顔館　１Ｆ サービス

hub〔hair〕 福岡市中央区 今泉１－１８－１８　２Ｆ サービス

DOMUS 福岡市中央区 今泉１－１８－２５　上離宮ＤＯＭＵＳ 飲食店

居酒屋akari 福岡市中央区 今泉１－１８－２８　１Ｆ　Ａ－１ 飲食店

TRENCH Hair Design 福岡市中央区 今泉１－１８－２８　アペゼｉｍａｉｚｕｍｉ
　２Ｆ サービス

Quad 福岡市中央区 今泉１－１８－２８　アペゼビル　４Ｆ 飲食店

天神ホルモン今泉店 福岡市中央区 今泉１－１８－３８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BARD place of beauty 福岡市中央区 今泉１－１８－４８　大竹アパート２０５ サービス

もつ鍋 楽天地 天神今泉本店 福岡市中央区 今泉１－１９－１８　楽天地ビル　２Ｆ 飲食店

green bean to bar 福岡市中央区 今泉1-19-22 西鉄天神CLASS 1F 飲食店

rojina 福岡市中央区 今泉１－１９－４　１Ｆ サービス

GOUACHE FUKUOKA 福岡市中央区 今泉１－１９－８ ショッピング

Musiiik 福岡市中央区 今泉１－２－３０　天神石松ビル　１Ｆ サービス

グリリアディガエターノ 福岡市中央区 今泉１－２－８　ＡＮＤＯＮ１　Ｂ号室 飲食店

旬の味博多の味まいど　天神本店 福岡市中央区 今泉１－２１－３　ラガッツァＴＥＮＪＩＮ２
Ｆ 飲食店

リストランテビス 福岡市中央区 今泉１－２１－３　ラガッツァ天神　１Ｆ 飲食店

ViTO福岡天神店 福岡市中央区 今泉１－２２－１７　レソラサウステラス　１
Ｆ 飲食店

Lilley 福岡市中央区 今泉１－２２－２１　ジョリスビル　３Ｆ サービス

OPS HAIR feliz 福岡市中央区 今泉１－２３－１１　ａｕｎｅ天神　７Ｆ サービス

魚男 福岡市中央区 今泉１－４－２３ 飲食店

APPLE BUTTER STORE 福岡市中央区 今泉１－４－２５　１Ｆ ショッピング

焼肉．銀しゃり直球ホルモン 福岡市中央区 今泉１－７－１６　ＴＥＮＪＩＮアーク五番館
　１Ｆ 飲食店

RAFTOKYO2nd 福岡市中央区 今泉１－９－１９　ＢｕＬａＬａビル　２Ｆ サービス

如月 福岡市中央区 今泉１－９－１９　今泉Ｂｕｌａｌａ　３０１ 飲食店

もつ鍋 一藤 福岡市中央区 今泉１－９－１９　今泉ＢｕＬａＬａ６Ｆ 飲食店

カホパーツセンター 福岡市中央区 今泉１－９－２　天神ダイヨシビル　２Ｆ ショッピング

DoisLagos 福岡市中央区 今泉１丁目１－４　天神石松ビル２Ｆ 飲食店

Chouette 福岡市中央区 今泉１丁目２３－４ｒｅｍｉｘ天神Ｂ－９ 飲食店

アロハ日和 福岡市中央区 今泉１丁目６－１７　２Ｆ ショッピング

ルブルトン 福岡市中央区 今泉２－１－６５　メゾンドール今泉　１Ｆ 飲食店

Poshhairdesign 福岡市中央区 今泉２－３－８　いまいずみ壱番館　１Ｆ サービス

博多天ぷら ながおか 福岡市中央区 今泉２－４－１１　メゾンド－ル今泉　１０１ 飲食店

Tweeny Heart Cafe 福岡市中央区 今泉２－４－２３　ぴっぴーハウス　３Ｆ 飲食店

CRANBERRY 福岡市中央区 今泉２－４－３３－２０２ サービス

ヴィザヴィ天神 今泉店 福岡市中央区 今泉２－５－２５　熊谷ビル　１Ｆ 飲食店

焼とりの八兵衛天神店 福岡市中央区 今泉２－５－２８　ノイラ天神　１Ｆ 飲食店

HARRYS 福岡市中央区 今泉２－５－２９　テラスタイヨー　１Ｆ ショッピング

FACTORY 福岡市中央区 今泉２－５－４ ショッピング

越後屋 今泉Ⅰ号館 福岡市中央区 今泉２－５－６　ダヴィンチ今泉　１－Ａ号 飲食店

Dots． 福岡市中央区 今泉２－５－６　ダヴィンチ今泉　２〜３Ｆ　
Ａ号 サービス

花水木 福岡市中央区 今泉２丁目 ４－３５今泉セントラルビル３階 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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料理屋 よしかわ 福岡市中央区 六本松１－３－１５ 飲食店

居酒屋のんちゃん 福岡市中央区 六本松２－１４－１９ 飲食店

ぶどう酒場　レガレガ 福岡市中央区 六本松２－１５－１７ 飲食店

博多やさい巻き串つくね寅松 福岡市中央区 六本松２－４－２１ 飲食店

肉のだるま 福岡市中央区 六本松３－８－４ 飲食店

花篭 福岡市中央区 六本松３丁目１６－２８　 飲食店

atoma 福岡市中央区 六本松３丁目１６－２８　大濠ハイツ１０１ 飲食店

炭焼食堂どらごんその2 福岡市中央区 六本松４－１１－３２ 飲食店

牛島製茶六本松421店 福岡市中央区 六本松４－２－１ ショッピング

六本松 蔦屋書店 福岡市中央区 六本松４－２－１　六本松４２１　２Ｆ ショッピング

Pizzaartaio 福岡市中央区 六本松４－２－１　六本松４２１ビル 飲食店

ATENA六本松 福岡市中央区 六本松４－２－６　ＭＪＲ六本松１０３ サービス

Cafe Rassembler 福岡市中央区 南公園１－１　福岡市動植物園内 飲食店

GiftShop PetitMonde 福岡市中央区 南公園１－１　福岡市動植物園内 ショッピング

SLEEPCUBE WATAYA 福岡市中央区 唐人町１－１２－３０ ショッピング

乃が美はなれ 福岡店 福岡市中央区 唐人町１－１２－３１ 飲食店

スリープキューブ和多屋 福岡市中央区 唐人町１丁目１２－３０ ショッピング

海鮮食堂　い志い 福岡市中央区 唐人町３丁目５－２　 飲食店

イーシースペック 福岡市中央区 地行３－２６－６２ ショッピング

R－YOMA 福岡ももち店 福岡市中央区 地行浜２－２－１　ＭＡＲＫＩＳ福岡ももち　
２Ｆ ショッピング

カンタベリーショップ 福岡 福岡市中央区 地行浜２－２－３　シーホークＯＰＡ ショッピング

KISS福岡 和食名店街 福岡市中央区 地行浜２－２－３　ヒルトン福岡シーホーク　
６Ｆ 飲食店

焼肉慶 ヒルトン福岡シーホーク店 福岡市中央区 地行浜２－２－３　ヒルトン福岡シーホーク　
６Ｆ 飲食店

LEVRE 福岡市中央区 大名１－１－１ ショッピング

リストランテ　カノビアーノ　福岡 福岡市中央区 大名１－１－１２ 飲食店

トレーディングポスト福岡店 福岡市中央区 大名１－１－１６　宮田ビル　１Ｆ ショッピング

Lucia 福岡市中央区 大名１－１－１６　宮田ビル　５０１号 サービス

朝まで焼肉 天神 大名店 福岡市中央区 大名１－１－１７　美和ビル　２Ｆ 飲食店

UPTOWN 福岡市中央区 大名１－１－２－２ ショッピング

QUALE 福岡市中央区 大名１－１－２３　サボイビル２Ｆ 飲食店

DIALL HOUSE 福岡市中央区 大名１－１－２４　２Ｆ サービス

BINGO BONGO 福岡市中央区 大名１－１－２６ ショッピング

マヌコーヒー 大名店 福岡市中央区 大名１－１－３　石井ビル　１０２ 飲食店

CAPA central 福岡市中央区 大名１－１－３５　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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samansa 福岡市中央区 大名１－１－４　大博ビル　３０１ サービス

little福岡 福岡市中央区 大名１－１－４６　彩文ビル　２Ｆ サービス

cherry 福岡市中央区 大名１－１－９ ショッピング

chouette 福岡市中央区 大名１－１－９　アトラスビル１ サービス

海鮮食堂すいか 福岡市中央区 大名１－１０－１９ 飲食店

活うお居酒屋 ふじけん大名店 福岡市中央区 大名１－１０－２２　マーベラス大名　１Ｆ 飲食店

無尽蔵 福岡市中央区 大名１－１０－２９　ステージ１大名ビル１Ｆ 飲食店

ジェントリーコンプレックス 福岡市中央区 大名１－１０－２９　ステージワン大名１F ショッピング

DOMINO 66 福岡市中央区 大名１－１０－３　とみやビル　１Ｆ ショッピング

WHISKER 福岡市中央区 大名１－１０－３３　東峰マンション大名　１
０４ ショッピング

キャットフィッシュレコード 福岡市中央区 大名１－１０－３３－２０５　 ショッピング

地鶏と酉 大名 へテ 福岡市中央区 大名１－１０－６　サンセ－ヌ大名　１０１号 飲食店

本格焼鳥 大名 へて 福岡市中央区 大名１－１０－６　サンセ－ヌ大名　１０５号 飲食店

ホルモン焼肉ぶち 博多大名店 福岡市中央区 大名１－１１－１０　一木ビル 飲食店

テムジン 大名 福岡市中央区 大名１－１１－２ 飲食店

EIGHT 福岡市中央区 大名１－１１－２６　１Ｆ ショッピング

Hoods 福岡市中央区 大名１－１１－２７　ＡＲＫＧＡＬＬＥＲＹ　
１０１ ショッピング

LORE LUXBE 福岡市中央区 大名１－１１－２７　ＩＬＭＯＮＤＯ大名ＴＷ
Ｏ　２Ｆ サービス

磯丸水産　大名店 福岡市中央区 大名１－１１－４　どんぱビル　１Ｆ 飲食店

俺ん家 福岡市中央区 大名１－１１－４　どんぱビル　２０２ 飲食店

ジョーキュウ醤油 小売館 福岡市中央区 大名１－１２－１５ ショッピング

Daisy duex 福岡市中央区 大名１－１２－２　ＫＹビル　４Ｆ サービス

ジャック大名店 福岡市中央区 大名１－１２－２４ 飲食店

JAMES 福岡市中央区 大名１－１２－２６　ＶＩＥＮＴＯ　３３６－
４０１ サービス

baLon．fem 福岡市中央区 大名１－１２－２６　ビエント３３６　２Ｆ サービス

グランマッシュ 福岡市中央区 大名１－１２－５　アペゼビル　３Ｆ サービス

ORIENTALLOUNGEJIS 福岡市中央区 大名１－１２－５６　ＴＨＥＳＨＯＰＳ　６Ｆ 飲食店

Toi nail shop 福岡市中央区 大名１－１２－５６　ＴＨＥＳＨＯＰＳ３Ｆ サービス

LACOSTE福岡天神店 福岡市中央区 大名１－１２－５７ ショッピング

串カツあらた 博多天神店 福岡市中央区 大名１－１２－５８　パサージュビル　１Ｆ 飲食店

Daisy 福岡市中央区 大名１－１２－６　３Ｆ サービス

GINZAグローバルスタイル福岡天神店 福岡市中央区 大名１－１２－６　ＮＥＯ大名１　１Ｆ ショッピング

GREED FUKUOKA STORE 福岡市中央区 大名１－１２－６　大名ＮＥＯビル　２Ｆ　Ｂ ショッピング

Votan 福岡市中央区 大名１－１２－６６　ＢＭナカムラビル　３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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little×esta 福岡市中央区 大名１－１２－６６　ＢＭナカムラビル　５Ｆ サービス

酒屋ナカムラ 福岡市中央区 大名１－１２－６６　ビーエムナカムラビル　
１Ｆ ショッピング

EVEFUKUOKA 福岡市中央区 大名１－１２－８　２Ｆ 飲食店

Kchiara 福岡市中央区 大名１－１２－８　セシオ大名　５Ｆ サービス

XLARGE福岡 福岡市中央区 大名１－１３－１８　ジェディックス博多ビル ショッピング

blues 福岡市中央区 大名１－１３－２１　モンブランＳＥＫＩビル
　３Ｆ サービス

コーダ 福岡市中央区 大名１－１３－２３　３Ｆ 飲食店

ART HAIR Swing 天神店 福岡市中央区 大名１－１３－２３　ＬＥＸ２１ビル　４Ｆ サービス

NANALISBON 福岡市中央区 大名１－１３－２３　ＬＥＸ２１ビル　５Ｆ サービス

オステリア インクロ－チ 福岡市中央区 大名1-14-13 B1F 飲食店

ドクターマーチンフクオカ天神店 福岡市中央区 大名１－１４－１４　立花ビル　１Ｆ ショッピング

mielbylalamoana 福岡市中央区 大名１－１４－２５　大名ビュ－ティ－コンプ
レックス４Ｆ サービス

Aguhairreno福岡大名 福岡市中央区 大名１－１４－２９　Ｄ．ＳＩＤＥ　３Ｆ　１
－２号室 サービス

au Style FUKUOKA 福岡市中央区 大名1-14-45 QizTENJIN ショッピング

ヘアサロンKICO 福岡市中央区 大名１－１４－５　有光ビル　２Ｆ サービス

TRU NAIL＆EYELASH 天神店 福岡市中央区 大名１－１５－１１ サービス

バランススタイル福岡 福岡市中央区 大名１－１５－２４　ＷｅｌｌＢｅｉｎｇビル
　１Ｆ ショッピング

HG 福岡店 福岡市中央区 大名１－１５－２７　福岡大名ビル　１Ｆ ショッピング

RAGTAG福岡店 福岡市中央区 大名１－１５－３１　ネオハイツ大名２　１Ｆ ショッピング

SARA BEAUTY×LIFESTYL 福岡市中央区 大名１－１５－３３　福岡セントラルビル　２
Ｆ サービス

FESS cut＆colors 福岡市中央区 大名１－２－１１　６Ｆ サービス

Nigel Cabourn THE ARMY GYM福岡 福岡市中央区 大名１－２－１３　パール西大名　１Ｆ ショッピング

おもてなし 高嵜 福岡市中央区 大名１－２－２０　ライオンズマンション大名
　１０２ 飲食店

リーチェ大名 福岡市中央区 大名１－２－３７－１　セルバ西大名　２Ｆ サービス

オロジオ 福岡市中央区 大名１－２－５　イルカセットビル　１Ｆ ショッピング

Ilcortile 福岡市中央区 大名１－２－５　イルカセットビル　８Ｆ 飲食店

Session 福岡市中央区 大名１－２－９　大名セレブロビル　１０１ ショッピング

StellaMaris 福岡市中央区 大名１－２－９　大名セレブロビル　２Ｆ サービス

MODERATEgenerally 福岡市中央区 大名１－３－２６　坂口ビル　１Ｆ ショッピング

煮こみと赤身馬刺し 大名 へて 福岡市中央区 大名１－３－３２　ラ・コルテ大名　１Ｆ 飲食店

HAIREYELASHLILL 福岡市中央区 大名１－３－３３　ＤＡＩＭＹＯ５９１　３Ｆ サービス

オーリック 大名店 福岡市中央区 大名１－３－３９　養巴ビル　１０１ ショッピング

博多水炊き 八風 福岡市中央区 大名１－３－３９　養巴ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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もつ鍋田しゅう 福岡市中央区 大名１－３－６　フラップス　１０２ 飲食店

TENJIN Dining M 福岡市中央区 大名１－３－６　フラップス　２０１ 飲食店

博多海鮮処まんぷくや大名店 福岡市中央区 大名１－４－２４ 飲食店

博多一口餃子アッカン 福岡市中央区 大名１－５－５ 飲食店

鮨 くま 福岡市中央区 大名１－６－１３ 飲食店

アンジェロ＆ミカエル大名 福岡市中央区 大名１－６－１３　バルビゾン９５ 飲食店

凛丹toiet 福岡市中央区 大名１－６－１３　バルビゾン９５　１Ｆ 飲食店

アンダール 福岡市中央区 大名１－６－２１　１Ｆ サービス

atelier．fem 福岡市中央区 大名１－６－２１　グラスハウス　４Ｆ サービス

hair genuine 福岡市中央区 大名１－６－６　メルヴェイユ大名　１Ｆ サービス

かに通　博多店 福岡市中央区 大名１－８－２２ 飲食店

串揚・旬彩 隆 福岡市中央区 大名１－８－２７ 飲食店

もつ料理 幸 大名店 福岡市中央区 大名１－８－３４　２Ｆ 飲食店

炉ばた 一〜ichi〜 福岡市中央区 大名１－８－３４アートケイズビルＢ１Ｆ 飲食店

大名焼肉 USHI－BUCHI 福岡市中央区 大名１－８－３６　１Ｆ 飲食店

XXOCOA 福岡市中央区 大名１－８－３８ 飲食店

髪質改善専門美容院school 福岡市中央区 大名１－８－４０　林毛町通りビル　３Ｆ サービス

Goobne 福岡市中央区 大名１－９－２２　大名ハーモニービル　２０
１ 飲食店

あぷろ　大名店 福岡市中央区 大名１－９－２３　大名ハーモニービル　１Ｆ 飲食店

博多五衛 大名店 福岡市中央区 大名１－９－４　イニシアイオ大名１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご大名店 福岡市中央区 大名１－９－６　ボノボノ大名ビル１Ｆ 飲食店

CADETTO 福岡市中央区 大名１丁目１０－２９　ステージ１大名１Ｆ 飲食店

昭和レトロ酒場　倉吉 福岡市中央区 大名１丁目１５－２６　大名マンション１Ｆ 飲食店

Day＆Night 福岡市中央区 大名１丁目１５－７　ネオハイツ大名９０１ サービス

suifu 福岡市中央区 大名１丁目３－５２　 ショッピング

寺田屋スミ処 福岡市中央区 大名１丁目４－２２ドリーム大名１Ｆ 飲食店

vie Antenne 福岡市中央区 大名２－１－１２－６０１ サービス

nanamica 福岡店 福岡市中央区 大名２－１－１４　天神アッシュ ショッピング

BIRTH 福岡市中央区 大名２－１－１４　天神アッシュ　４Ｆ　Ｂ号 サービス

ソルト美容室 福岡市中央区 大名２－１－１４　天神アッシュビル　５Ｆ サービス

Aguhairgarden1大名 福岡市中央区 大名２－１－１５　新未来ビル　２Ｆ サービス

チャンピオン 福岡 福岡市中央区 大名２－１－２１　サーディン大名　１Ｆ ショッピング

やさい巻き串屋 ねじけもん 福岡市中央区 大名２－１－２９　ＡＩビルＣ館　１Ｆ 飲食店

タンデム 福岡市中央区 大名２－１－４２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼鳥とイロリ くろ船 福岡市中央区 大名２－１－５　ＳＧビル　３Ｆ 飲食店

福岡MAXKELLY 福岡市中央区 大名２－１－５３　天神吉田ビル　３・５Ｆ サービス

もつ鍋 楽天地 天神西通り店 福岡市中央区 大名２－１－５８　モンブランビル　１Ｆ 飲食店

厳選洋食Grill Kajin 福岡市中央区 大名２－１－５８　モンブランビル　５Ｆ 飲食店

西通りプリン西通り店 福岡市中央区 大名２－１－５９ ショッピング

SHIFT 赤坂店 福岡市中央区 大名２－１０－１ サービス

珈琲舎のだ大名本店 福岡市中央区 大名２－１０－１　シャンポール大名　１Ｆ 飲食店

ブリリオ 福岡天神店 福岡市中央区 大名２－１０－１　シャンボール大名Ａ棟　７
０６号 サービス

馳走や直 福岡市中央区 大名２－１０－２　シャンボ－ル大名Ｂ棟　１
０５ 飲食店

Ristorante fanfare 福岡市中央区 大名２－１０－３９　サンマリノビル　２Ｆ 飲食店

戦国焼鳥家康 赤坂1号店 福岡市中央区 大名２－１１－１５ 飲食店

ル シュバリエ 福岡市中央区 大名２－１１－１８ 飲食店

黒豚しゃぶしゃぶあじと赤坂店 福岡市中央区 大名２－１２－１５　赤坂セブンビル１Ｆ 飲食店

黒毛和牛ニクゼン 福岡市中央区 大名２－１２－１７　大名クレッシェンド　２
Ｆ 飲食店

福砂屋 赤坂店 福岡市中央区 大名２－１２－６　ビルエフ　１Ｆ 飲食店

パンナ 福岡市中央区 大名２－２－１　ＭＩＫＩビル１Ｆ ショッピング

LaLaMoana 福岡市中央区 大名２－２－１　ＭＩＫＩビル２Ｆ サービス

株式会社 稚加栄 福岡店 福岡市中央区 大名２－２－１７ 飲食店

稚加栄本舗 福岡市中央区 大名２－２－１９ 飲食店

hair make grace 福岡市中央区 大名２－２－２　後藤ビル３Ｆ サービス

やさい巻き串屋muco－noねじけもん 福岡市中央区 大名２－３－１　大名ＴＩビル　１Ｆ 飲食店

廻転寿司 冨士丸 大名店 福岡市中央区 大名２－３－２ 飲食店

NAJA FIORE3 福岡市中央区 大名２－６－２８ ショッピング

肉焼きワイン酒場 BeefMan 福岡市中央区 大名２－６－５　天神西通り館　１Ｆ 飲食店

餃子のたっちゃん 天神西通り店 福岡市中央区 大名２－６－５　天神西通り館　１Ｆ 飲食店

しゃぶ禅　昭和通り大名店 福岡市中央区 大名２－８－２２　偕成ビル　Ｂ１ 飲食店

イズタ．バイオリン 福岡市中央区 大名２－９－２９　第二プリンスビル　１Ｆ ショッピング

まんだらけ 福岡店 福岡市中央区 大名２－９－５　グランドビル ショッピング

とり乃屋 福岡市中央区 大名２丁目２－４８　プロスペリタ大名１－２
Ｆ 飲食店

鮨おおしお 福岡市中央区 大名２丁目４－３０　 飲食店

鮨ほまれ 福岡市中央区 大宮１－４－１４ 飲食店

海心 福岡市中央区 大宮１－６－３　都セントラルコーポ１階 飲食店

GEORGES　MARCEAU 福岡市中央区 大手門１－１－２７　オオテモンウェルリバー
テラス　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラ・ロシェル 福岡 福岡市中央区 大手門１－１－５ 飲食店

トリッペリア コルテロ 福岡市中央区 大手門１－３－１７　エステートモア大手門１
０３ 飲食店

丸十食品 福岡市中央区 大手門１－３－５ ショッピング

amie Hair／Make 福岡市中央区 大手門１－４－１５　１Ｆ サービス

RaGreen 福岡市中央区 大手門１－７－１４　原田ビル　１Ｆ サービス

七輪焼肉ふくの牛大濠店 福岡市中央区 大手門１－７－１８　モア大濠 飲食店

博多水炊き専門 橙 福岡市中央区 大手門１－８－１４ 飲食店

cro－magnon 福岡市中央区 大手門１－９－３１ 飲食店

和食　とくなが 福岡市中央区 大手門１丁目３－１７　エステートモア大手門
１０５ 飲食店

鮨・割烹 一三 福岡市中央区 大手門２－１－３２　フェニックス大手門ビル
１Ｆ 飲食店

生鮮市場大手門 福岡市中央区 大手門２－８－７　ライオンズマンション大手
門　１Ｆ ショッピング

やき鳥にくしん大手門店 福岡市中央区 大手門３－１－１０ 飲食店

スーパーニューハザマ 福岡市中央区 大手門３－１１－３１ ショッピング

炭焼きとりこ 福岡市中央区 大手門３－２－１７ 飲食店

はかたや 木鶏 福岡市中央区 大濠１－３－７　エステートマンション　１Ｆ 飲食店

ステーキハウス 牛亭 福岡市中央区 大濠１－７－２ 飲食店

串京 福岡市中央区 大濠１－７－６４ 飲食店

アンドローカルズ大濠公園 福岡市中央区 大濠公園１－９ 飲食店

オステリア・トト 福岡市中央区 大濠公園２－３５　ＴＨＥＡＰＡＲＴＭＥＮＴ
１－Ｂ 飲食店

JULIET’sLETTERS 福岡市中央区 天神１－１－１ ショッピング

株）ヤマハミュージックリテイリング福岡店 福岡市中央区 天神１－１－１　アクロス福岡　Ｂ１Ｆ ショッピング

PORTO－130 福岡市中央区 天神１－１－１　アクロス福岡　Ｂ２ ショッピング

Sohbi アクロス福岡店 福岡市中央区 天神１－１－１　アクロス福岡　Ｂ２Ｆ ショッピング

AUBEhairtenjin福岡店 福岡市中央区 天神１－１２－７　福岡ダイヤモンドビル　Ｂ
２ サービス

福岡美髪研究所 Knops 福岡市中央区 天神１－１３－１９　４Ｆ サービス

理容ミヤモリ天神店 福岡市中央区 天神１－１３－２６　福岡中央ビル　ＢＦ１ サービス

炙り炉端 山尾 天神店 福岡市中央区 天神１－１５－１４　高木ビル　２Ｆ 飲食店

とり天・ルドゥー 福岡市中央区 天神１－１５－３ 飲食店

とんかつ わか葉 福岡市中央区 天神１－１５－３６　天神Ａビル　１・２Ｆ 飲食店

ウォーターサイトオットー 福岡市中央区 天神１－１６－１　毎日新聞会館 飲食店

平石時計店 福岡市中央区 天神１－４－２　エルガーラ　１Ｆ ショッピング

ユニバーサルカフェ 福岡市中央区 天神１－８－１　福岡市庁舎　１Ｆ 飲食店

Frau Atsuko カヤシナ 福岡市中央区 天神２－１０－１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大黒屋福岡天神本館 福岡市中央区 天神２－１０－２　福田ビル ショッピング

石橋楽器 福岡店 福岡市中央区 天神２－１１－１　福岡パルコ　８Ｆ　８０３ ショッピング

カフェファディ 天神店 福岡市中央区 天神２－１１－３　ソラリアステージ　Ｂ１Ｆ ショッピング

岩田時計店 福岡市中央区 天神２－１１－３　ソラリアステージＭ２Ｆ ショッピング

ラブリオッシュ天神店 福岡市中央区 天神２－１１－３　ソラリアステージビル　２
Ｆ 飲食店

居酒屋朝次郎天神ビル店 福岡市中央区 天神２－１２－１　天神ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ローレンドット フレア 福岡市中央区 天神２－１３－１７　恒松ビル　７Ｆ サービス

まぐろ料理 紀文 福岡市中央区 天神２－１４－８　福岡天神センタービル　Ｂ
１ 飲食店

キャトルメラージュ 天神地下街 福岡市中央区 天神２－２　天神地下街 ショッピング

air－FUKUOKA 福岡市中央区 天神２－３　天神ルーチェＳ－　３０１ サービス

すしざんまい　天神店 福岡市中央区 天神２－３－１０　天神パインクレスト　１Ｆ 飲食店

Juicy nail天神店 福岡市中央区 天神２－３－１９　４Ｆ サービス

フレア ジェネラス 福岡市中央区 天神２－３－２５　天神ＺＥＲＯビル　３Ｆ サービス

チャコット（株） 福岡カルチャースタジオ 福岡市中央区 天神２－３－３４ ショッピング

Ploom Shop 天神 福岡市中央区 天神２－３－３７　ＴＥＮＪＩＮ２４９　１・
２Ｆ ショッピング

NOCE 福岡店 福岡市中央区 天神２－４－１０　パシフィーク天神　１０１ ショッピング

キルフェボン福岡 福岡市中央区 天神２－４－１１　パシフィーク天神　１Ｆ 飲食店

エスパス タグ・ホイヤー 福岡 福岡市中央区 天神２－４－１１　パシフィーク天神　１Ｆ ショッピング

トニーアンドガイ福岡天神サロン 福岡市中央区 天神２－４－１１　パシフィーク天神　３Ｆ サービス

lottannibirth 福岡市中央区 天神２－４－１１　パシフィーク天神　７Ｆ サービス

HAVERSACK－Fukuoka 福岡市中央区 天神２－４－１２　天神矢野ビル　１０３ ショッピング

Paz Rood 福岡市中央区 天神２－４－１６　４Ｆ サービス

GOSSIP 福岡市中央区 天神２－４－１６　第三十一ポールスタービル
ディング　５Ｆ サービス

G－SHOCKSTOREFUKUOKA 福岡市中央区 天神２－４－２９　フェス天神　１Ｆ ショッピング

THE ALLEY 天神店 福岡市中央区 天神２－４－５　デイトンビル　１Ｆ 飲食店

こなな 天神店 福岡市中央区 天神２－４－５　デイトンビル　１Ｆ 飲食店

リストランテKubotsu 福岡市中央区 天神２－５－５５　４Ｆ　レソラ天神 飲食店

福岡ゆきざき本店 福岡市中央区 天神２－６－１４　ゆきざきビル ショッピング

BUNNYEYESTENJIN 福岡市中央区 天神２－６－２１　天神信長ビル　２Ｆ サービス

焼肉ライク天神西通り店 福岡市中央区 天神２－７－１２　フジヨシビル　１Ｆ 飲食店

Red Plum 福岡市中央区 天神２－７－１４５ ショッピング

フィオーレ レイメイ 福岡市中央区 天神２－７－１４６ ショッピング

光安青霞園 新天町店 福岡市中央区 天神２－７－２４３　ミツヤスセイカエンチヤ
ホ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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立喰いすし将軍　新天町店 福岡市中央区 天神２－７－２４５　新天町南通り 飲食店

カルビ市場 天神店 福岡市中央区 天神２－７－６　ＤＡＤＡビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ヘアメイクアージュ天神西通り店 福岡市中央区 天神２－７－９　天神２７ビル３Ｆ サービス

ルネ 福岡 福岡市中央区 天神２－８－１１６ ショッピング

ジュネワコー 新天町店 福岡市中央区 天神２－８－１１７ ショッピング

ニューポート新天町 福岡市中央区 天神２－８－１２８ ショッピング

かねしょう 福岡市中央区 天神２－８－１３８ ショッピング

刃物の店 豊勝 福岡市中央区 天神２－８－２１８ ショッピング

モリトモ 新天町店 福岡市中央区 天神２－８－２２４ ショッピング

ミュージックプラザ インドウ 福岡市中央区 天神２－８－２３４ ショッピング

サンキューマート福岡天神新天町店 福岡市中央区 天神２－８－２３９ ショッピング

資生堂ビューティーサルーン 福岡市中央区 天神２－８－３８　協和ビル　３Ｆ サービス

タカチホカメラ 天神店 福岡市中央区 天神２－９－１０１　２Ｆ ショッピング

ラメール 福岡市中央区 天神２－９－１０５ ショッピング

福岡金文堂 本店 福岡市中央区 天神２－９－１１０ ショッピング

木村カバン店 本店 福岡市中央区 天神２－９－１１４ ショッピング

復古堂 福岡市中央区 天神２－９－２１３ ショッピング

hanohanomarket 福岡市中央区 天神２丁目３－２９天神ハイム７０１ ショッピング

天神芙蓉 福岡市中央区 天神３－１－１３ 飲食店

プリマ 福岡市中央区 天神３－１６－１　天神日若ビル　３Ｆ サービス

twig 福岡市中央区 天神３－１６－１７　イエローベース天神 サービス

玄海丸　天神店 福岡市中央区 天神３－１６－２１　中村家第１ビル 飲食店

ハートブレッドアンティーク福岡天神店 福岡市中央区 天神３－１６－２４　ハーツ天神　１・２Ｆ 飲食店

福岡 博多焼き鳥 元祖ねぎ肝屋 福岡市中央区 天神３－３－１　木下ビル　４Ｆ 飲食店

メディアカフェ ポパイ 福岡市中央区 天神３－３－１４　日特天神ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

やまや天神店 福岡市中央区 天神３－３－５　久保田ビル　１Ｆ ショッピング

ピエトロ セントラーレ 福岡市中央区 天神３－４－５ 飲食店

ＲｅＶＯＲＴ 福岡市中央区 天神３－８－１　亜依ビル　３Ｆ サービス

侑久上海 福岡市中央区 天神３－８－１８　イルグラッツィア天神１Ｆ 飲食店

鮨処はなこう 福岡市中央区 天神５－９－２ 飲食店

ヘアーグラッツィエ 福岡市中央区 小笹１－３－１３ サービス

芋屋金次郎福岡店 福岡市中央区 平和３－１－２５ 飲食店

凛丹一碗居 福岡市中央区 平尾１－１３－３　ジェンティーレ薬院２　１
Ｆ 飲食店

ash room 福岡市中央区 平尾１－２－８　コーポ黒木１０１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鶏と肴フルヤ 福岡市中央区 平尾１－９－６ 飲食店

サロン・ド・セピア 福岡市中央区 平尾１－９－９ サービス

すし処 玉庄 福岡市中央区 平尾２－１－１７ 飲食店

バルババ 福岡市中央区 平尾２－１７－２０ 飲食店

寿司 味処 河童 福岡市中央区 平尾２－１７－２０　グランド平尾１０６ 飲食店

Lience平尾店 福岡市中央区 平尾２－１８－３ ショッピング

sweep平尾 福岡市中央区 平尾２－１９－３２　ＴｏｍｉｋｅＨｉｒａｏ
　３Ｆ サービス

Tlalli 福岡市中央区 平尾２－１９－３５ ショッピング

炭火焼肉つどい 福岡市中央区 平尾２－２－１８ 飲食店

KRAZY MEAT 福岡市中央区 平尾２－２０－２－１０２ ショッピング

メルモーゾ ダ ドロカワ 福岡市中央区 平尾２－２１－１８　トーカンマンション平尾
　１０２ 飲食店

焼鳥の六角堂 福岡市中央区 平尾２－３－１５　クロスロード平尾１０２ 飲食店

水たき元祖水月 福岡市中央区 平尾３－１６－１４ 飲食店

ビストロ ロベールエルイーズ 福岡市中央区 平尾３－１９－２０　２Ｆ 飲食店

ラ・シゴ－ニュ 福岡市中央区 平尾３－５－２ 飲食店

GAVINO 福岡市中央区 平尾３丁目２０－２　セシルコ－ト平尾Ａ 飲食店

株式会社フロリステ・モデュール 福岡市中央区 平尾４－１０－２７ ショッピング

Pizzeria Gnamo 福岡市中央区 平尾４－８－６　山荘ビル１０１ 飲食店

炭火焼　ホルモン　たろべえ 福岡市中央区 平尾４丁目５－１　松尾ビル１Ｆ 飲食店

ビストロ　ブーレ 福岡市中央区 平尾４丁目５－３　エステートモア平尾山荘通
り１Ｆ 飲食店

gleamshairdesig 福岡市中央区 平尾５－４－２　ヴェルジュ平尾　１０２ サービス

VertFonce 福岡市中央区 平尾浄水町５−１ 飲食店

がっぱ工房 福岡市中央区 春吉１－３－２　１Ｆ ショッピング

Studio1156 福岡市中央区 春吉１丁目１５－６　 ショッピング

もつ鍋一慶春吉本店 福岡市中央区 春吉２－１０－１４ 飲食店

有限会社友添本店 福岡市中央区 春吉２－１１－１８ ショッピング

角のうぐいす 福岡市中央区 春吉２－１２－１４　１Ｆ 飲食店

Akamiya COWSI 福岡市中央区 春吉２－１７－２ 飲食店

串かつ屋あげ升 福岡市中央区 春吉２－２－２６　アイスペース春吉　１Ｆ 飲食店

麒麟 福岡市中央区 春吉２－２－５　エステートモア天神スタジオ
　１０１ 飲食店

ねぎ鍋専門店はるいち 福岡市中央区 春吉２－３－７ 飲食店

お料理 山乃口 福岡市中央区 春吉２－７－１８ 飲食店

いせやフーズクラブ春吉店 福岡市中央区 春吉２－８－１６ ショッピング

鮨藤よし 福岡市中央区 春吉２－９　ファロディハルヨシ２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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海鮮居酒屋「はる好し庭」 福岡市中央区 春吉２丁目６－８　 飲食店

もつ鍋楽天地西中洲店 福岡市中央区 春吉３－１１－１４　的野ビル　２Ｆ 飲食店

旬 川辺 福岡市中央区 春吉３－１１－１５ 飲食店

華蓮 博多店 福岡市中央区 春吉３－１１－１９　ジャスマック酒肴小路博
多ビル　Ｂ１ 飲食店

博多卿いさみ 福岡市中央区 春吉３－１１－１９　パノラマスクエア博多　
２０２号 飲食店

アベックプレジール南天神店 福岡市中央区 春吉３－１２－１　玉屋本館　１Ｆ サービス

主海 福岡市中央区 春吉３－１２－２３　春吉ビル　１Ｆ 飲食店

ひつじ家。 福岡市中央区 春吉３－１２－２３　春吉ビル　２Ｆ 飲食店

こはち 福岡市中央区 春吉３－１４－２５　畠田ビル１－Ａ 飲食店

サケサカナ 太郎坊 福岡市中央区 春吉３－１４－２５　畠田ビル１階 飲食店

鮓　枉駕 福岡市中央区 春吉３－１４－３２　サンライトマンション　
１Ｆ 飲食店

振る舞い処 水魚 福岡市中央区 春吉３－１４－７ 飲食店

やきとり喜鳥 福岡市中央区 春吉３－１５－１２　ジェンティーレ天神３－
１Ｆ－Ｂ 飲食店

ひしむら 福岡市中央区 春吉３－１５－１５ 飲食店

チルコロ 福岡市中央区 春吉３－１５－３　テソロ天神１Ｆ－Ｃ 飲食店

一刻堂 福岡市中央区 春吉３－１５－３０ 飲食店

一刻堂はなれ 福岡市中央区 春吉３－１５－７ 飲食店

金蔦 福岡市中央区 春吉３－１６－５ 飲食店

牛仙人 福岡市中央区 春吉３－１６－９　レガリータ天神３－１Ｆ 飲食店

焼肉ホルモン龍の巣博多春吉店 福岡市中央区 春吉３－２１－３ 飲食店

笑楽　博多春吉 福岡市中央区 春吉３－２１－３０ 飲食店

田無羅 福岡市中央区 春吉３－２２－２９ 飲食店

炭火焼肉家どらごんHARUYOSHI 福岡市中央区 春吉３－２４－１６ 飲食店

鮨 水魚 福岡市中央区 春吉３－２４－４　ＫＳＳＱＵＡＲＥ　２Ｆ 飲食店

女とみそ汁 福岡市中央区 春吉３－２５－１０ 飲食店

春吉もつ焼塩田屋 福岡市中央区 春吉３－２５－１０　王丸ビル　１Ｆ 飲食店

酒肆　野一色 福岡市中央区 春吉３－２６－２７　晴好六番町　２Ｆ 飲食店

PRIVATEROOMGOSSIP 福岡市中央区 春吉３－５－７　Ｒｉｖｅｒｆｒｏｎｔ中洲西
南　４Ｆ 飲食店

UTAMARO 福岡市中央区 春吉３－５－７　バルビゾン１０３　４Ｆ 飲食店

博多かんべえ 春吉天神邸 福岡市中央区 春吉３－５－７　バルビゾン１０３南　２Ｆ 飲食店

TRATTORIA　KIKUYA 福岡市中央区 春吉３－５－７　リバーフロント中洲西Ｎｏｒ
ｔｈＳｉｄｅ　１Ｆ 飲食店

串揚げ倶楽部 福岡市中央区 春吉３丁目２１－２２　Ｃｒｅｖｉｃｅ天神２
Ｆ 飲食店

パティスリーオーフィルドゥジュール 福岡市中央区 桜坂１－１４－９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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LIANA Hair Atelier 福岡市中央区 桜坂１－４－４　グランマーサ桜坂　１Ｆ サービス

鉄板焼 みたき 桜坂 福岡市中央区 桜坂１－６－２２ 飲食店

OYATUYA．U 福岡市中央区 桜坂３－１１－６６ 飲食店

焼肉バリうま29 福岡市中央区 梅光園１－３－１３ 飲食店

清香園 梅光園店 福岡市中央区 梅光園２－６－１０ 飲食店

かんてんぱぱショップ 福岡店 福岡市中央区 梅光園３－１－２１ ショッピング

フランス料理KOJIMA 福岡市中央区 浄水通２－１４ 飲食店

かたおか 福岡市中央区 浄水通３－３　浄水フラッツ　２０１ 飲食店

Restaurant Kazu 福岡市中央区 浄水通３－４０　３Ｆ 飲食店

る．せるくる 福岡市中央区 浄水通５－３　浄水テラス　１Ｆ 飲食店

Largo 福岡市中央区 清川１－８－１０　２Ｆ サービス

やまだい 清川店 福岡市中央区 清川１－８－２２ ショッピング

山縣屋 福岡市中央区 清川１丁目２－８　 飲食店

磯ぎよからず 博多本店 福岡市中央区 清川２－１１－２３ 飲食店

cucinaitalianaAmelia 福岡市中央区 清川２－１１－３３　仲西ビル　２　Ｂ－１ 飲食店

焼肉 スタミナ亭 福岡市中央区 清川２－６－１７ 飲食店

博多 田中田 福岡市中央区 清川３－１６－１９　アーバントップ清川　１
Ｆ 飲食店

天ぷら岩永 福岡市中央区 清川３－２７－８ 飲食店

タオルサロン カラカラ 博多店 福岡市中央区 渡辺通１－１－２ ショッピング

レイメイ サンローゼ店 福岡市中央区 渡辺通１－１－２　サンローゼ内 ショッピング

薩摩焼酎蔵匠 福岡市中央区 渡辺通１－１１－１１　Ｈ・Ｋビル　１Ｆ ショッピング

鮮魚美酒清なり 福岡市中央区 渡辺通１－９－３０ 飲食店

博多きょう重 福岡市中央区 渡辺通２－３－２４　ダイレイ５ビル 飲食店

FIGO 福岡市中央区 渡辺通２－３－２７　待鳥ビル　１Ｆ 飲食店

ピッツェリア・ダ・ガエターノ 福岡市中央区 渡辺通２－７－１４　パグーロ薬院 飲食店

博多魚いち いっ笑 福岡市中央区 渡辺通２－８－１　フェリス薬院　１Ｆ 飲食店

モデュール渡辺通店 福岡市中央区 渡辺通２－８－１２　リンデン東薬院１Ｆ ショッピング

すし処 やま中 福岡市中央区 渡辺通２－８－８ 飲食店

串かつ 千寿 福岡市中央区 渡辺通２－９－１１　ＯＮＯＨＡＲＡビル　１
Ｆ 飲食店

おちょこ 福岡市中央区 渡辺通２－９－１３ 飲食店

博多もつ鍋しば田 福岡市中央区 渡辺通２－９－９　モアナ渡辺通ビル　２Ｆ 飲食店

ORTO CAFE 福岡市中央区 渡辺通３－２－８ 飲食店

梅山鉄平食堂本店 福岡市中央区 渡辺通３－６－１ 飲食店

炭焼きスペイン料理Aire 福岡市中央区 渡辺通３－６－２４　ＷＩＮＧ天神南　１０１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

35 / 72

[福岡県福岡県]



カイル 福岡市中央区 渡辺通４－１－３６　Ｂｉｖｉ福岡　１・２Ｆ ショッピング

KARE BIVI 福岡店 福岡市中央区 渡辺通４－１－３６　ＢｉＶｉ福岡　１Ｆ ショッピング

ボーコンセプト福岡 福岡市中央区 渡辺通４－１－３６　ＢｉＶｉ福岡　２Ｆ ショッピング

Home Style オクト 福岡市中央区 渡辺通４－１－３６　Ｂｉｖｉ福岡　３Ｆ ショッピング

アートハウス21 福岡天神店 福岡市中央区 渡辺通４－１－３６　ＢｉＶｉ福岡　３Ｆ ショッピング

ジャストカーテンBiVi福岡店 福岡市中央区 渡辺通４－１－３６　ＢｉＶｉ福岡　３Ｆ ショッピング

飛騨の家具館・福岡 福岡市中央区 渡辺通４－１－３６　ＢｉＶｉ福岡　４Ｆ ショッピング

花絵巻 福岡市中央区 渡辺通４－２－２７　立石ビル　１Ｆ 飲食店

H．L．D 福岡市中央区 渡辺通４－６－２０　星野ビル　１Ｆ ショッピング

カッシーナ イクスシー 福岡店 福岡市中央区 渡辺通４－８－２８　ＦＴスカラビル　１Ｆ ショッピング

トム・ソーヤ 天神ロフトビル 福岡市中央区 渡辺通４－９－２５　Ｂ１Ｆ ショッピング

サブウェイ 天神ロフト店 福岡市中央区 渡辺通４－９－２５　天神ロフトビル　１Ｆ 飲食店

SHIFT 渡辺通店 福岡市中央区 渡辺通５－１－１４　２Ｆ サービス

やまさん 福岡市中央区 渡辺通５－１２－８　渡辺通り５ビル　２Ｆ 飲食店

博多炉端炉邸 福岡市中央区 渡辺通５－１３－２３ 飲食店

焼肉 Jerky 福岡市中央区 渡辺通５－１５－２３ 飲食店

鮨処 うえ田 福岡市中央区 渡辺通５－１６－４２ 飲食店

リバーサイド コマツ 福岡市中央区 渡辺通５－２４－１ 飲食店

戦国焼鳥家康 渡辺通22号店 福岡市中央区 渡辺通５－２４－２１ 飲食店

株式会社酒商菅原 福岡市中央区 渡辺通５－２４－３０　福岡東カンビル　１Ｆ ショッピング

ルモンド・ガーデン－テルラ 福岡市中央区 渡辺通５－２５－１８ 飲食店

SESSION 福岡市中央区 渡辺通５－２５－１８ 飲食店

福太郎天神テルラ店 福岡市中央区 渡辺通５－２５－１８　天神テルラビル　１Ｆ ショッピング

博多よし魚 福岡市中央区 渡辺通５－３－２４　プロスペリタ天神２　１
Ｆ 飲食店

パティスリージョルジュマルソー 福岡市中央区 渡辺通５－８－１９　マイスタア５　１Ｆ 飲食店

Fridge 福岡市中央区 渡辺通５－８－５　天神エクセル　１Ｆ 飲食店

VISION 福岡市中央区 港１－２－２６　ＮＴＴドコモビル　２Ｆ ショッピング

焼きとりのとりこ 福岡市中央区 港２－１０－３　第２土肥ビル１Ｆ 飲食店

居酒屋Toc－Toc 港店 福岡市中央区 港２－１１－２ 飲食店

焼肉コリアナ 福岡市中央区 港２－１１－２２ 飲食店

ビートプラス大濠店 福岡市中央区 港２－７－３２　インシェイプ大濠　１Ｆ サービス

ルカ 福岡市中央区 白金１－１－１２　アサリコーポラス　２０３ 飲食店

REC COFFEE 薬院駅前 福岡市中央区 白金１－１－２６　１Ｆ 飲食店

イノベ－ティブ フレンチ ワタハン 福岡市中央区 白金１－１１－８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

36 / 72

[福岡県福岡県]



てっぱん屋 くろがね 福岡市中央区 白金１－１５－７　ダイヤパレス白金　１０５ 飲食店

銀しゃり・炭焼直球 福岡市中央区 白金１－１６－２ 飲食店

マヌコ－ヒ－ロ－スタ－ズクジラ 福岡市中央区 白金１－１８－２３ 飲食店

Aguhairfinca薬院 福岡市中央区 白金１－２１－２－１　薬院ロイヤルビル　３
Ｆ サービス

新世界餃子 福岡市中央区 白金１－６－１　１Ｆ 飲食店

鮨 光史郎 福岡市中央区 白金１－７－１２　ファイブスターズ白金１Ｆ 飲食店

白金ホルモン まる福 福岡市中央区 白金１－９－１２ 飲食店

白金 にし田 福岡市中央区 白金２－１１－３０ 飲食店

広島お好み焼巧房 福岡市中央区 白金２－１５－４７ 飲食店

トレ・バンビーノ 福岡市中央区 白金２－１５－７ ショッピング

小柳寿司 福岡市中央区 笹丘１－３６－１８ 飲食店

ラ　ルカンダ 福岡市中央区 笹丘２丁目３－１　 飲食店

Aguhairgarden2舞鶴 福岡市中央区 舞鶴１－１－１　小財ビル　３Ｆ サービス

EDeNMAeD 福岡市中央区 舞鶴１－２－１０　２Ｆ サービス

ガストロノミヤ古賀圭祐 福岡市中央区 舞鶴１－２－１０　一喜店舗　２Ｆ 飲食店

クッキン 福岡市中央区 舞鶴１－２－１１　おがわビル２Ｆ 飲食店

小野の離れ 福岡市中央区 舞鶴１－３－１１ 飲食店

イタリア料理 Passetto 福岡市中央区 舞鶴１－３－３１　ハイラーク舞鶴１０４Ｂ 飲食店

博多水炊き あうん 福岡市中央区 舞鶴１－４－１　ハイザックビル　Ｂ１ 飲食店

Salt 舞鶴店 福岡市中央区 舞鶴１－４－３７　パピルス３　１Ｆ サービス

鷹丸 福岡市中央区 舞鶴１丁目３－３１　ハイラーク舞鶴１階 飲食店

磯ぎよし 天神店 福岡市中央区 舞鶴１丁目９−２３　エステートモアマンション
　１Ｆ 飲食店

ボン洋酒店 福岡市中央区 舞鶴２－４－２８ ショッピング

餃子・中国酒菜 胡坊 福岡市中央区 舞鶴２－７－１　ライオンズマンション舞鶴第
３　１Ｆ 飲食店

焼鳥高田 福岡市中央区 舞鶴３－５－３ 飲食店

コリアンダイニング Gonchang 福岡市中央区 舞鶴３－８－１　まいづる中央ビル 飲食店

ぬくゐ、 福岡市中央区 草香江１－１－９ エンターテイメン
ト

鮨処 はやし 福岡市中央区 草香江１－８－２４ 飲食店

アクセスオオホリ 福岡市中央区 草香江２丁目１１－２７　 サービス

アクセスオオホリ2F 福岡市中央区 草香江２丁目１１－２７　２Ｆ サービス

鮨 料理 一高 福岡市中央区 荒戸１－２－２　ロワ－ルマンション大濠１０
１・　１０２ 飲食店

寿楽 福岡市中央区 荒戸１－３－２０　メゾンアクア　１Ｆ 飲食店

あべこーひー 福岡市中央区 荒戸１－４－２２　あべこ－ひ－ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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田井天 福岡市中央区 荒戸１－９－２１ 飲食店

みんなのイタリアン 福岡市中央区 荒戸２－１－２２　斉藤ビル　１Ｆ 飲食店

すし 伍水庵 福岡市中央区 荒戸２－２－８　ロワールマンション大濠２－
１Ｆ 飲食店

パティスリージャック 大濠店 福岡市中央区 荒戸３－２－１ 飲食店

鮨処 佐々庄 福岡市中央区 荒戸３－２－４　１Ｆ 飲食店

加辺屋 西公園店 福岡市中央区 荒戸３－４－７６　チリエイジョ西公園　１Ｆ 飲食店

お料理 みつやす 福岡市中央区 荒戸３－８－９ 飲食店

PIZZAREVO 福岡市中央区 薬院１－１０－５　新薬院ビル　１０２ 飲食店

串皇 福岡市中央区 薬院１－１１－７　Ｓビル　１Ｆ 飲食店

もつ料理 幸 福岡市中央区 薬院１－１２－１２ 飲食店

木庭酒店 福岡市中央区 薬院１－１２－１８ ショッピング

寿司割烹 開 福岡市中央区 薬院１－１２－１９　ロマネスク薬院第二　１
Ｆ 飲食店

タイ料理　ドゥワンディー 福岡市中央区 薬院１－１２－３２　薬院パーキングビル　１
０５ 飲食店

SpiceTable 福岡市中央区 薬院１－１４－１３　１Ｆ 飲食店

ほっこり家 福岡市中央区 薬院１－１４－１８　信興ビル　１Ｆ 飲食店

さめじま精肉店〔飲食〕 福岡市中央区 薬院１－１５－５ 飲食店

nico hair＆make 福岡市中央区 薬院１－１５－５　第三青柳マンション　１Ｆ サービス

さか本 福岡市中央区 薬院１－１６－１４　ＢＥＩＤＥＮ薬院　２Ｆ 飲食店

aya 福岡市中央区 薬院１－１６－１４　ＢＥＩＤＥＮ薬院　３０
１ 飲食店

ブランチオットー薬院 福岡市中央区 薬院１－２－２　ｙｍｋ薬院　１Ｆ 飲食店

炉端氷炭 福岡市中央区 薬院１－４－２１ 飲食店

なるみ乃 薬院店 福岡市中央区 薬院１－６－２０　キリコーポ１Ｆ 飲食店

活魚料理 魚籠 福岡市中央区 薬院１－６－５　ホワイティ薬院　１Ｆ 飲食店

B．B．Bポッターズ1F 福岡市中央区 薬院１－８－８　１Ｆ ショッピング

湖月堂 薬院店 福岡市中央区 薬院１－９－８ 飲食店

寿司割烹開 福岡市中央区 薬院１丁目１２－１９ ロマネスク薬院第２ 飲食店

ミニョン 福岡市中央区 薬院１丁目６ー７ヴァンクール薬院３０２ サービス

Star Lush 福岡市中央区 薬院２－１－４　アルモニ薬院ビル　２Ｆ サービス

海鮮丼日の出 福岡市中央区 薬院２－１－８　イデハラビル　１Ｆ 飲食店

そそぐ 福岡市中央区 薬院２－１０－２　王丸ビル　１０１ 飲食店

井と瀬 福岡市中央区 薬院２－１３－２６　フィルズ薬院　１０１ 飲食店

NEST 福岡市中央区 薬院２－１３－２７ ショッピング

食労寿－cross－ 福岡市中央区 薬院２－１４－１６ 飲食店

R hair 福岡市中央区 薬院２－１４－２１　フィット薬院　２０３号 サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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PONVINO 福岡市中央区 薬院２－１４－２８　ＡＤＥ 飲食店

うなぎ仁 福岡市中央区 薬院２－１５－１０　サンフラワ－薬院　１Ｆ 飲食店

いさ屋 福岡市中央区 薬院２－１５－２ ショッピング

ビストロミツ 福岡市中央区 薬院２－１６－１１　エステートモア薬院ＪＯ
Ｙ 飲食店

GOLDEN CRAB 福岡市中央区 薬院２－１６－１１　エステートモア薬院ＪＯ
Ｙ　１０１ 飲食店

ろばたごん 福岡市中央区 薬院２－１７－２６ ショッピング

博多和食いしくら 福岡市中央区 薬院２－１７－６　シャルム薬院　１Ｆ 飲食店

こうね 福岡市中央区 薬院２－１８－１０　ＫＳマンション　１Ｆ 飲食店

LOOPWHEELER FUKUOKA 福岡市中央区 薬院２－１８－１２　財津ビル　１Ｆ ショッピング

博多水炊きとり田 福岡市中央区 薬院２－３－３０　ＣＡＳＥＢＬＤＧ　１Ｆ 飲食店

天孝 福岡市中央区 薬院２－４－２６　ライオンズマンション薬院
第五 飲食店

ガリバー 薬院店 福岡市中央区 薬院２－５－３０ サービス

近松 福岡市中央区 薬院２－６－１９　１Ｆ 飲食店

misono Nail 福岡市中央区 薬院２丁目６－１アークヒルズ２０２ サービス

TeppanDiningよしだ 福岡市中央区 薬院２丁目６－２２　エスペランサ薬院１階 飲食店

PORCO ROSSO 薬院店 福岡市中央区 薬院３－１１－１　ＰＯＲＣＯＲＯＳＳＯＢＬ
ＤＧ．　１Ｆ ショッピング

ALSO MOONSTAR 福岡市中央区 薬院３－１１－２２ ショッピング

空とぶ豚 福岡市中央区 薬院３－１１－３０　１Ｆ 飲食店

パスタバルスプーニャ 福岡市中央区 薬院３－１１－３０　エステート・モア薬院通
り　１０３ 飲食店

小料理やぐりこ 福岡市中央区 薬院３－１２－１５ 飲食店

とりやき八 薬院店 福岡市中央区 薬院３－１３－１１　ラガッツァ薬院Ｂ 飲食店

NIKUICHI 福岡市中央区 薬院３－１６－３４　１Ｆ 飲食店

Lock Stock 薬院店 福岡市中央区 薬院３－３－５　１Ｆ 飲食店

ヒゲム－チョ 福岡市中央区 薬院３－７－１４　古川ビル　２Ｆ 飲食店

鉄板屋 ばさろ 福岡市中央区 薬院３－７－２７　マツダビル　１Ｆ 飲食店

ブラッスリー　レキップ 福岡市中央区 薬院３－８－１４ 飲食店

焼肉 神楽 福岡市中央区 薬院４－１－９　１Ｆ 飲食店

REC COFFEE浄水テラス 福岡市中央区 薬院４－１３－６０　浄水テラス 飲食店

井本 福岡市中央区 薬院４－１５－２９　香ビル１－２ 飲食店

鮨 かず矢 福岡市中央区 薬院４－１５－２９　香ビル１Ｆ 飲食店

MEDIUM 福岡市中央区 薬院４－１８－１７　レイナビル２Ｆ ショッピング

アクアプリッタ 福岡市中央区 薬院４－１８－１７　レイナビルＢ　１－Ａ サービス

ARRTYARRTY薬院店 福岡市中央区 薬院４－１８－３３ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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フランス菓子 16区 福岡市中央区 薬院４－２０－１０ 飲食店

H＋ 福岡市中央区 薬院４－６－２７　薬院ビル　１Ｆ ショッピング

PICCIN 浄水通り店 福岡市中央区 薬院４－６－３４ ショッピング

ITALIANBASIL　薬院店 福岡市中央区 薬院４丁目１－１０　共立薬院ビル１Ｆ 飲食店

焼肉どん2春吉店 福岡市中央区 西中洲１－１２ 飲食店

すき焼きの店 黒家 福岡市中央区 西中洲１－１７　小畑ビル１Ｆ 飲食店

Lock Stock 西中洲店 福岡市中央区 西中洲１－２１　ＧＩＯビル３Ｆ 飲食店

鮨処さく松 福岡市中央区 西中洲１－３５　寺埜ビル　１０２ 飲食店

立喰いすし将軍　西中州店 福岡市中央区 西中洲１－４　プロスペリタ西中洲２　１Ｆ　
Ａ 飲食店

ふく料理 博多ぼて 福岡市中央区 西中洲１－５ 飲食店

鮨 亀松 福岡市中央区 西中洲１０－３ 飲食店

Restaurant Arena 福岡市中央区 西中洲１０－３　Ｎビル１Ｆ 飲食店

うまかもん亭 福岡市中央区 西中洲１０－６　ラビリンスビル　２Ｆ 飲食店

ラ・レジーア 福岡市中央区 西中洲１０－６　ラビリンスビル　７Ｆ エンターテイメン
ト

笑楽　博多本店 福岡市中央区 西中洲１１－４　笑楽ビル 飲食店

鳥巣 福岡市中央区 西中洲１１－８ ショッピング

すっぽん料理前田 福岡市中央区 西中洲１２－１０　西中洲ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

博多華味鳥　西中洲店 福岡市中央区 西中洲１２－１１　西中洲第２ビル　１Ｆ 飲食店

リストランテ インクロ－チ 福岡市中央区 西中洲１２－１８　ホテルグランドルチェ博多
　２Ｆ 飲食店

HairStudioBEIGE 福岡市中央区 西中洲１２－３３　大同生命ビル　１Ｆ　０１
１ サービス

小料理 曾根 福岡市中央区 西中洲２－１４　第二フジクラビル　１Ｆ 飲食店

十炭 福岡市中央区 西中洲２－１８　１Ｆ 飲食店

レザンドール 福岡市中央区 西中洲２－２５　ＳＴＡＧＥ１西中洲　１Ｆ 飲食店

西中洲 河童 福岡市中央区 西中洲２－２５　ステ－ジ１西中洲　２Ｆ 飲食店

La Maison de la Nature Goh 福岡市中央区 西中洲２－２６ 飲食店

ろく 福岡市中央区 西中洲２－２６　燦瓢閣１Ｆ 飲食店

OPIUM 福岡市中央区 西中洲２－２６　燦飄閣１０２ 飲食店

飯屋くーた西中洲店 福岡市中央区 西中洲２－８ 飲食店

humidor 福岡市中央区 西中洲３－１　ＤＥＬＴＡＷＥＳＴ　１Ｆ－Ｅ 飲食店

もつ鍋一慶 西中洲店 福岡市中央区 西中洲３－１　デルタウエスト　２Ｆ 飲食店

PETROS 福岡市中央区 西中洲３－１　デルタウエスト　２Ｆ　Ａ 飲食店

幸 福岡市中央区 西中洲３－１　デルタウエスト西中洲　１Ｆ　
Ｄ 飲食店

薩摩やき鳥てんがらもん 福岡市中央区 西中洲３－１７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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三原豆腐店 福岡市中央区 西中洲３－１９ 飲食店

三原の2階 福岡市中央区 西中洲３－１９　２Ｆ 飲食店

なか尾 福岡市中央区 西中洲３－２ 飲食店

日本料理ながおか 福岡市中央区 西中洲３－２０　連ラウンドビル　１０３ 飲食店

鮨 さかい 福岡市中央区 西中洲３－２０　連ラウンドビル　２Ｆ 飲食店

ダイニングレストラン つきみち 福岡市中央区 西中洲３－２６　アスコットテラス 飲食店

西中洲 楽久虎 福岡市中央区 西中洲３－２６　アスコットテラス　１Ｆ 飲食店

にのじ西中洲店 福岡市中央区 西中洲３－５　２Ｆ 飲食店

焼肉の龍園西中洲店 福岡市中央区 西中洲４－３　ＡＴＥ西中洲　１Ｆ 飲食店

稜庵 福岡市中央区 西中洲４－３　ＡＴＥ西中洲　２０３号 飲食店

西中洲たかしるや 福岡市中央区 西中洲４－４　ＲＩＮＦＩＲＳＴ　３Ｆ 飲食店

LeauBlanche 福岡市中央区 西中洲４－４　ＲＩＮＦＩＲＳＴビル２Ｆ 飲食店

MYMON nishinakasu 福岡市中央区 西中洲４－６　リップビル　１Ｆ 飲食店

マーキュリー 福岡市中央区 西中洲４－６　リップルビル 飲食店

鉄板焼き 美都樹 福岡市中央区 西中洲４－９　レフトバンクビル２Ｆ 飲食店

河庄 福岡市中央区 西中洲５－１３ 飲食店

西中洲　しん進 福岡市中央区 西中洲５－１５　セントラルタワービル　２Ｆ 飲食店

とり乃屋 福岡市中央区 西中洲５－１５　セントラルパークタワー　２
Ｆ 飲食店

DefiGeorgesMarceau 福岡市中央区 西中洲５－２８　西中洲Ｍビル　２Ｆ 飲食店

美酒美食　かゆう 福岡市中央区 西中洲５－３ 飲食店

游來 福岡市中央区 西中洲５－６ 飲食店

元祖博多めんたい重 福岡市中央区 西中洲６－１５ 飲食店

ト－フィ－パ－ク 福岡市中央区 西中洲６－３６ 飲食店

焼鳥大自然 西中洲店 福岡市中央区 西中洲９－４　ＳＰＡＺＩＯ　３Ｆ 飲食店

あだち珈琲警固店 福岡市中央区 警固１－１－１０ ショッピング

コントワール TABATA 福岡市中央区 警固１－１－１０　エステ－トモア警固本通　
２１０ 飲食店

MOGGIE CO－OP 福岡市中央区 警固１－１－７　しのぶビル　２Ｆ ショッピング

焼肉どらごん 警固本店 福岡市中央区 警固１－１５－２７ 飲食店

hues 福岡市中央区 警固１－１５－２８　吉浪ビル　１Ｆ ショッピング

炉端 百式 福岡市中央区 警固１－１５－３４　警固セントラルビル　１
０１号 飲食店

博多もつ将 総本店 福岡市中央区 警固１－４－２５ 飲食店

焼とりの八兵衛 上人橋通り店 福岡市中央区 警固１－４－２７　ＫＥＧＯエイトビル　１Ｆ 飲食店

いろり焼きの店 田舎屋 福岡市中央区 警固１－４－２７　ｋｅｇｏエイトビル　２０
２ 飲食店

AURA CLOTHING 福岡市中央区 警固１－５－１　ＳＫビル１０１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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居酒屋けごや 福岡市中央区 警固１－５－３４ 飲食店

Babb 福岡市中央区 警固１－５－３４　１Ｆ ショッピング

めしや コヤマパ－キング 福岡市中央区 警固１－６－４　ＫＥＮＴ・ＫＥＧＯ・Ａ 飲食店

焼肉・すき焼き 純 福岡市中央区 警固１－６－５６　サウスガーデン　１Ｆ 飲食店

growth 福岡市中央区 警固１－６－５６　サウスガーデン　５０４号 サービス

Taverna Tiberina 福岡市中央区 警固１－８－１２　レジディア警固　１Ｆ 飲食店

MEGUSTA 福岡市中央区 警固２－１－１４　小川ビル　１Ｆ 飲食店

ajito 福岡市中央区 警固２－１－１７ ショッピング

新乃 福岡市中央区 警固２－１０－８ 飲食店

焼肉ふじまき 福岡市中央区 警固２－１１－１０　高橋ビル 飲食店

ウエアハウス福岡店 福岡市中央区 警固２－１１－１９　Ｍビル１Ｆ ショッピング

ル・フラマンローズ 福岡市中央区 警固２－１３－１７　アクアリア警固　地下 飲食店

MERICAN BARBERS 福岡市中央区 警固２－１３－７　オ－クビル　２－Ｂ１Ｆ サービス

肴 福岡市中央区 警固２－１５－２０－１０２ 飲食店

RoomHairdesign＋Relax 福岡市中央区 警固２－１６－６　ｆｉｔけやき　１Ｆ サービス

perche no（ペルケノー） 福岡市中央区 警固２－１７－１０　スパジオけやき通りビル
　１Ｆ 飲食店

自然食品の店 ファーム 福岡市中央区 警固２－１８－１ ショッピング

グラタンとワイン Clos 福岡市中央区 警固２－１８－１３　オ－クビル　１－２０２ 飲食店

あら木 警固 福岡市中央区 警固２－１８－１３　オークビル　１－５０２ 飲食店

PICCIN けやき通り店 福岡市中央区 警固２－１８－１５　花田ビル　１Ｆ ショッピング

IRIEHAIRDESIGN 福岡市中央区 警固２－１８－１７　ＳＨＯＷＡけやきビル　
２Ｆ サービス

kegomachiCOMMON 福岡市中央区 警固２－１８－５　アバンダント９１ビル　１
Ｆ 飲食店

Des．Art 福岡市中央区 警固２－１８－７　ふじたビル　２Ｆ サービス

ViTO 赤坂けやき通り店 福岡市中央区 警固２－１９－９　百田ビル　１Ｆ　Ａ 飲食店

マンダリン マ－ケット 文華市場 福岡市中央区 警固２－２－２８　エステ－トモア警固　１Ｆ 飲食店

TIGRE BROCANTE 福岡市中央区 警固２－３－２６ ショッピング

ビストロ・ニューポート 福岡市中央区 警固２丁目１７－２５　フルサワビル１Ｆ 飲食店

WORK＆CAFE　Ta－Te 福岡市中央区 警固２丁目１８－１３　オ－クビル１・２階 飲食店

フィリペペ 福岡市中央区 警固３－１－２８　３Ｆ 飲食店

ル・セップ 福岡市中央区 警固３－３－１　ヴィアーレ警固　１Ｆ ショッピング

Stagione〔スタジオーネ〕 福岡市中央区 警固３－４－１１　リフォレンス桜坂１Ｆ 飲食店

AUBEhairanela福岡六本松店 福岡市中央区 谷１－１３－２０　ＣＬＡＳＳＩＥＲＳＷＩＴ
ＣＨ　１０２ サービス

裏六本松Fキッチン 福岡市中央区 谷１－１４－２ 飲食店

金魚 福岡市中央区 谷１－１５－２７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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桜坂 観山荘 福岡市中央区 谷１－３－２０ 飲食店

SOPH．FUKUOKA 福岡市中央区 赤坂１－１１－２　１Ｆ ショッピング

AuBE 福岡市中央区 赤坂１－１３－８　赤坂ウイング　２Ｆ サービス

プロヴァンス 福岡市中央区 赤坂１－１３－８　赤坂ウイングビル　１Ｆ 飲食店

美松花園 福岡市中央区 赤坂１－２－１　シャンボ－ル赤坂　１０３号 ショッピング

鮨処 石ばし 福岡市中央区 赤坂１－２－６　パインマンション　１Ｆ 飲食店

bis　とろ　タカギ 福岡市中央区 赤坂１－３－６　コオリナヴィラ赤坂　２０１ 飲食店

もつ鍋 七山 福岡市中央区 赤坂１－５－１１　アバンダント８９　１Ｆ 飲食店

LIMBS 福岡市中央区 赤坂１－６－２３　プロスペリタ赤坂　２Ｆ サービス

FAVOR 福岡市中央区 赤坂１－７－２５　２Ｆ サービス

なかむら 福岡市中央区 赤坂１－７－２５　エステートモア赤坂　１０
３ 飲食店

もつ鍋やま中赤坂店 福岡市中央区 赤坂１－９－１　フドウ赤坂　２Ｆ 飲食店

モンゴル薬膳鍋赤坂門店 福岡市中央区 赤坂１－９－２２　赤坂門市場ビル　１Ｆ　Ｂ 飲食店

赤坂あそび亭 福岡市中央区 赤坂１丁目１１－４　 飲食店

HALS hair place 福岡市中央区 赤坂２－１－１２　ネオグランデ赤坂　１０２
号 サービス

ブックス キューブリック 福岡市中央区 赤坂２－１－７ ショッピング

BREAD 福岡市中央区 赤坂２－２－１　高木ビル　１Ｆ ショッピング

Cheerful 福岡市中央区 赤坂２－２－３９　赤坂野崎ビル１Ｆ サービス

鮨 やま咲 福岡市中央区 赤坂２－２－４０　マイプレイス赤坂　１Ｆ 飲食店

万 福岡市中央区 赤坂２－３－３２ 飲食店

BEEHIVEDELUXE 福岡市中央区 赤坂３－１－２３ サービス

すし六香 福岡市中央区 赤坂３－１１－１１ 飲食店

鮨 木島 福岡市中央区 赤坂３－１２－９　福嶋ビル　１Ｆ 飲食店

VERITE 福岡市中央区 赤坂３－１３－２７　ステイツけやき　２Ｆ サービス

バロックリテールショップアカサカ 福岡市中央区 赤坂３－１３－２７　ステイツ赤坂けやき通り
　１Ｆ ショッピング

筑後柳川屋 福岡市中央区 赤坂３－４－３４　安達ビル　１Ｆ 飲食店

e－style pep hirao 福岡市中央区 那の川２－５－１２ サービス

博多豊一 長浜食堂 福岡市中央区 長浜２－２－２５ 飲食店

たつみ寿司 福岡市中央区 長浜２－４　新長浜ビル１３４ 飲食店

おきよ 福岡市中央区 長浜３－１１－３　鮮魚市場会館　１Ｆ 飲食店

銀しゃりと酒と魚てる房 福岡市中央区 高砂１－１２－１　副島ビル　１Ｆ 飲食店

Bistro Coquette 福岡市中央区 高砂１－１２－１７ 飲食店

うな善 福岡市中央区 高砂１－１４－７－１ 飲食店

たつ庄 福岡市中央区 高砂１－１９－２８　エスポワール渡辺通南　
１０２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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相撲茶屋　大 福岡市中央区 高砂１－１９－３ 飲食店

MADANGSOE 本店 福岡市中央区 高砂１－２－２１ 飲食店

ラ　キュイジーヌ　ド　カワムラ 福岡市中央区 高砂１－２２－２　アーク七番館　２Ｆ 飲食店

OPS HAIR ANELLO 福岡市中央区 高砂１－２４－２４　エフコラソン　１Ｆ サービス

SHIFT 薬院店 福岡市中央区 高砂１－２４－２６　２Ｆ サービス

シンシア 福岡市中央区 高砂１－２４－２６　Ｃ－ＷＥＤＧＥビル２Ｆ ショッピング

ひよ子 一丁目店 福岡市中央区 高砂１－３－１３ 飲食店

炭火焼肉 吟の牛 福岡市中央区 高砂２－１２－２１　１Ｆ 飲食店

ANDTHESOIL． 福岡市中央区 高砂２－６－１ ショッピング

炭火焼鳥しまじろう 福岡市中央区 高砂２丁目９－１５　譲英ビル１０１ 飲食店

デルタクレムフォーヘアー 福岡市南区 中尾１－１－２３　エムロード中尾１Ｆ サービス

農産物直売店 ぶどう畑 福岡市南区 中尾２－１－１ ショッピング

福太郎 本店売店 福岡市南区 五十川１－１－１ ショッピング

肉酒場 炙一 福岡市南区 井尻１－３７－１３ 飲食店

yuimarl 福岡市南区 井尻４－１－１　１Ｆ サービス

銀しゃり焼肉直球ホルモン 福岡市南区 井尻４－２－１　関ビル　１Ｆ 飲食店

迎旬 福岡市南区 井尻５－４－１３ 飲食店

鳥炉端すさき家 福岡市南区 井尻５－４－１３　ベ－ネ駅前通り　１０２号 飲食店

ハンコ卸売センタ－福岡南店 福岡市南区 向野１－２２－１３　大森ビル　１Ｆ ショッピング

とりやき八 本店 福岡市南区 向野２－１－８　ロワールマンション大橋５－
１０１ 飲食店

ペペチーノ　大橋店 福岡市南区 向野２－１０－３ 飲食店

丸秀鮮魚店大橋店 福岡市南区 向野２－１３－２４ 飲食店

はんこ屋さん21大橋店 福岡市南区 向野２－１６－５ ショッピング

ドク スピール 福岡市南区 向野２－１８－１ ショッピング

もつ鍋やま中本店 福岡市南区 向野２－２－１２ 飲食店

じの庵 福岡市南区 向野２丁目１４－１　森藤不動産ビル１Ｆ 飲食店

うなぎの黒田屋 福岡市南区 和田４－１０－２５ 飲食店

GEMS 福岡市南区 塩原４－１－１　竹田ビル１０２ サービス

やき鳥枡家 大橋2号店 福岡市南区 塩原４－１３－１８　尾崎ビル　１Ｆ 飲食店

大衆焼肉 日赤通りのたまや 福岡市南区 大楠１－３２－１１　第七川崎ビル 飲食店

BOOKOFF 日赤前店 福岡市南区 大楠１－３３－２７　うめざきビル　１Ｆ ショッピング

やず本や 福岡市南区 大楠１－３４－１６　やずや第二ビル ショッピング

地鶏食堂じん．日赤通り 福岡市南区 大楠１丁目３０－２１　 飲食店

京城園 福岡市南区 大楠２－８－３１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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自家焙煎の店 伽楽 福岡市南区 大楠３－２６－１８ ショッピング

ワークマン 清水店 福岡市南区 大楠３－４－１０ ショッピング

ラ・シエル 福岡市南区 大橋１－１－１１　ビュークレスト大橋　２０
１ サービス

あや鶏 大橋駅前店 福岡市南区 大橋１－１－３　ひがしビル　１Ｆ 飲食店

ベストフット 大橋店 福岡市南区 大橋１－１－５ ショッピング

フレア 西口店 福岡市南区 大橋１－１５－２ サービス

福砂屋 大橋店 福岡市南区 大橋１－１６－２ 飲食店

大衆焼肉たまや 大橋店 福岡市南区 大橋１－１８－１ 飲食店

銀しゃり焼肉直球カルビ大橋店 福岡市南区 大橋１－２－１８　松永ビル　１Ｆ 飲食店

ティアラ 福岡市南区 大橋１－２－１８　松永ビル　２Ｆ サービス

こうね大橋店 福岡市南区 大橋１－４－６ 飲食店

福岡金文堂 大橋駅店 福岡市南区 大橋１－５－１ ショッピング

旬魚ふぐ料理 おかもと 福岡市南区 大橋１－９－１６　ＬｅｎｔｅＦＵＫＵＯＫＡ
　５Ｆ 飲食店

Aguhairluce福岡大橋 福岡市南区 大橋１－９－１６　大橋１丁目テナントビル　
４Ｆ サービス

焼とり大自然大橋店 福岡市南区 大橋２－１６－１ 飲食店

パティスリーイチリュウ大橋店 福岡市南区 大橋３－３１－２７ 飲食店

パーシモン 本店 福岡市南区 大橋４－４－３　エクセレント大橋　１Ｆ ショッピング

鉄板焼ステーキさわ田 福岡市南区 寺塚１－１０－１６ 飲食店

BOOKOFF PLUS 福岡長住店 福岡市南区 寺塚１－２９－７ ショッピング

ヘアースタイリングブースアロエ 福岡市南区 市崎１－１７－１ サービス

株式会社木藤商店 福岡市南区 市崎１－２－３０ ショッピング

TIERRA平尾 福岡市南区 平和１－１－１　インレット平和　１０２ サービス

長崎阿蘭陀珈琲館 福岡市南区 平和２－１６－３ 飲食店

ザシティベーカリー平和 福岡市南区 平和２－２－２５　メゾンボヌール平和　１Ｆ 飲食店

ニシムラ タカヒト 福岡市南区 平和２－５－２９ 飲食店

フリーマーケットアシベ野間大池店 福岡市南区 柳河内１－２－２ ショッピング

リトルシアター野間大池店 福岡市南区 柳河内１－２－２　マルショク野間大池店 ショッピング

ダイキョーバリュー弥永店 福岡市南区 柳瀬１－３２－１ ショッピング

びっくりドンキー福岡桧原店 福岡市南区 桧原２－４２－２０ 飲食店

割烹居酒屋　通 福岡市南区 桧原３丁目２４－８　 飲食店

JACKALOPE 福岡市南区 清水１－２４－１８　玉川ビル　１Ｆ サービス

かねやす 博多南店 福岡市南区 清水３－１－１ ショッピング

焼肉きんぐ福岡清水店 福岡市南区 清水３－１９－２９ 飲食店

hatch hair 福岡市南区 清水４－２－５　２７川崎ビル　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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パッケ－ジオオハシ 福岡市南区 清水４丁目６－６　 ショッピング

大皿と魚 とびこ 福岡市南区 玉川町１０－９ 飲食店

博多じょうもんさん曰佐市場 福岡市南区 的場１－２３－２３ ショッピング

焼肉 みどうえん 福岡市南区 老司２－６－３５　中村第一ビル　１Ｆ 飲食店

エフコープ 花畑店 福岡市南区 花畑１－１０－１０ ショッピング

清香園 西長住店 福岡市南区 西長住１－１２－２５ 飲食店

double 福岡市南区 西長住１－７－１ サービス

博多もつ鍋　吉祥 福岡市南区 西長住１丁目７－２８　１０３西長住ビル 飲食店

九重珈琲 福岡市南区 西長住２－２９－３９ 飲食店

やまだい 警弥郷店 福岡市南区 警弥郷１－１８－１４ ショッピング

株式会社はら金物店 福岡市南区 警弥郷１－２－１８ ショッピング

ひよ子 向新町店 福岡市南区 野多目１－１－１６ 飲食店

かつや福岡野多目店 福岡市南区 野多目２－１－１２ 飲食店

ダイキョーバリュー野多目店 福岡市南区 野多目３－２－１　レークヒルズ野多目一番館
Ａ ショッピング

ハニー珈琲 高宮店 福岡市南区 野間１－１－１ ショッピング

オーガニック イズ オーディナリー 福岡市南区 野間１－２－６　Ｋ＆Ｓ高宮　１Ｆ サービス

マヌカンピス 高宮店 福岡市南区 野間１－３－８ 飲食店

オアシス 福岡市南区 野間１－６－８　１Ｆ サービス

Joe hair 福岡市南区 野間２－５－２８　レジデンス安田　１Ｆ サービス

ここに決めた野間店 福岡市南区 野間３－４－１　川上ビル　１０２号 ショッピング

オーガニックハウス夢広場 長丘店 福岡市南区 長丘１－２０－４ ショッピング

ラ・メゾン・ヴィヴィエンヌ 福岡市南区 長丘２－２５－２０ 飲食店

博多焼肉うしお 福岡市南区 長丘３－１０－８　本田店舗 飲食店

ARRTYARRTY長丘店 福岡市南区 長丘３－１０－９ サービス

風雅 長丘店 福岡市南区 長丘５－１６－１ 飲食店

赤井ホルモン長丘店 福岡市南区 長丘５－２５－７ 飲食店

Chez　HIGUCHI 福岡市南区 長丘５丁目２５－２５　 飲食店

五十二萬石如水庵 長住店 福岡市南区 長住２－１－１ 飲食店

長住珈琲うふふ 福岡市南区 長住２－２０－１０ 飲食店

スプーンフル 福岡市南区 長住４－１６－１ 飲食店

シーダイナー リゾート 福岡市南区 高宮１－１－１０ 飲食店

M＆M 福岡市南区 高宮１－１４－１ ショッピング

AUBEhairales福岡平尾店 福岡市南区 高宮１－２－１８　アメニティ高宮　１Ｆ－１
０１ サービス

今石飯店涼華 福岡市南区 高宮１－２－３３　セゾンドヴィラ平尾 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サンマート 福岡市南区 高宮１－３－２５ ショッピング

食堂セゾンドール 福岡市南区 高宮１－３－３２　高宮第二オークマンション
　１Ｆ 飲食店

大衆焼肉たまや 平尾店 福岡市南区 高宮１－６－４　ファミリ－キャッスル内山　
１Ｆ 飲食店

パティスリー パ・ド・ドゥ 福岡市南区 高宮２－１－３８　ハイム高宮１０５ 飲食店

ようこそ 福岡市南区 高宮２丁目１－４０　１Ｆ 飲食店

偉大なる発明 福岡高宮店 福岡市南区 高宮５－１－１　ピア高宮Ｓ棟　１Ｆ　１０９
Ａ 飲食店

文久 福岡市南区 高宮５－１－１－Ｓ１０７ ショッピング

タイヤのコンビニ フリーダム 福岡市南区 鶴田１－２－１１ ショッピング

四季彩料理ふるさと 福岡市南区 鶴田２－２３－６６ 飲食店

とどろき酒店 福岡市博多区 三筑２－２－３１ ショッピング

粹風庵 福岡市博多区 上川端１０－１１　１Ｆ 飲食店

大東園 福岡市博多区 上川端町１－１－１ 飲食店

Baciami Hair＆Spa 福岡市博多区 上川端町１－１－２ サービス

Vida 福岡市博多区 上川端町１－６　関ビル　２Ｆ サービス

シンデレラ洋品店 福岡市博多区 上川端町１０－２５５ ショッピング

丸十 福岡市博多区 上川端町１１－２７５ ショッピング

磯丸水産 中洲川端店 福岡市博多区 上川端町１１－２７７ 飲食店

NAO oriental 福岡市博多区 上川端町11-289　オクマン２Ｆ ショッピング

AS PROGRESS店 福岡市博多区 上川端町１１－８ ショッピング

博多味処 いろは 福岡市博多区 上川端町１４－２７　いろはビル 飲食店

博多牛やたん平 福岡市博多区 上川端町１４－８　安東ビル　２Ｆ 飲食店

大衆酒場 餃子のたっちゃん 中洲川端店 福岡市博多区 上川端町３－１１ 飲食店

二左衛門 福岡市博多区 上川端町３－１４ 飲食店

アルカヤ靴店 博多川端 福岡市博多区 上川端町４－２１７ ショッピング

明月堂 川端店 福岡市博多区 上川端町５－１０４ 飲食店

漁師料理の店せいもん払い 福岡市博多区 上川端町５－１０７　シャトー川端　１Ｆ 飲食店

伽哩本舗 福岡市博多区 上川端町６－１３５ 飲食店

博多やきとり処 楽がき 中洲川端店 福岡市博多区 上川端町６－１３７ 飲食店

博多割烹 水音 福岡市博多区 上川端町６－１７　ホースビル 飲食店

TagHairmake 福岡市博多区 上川端町９－１　武内ビル　２〜３Ｆ サービス

兼平鮮魚店 中州川端店 福岡市博多区 上川端町９－１５２ 飲食店

AS COLLECTION アズトレ店 福岡市博多区 上川端町９－１５５ ショッピング

清香園 半道橋店 福岡市博多区 上牟田２－１２－２３ 飲食店

Buckstar 福岡市博多区 下呉服町２－２４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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天冨良 天寿 福岡市博多区 下川端町１－８　フローラルＡ博多　１Ｆ 飲食店

磯ぎよし 下川端店 福岡市博多区 下川端町１−３３３ 飲食店

とり田 博多本店 福岡市博多区 下川端町１０－５ 飲食店

深川製磁 博多店 福岡市博多区 下川端町１０－７ ショッピング

おせんべまんのおせんべ屋さん 福岡市博多区 下川端町３－１ 飲食店

文明堂 川端店 福岡市博多区 下川端町３－１　博多リバレイン　１Ｆ 飲食店

バタコさんの手づくりハウス 福岡市博多区 下川端町３－１　博多リバレインセンタービル
　５Ｆ ショッピング

アンパンマンテラス福岡 福岡市博多区 下川端町３－１　博多リバレインセンタービル
　６Ｆ ショッピング

福岡アンパンマン＆ペコズキッチン 福岡市博多区 下川端町３－１　博多リバレインセンタービル
５階 飲食店

たつみ寿司 総本店 福岡市博多区 下川端町８－４３１ 飲食店

天下の焼鳥 信秀本店 福岡市博多区 下川端町８－８ 飲食店

戦国焼鳥家康 呉服2号店 福岡市博多区 中呉服町４－１ 飲食店

喜久家 福岡市博多区 中洲１－３－１５ 飲食店

炭火焼鳥焼串 てっぺん 福岡市博多区 中洲１－４－１７　田中ビル　２Ｆ 飲食店

dish bar 八重倉 福岡市博多区 中洲２－１－１０　新橋リングビル１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン中洲国体道路店 福岡市博多区 中洲２－２－２　エクセレンシア博多 ショッピング

Nail＆BeautyNEON 福岡市博多区 中洲２－２－２－３０２ サービス

かじ　本店 福岡市博多区 中洲２－３－１１ 飲食店

高玉中洲店 福岡市博多区 中洲２－３－１６　桃山ビル　１Ｆ 飲食店

ディスカウント ガリバー中洲 福岡市博多区 中洲２－３－１９ ショッピング

磯丸水産 中洲国体道路店 福岡市博多区 中洲２－３－８　中洲ガーデンテラス　１Ｆ 飲食店

博多馬肉処ふろく 福岡市博多区 中洲２－４－１６　Ｎビル　１Ｆ 飲食店

焼鳥壺や中洲店 福岡市博多区 中洲２－４－１８　錦小路 飲食店

すしざんまい　福岡中洲店 福岡市博多区 中洲２－４－２０　第２１ポールスタービル　
１Ｆ 飲食店

焼き肉 みやなか 福岡市博多区 中洲２－４－２０　第二十一ポ－ルスタ－ビル 飲食店

味蔵 一二参 福岡市博多区 中洲２－４－２０　第二十一ポールスタービル
　１Ｆ 飲食店

志ゃも 美由庵 福岡市博多区 中洲２－４－２０　第二十一ポールスタービル
　２Ｆ 飲食店

銀寿司 福岡市博多区 中洲２－５－１０　銀ビル 飲食店

うなぎ処　柳川屋　中洲本店 福岡市博多区 中洲２－６－１２　第５ラインビル　１Ｆ 飲食店

クラブうるわし 福岡市博多区 中洲２－６－１２　第五ラインビル　５Ｆ 飲食店

肉料理ゆう 福岡市博多区 中洲２－６－５ 飲食店

旬菜 佐々 福岡市博多区 中洲２－７－１０ 飲食店

清香園 中洲店 福岡市博多区 中洲２－７－１６　あづまビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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肉炉端マウンテン 福岡市博多区 中洲２－７－２　レビュー中洲　１０２ 飲食店

イッスル 福岡市博多区 中洲２－７－２９　インフォスタービル　１Ｆ 飲食店

ささだ河庄 福岡市博多区 中洲２－７－８ 飲食店

地鶏屋 亜門 福岡市博多区 中洲２－８－１０　美代ビル 飲食店

美食 悠太郎 福岡市博多区 中洲２－８－１９　丸源３６ビル　１０５ 飲食店

鳥善 中州店 福岡市博多区 中洲２－８－２　パインコート中州　１Ｆ 飲食店

水晶鍋 福岡市博多区 中洲２丁目３番１５号　 飲食店

BE・MILANO 福岡市博多区 中洲３－１－１　新川丈ビル　１Ｆ ショッピング

ビ・ミラノ 川丈ビル店 福岡市博多区 中洲３－１－２　川丈ビル　１Ｆ ショッピング

クラブショパール＆キャッツアイ 福岡市博多区 中洲３－２－１２　第三ラインビル　２Ｆ 飲食店

鉄板焼　石田 福岡市博多区 中洲３－２－５　第４ラインビル　２Ｆ 飲食店

ビ・ミラノ 中洲大通り店 福岡市博多区 中洲３－２－７　桑野ビル　１Ｆ ショッピング

ラ・カ－ブ・ジェリ－ビ－ンズ 福岡市博多区 中洲３－２－７　第九ラインビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

海鮮屋はじめの一歩 中洲店 福岡市博多区 中洲３－３－３ 飲食店

アンカ－ 福岡市博多区 中洲３－３－４　とわたビル　４Ｆ 飲食店

鶏dining蓮尾 福岡市博多区 中洲３－４－５　多門ビル　２Ｆ　Ａ 飲食店

ワイン食堂 Tre Tre 福岡市博多区 中洲３－４－６ 飲食店

ばーる SASA 福岡市博多区 中洲３－５－１１　１Ｆ 飲食店

ステーキそむり中洲店 福岡市博多区 中洲３－５－２　アンナビル　１Ｆ 飲食店

九州男 福岡市博多区 中洲３－７－１３ 飲食店

TRU NAIL 中洲大通店 福岡市博多区 中洲３－７－２４　ゲイツビル　１Ｆ サービス

すしお料理処まつやま 福岡市博多区 中洲３丁目４－３　多門通り内 飲食店

割烹味美 福岡市博多区 中洲４－１－１０　第２きよたけビル　１Ｆ 飲食店

ダイニングバー山海 福岡市博多区 中洲４－１－２６ 飲食店

お食事処一茶 福岡市博多区 中洲４－１－２９　永楽ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

水炊き凡 福岡市博多区 中洲４－２－１５　メインストリートビル　２
Ｆ 飲食店

Tour billon 福岡市博多区 中洲４－２－４　Ｂ１Ｆ 飲食店

もつ鍋芋 中洲店 福岡市博多区 中洲４－２－５　２２ラインビル 飲食店

ヒロ クロージング 福岡市博多区 中洲４－３－１　中洲岡部ビル２号館　１０１ ショッピング

ステーキの壷 福岡市博多区 中洲４－３－１６　フドウビル　２Ｆ 飲食店

オーリック 中洲店 福岡市博多区 中洲４－３－１８　福岡東映プラザビル　１Ｆ ショッピング

寿司 岩正 福岡市博多区 中洲４－５－３ 飲食店

六三亭 福岡市博多区 中洲４－５－３ 飲食店

博多なべ処 中洲真屋 福岡市博多区 中洲４－６－５　毛利ビル　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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利花苑 明治通り店 福岡市博多区 中洲４－７－１３ 飲食店

あじと中洲店 福岡市博多区 中洲４－７－２０　フジキビル２Ｆ 飲食店

焼肉 龍の巣 ニュー中洲店 福岡市博多区 中洲４－７－２１ 飲食店

まんげつ 福岡市博多区 中洲４－７－４ 飲食店

日本料理石田 福岡市博多区 中洲４丁目１－８　山下ビル１Ｆ 飲食店

ビビタシロ 福岡市博多区 中洲４丁目７－４　２Ｆ 飲食店

宮崎牛専門店　博多みやちく 福岡市博多区 中洲５－２－１　Ｊ－Ｐａｒｋ中州ビル　２Ｆ 飲食店

ザ・ライブリー福岡 福岡市博多区 中洲５－２－１８ 飲食店

やぶれ居酒屋まさかど3号店 福岡市博多区 中洲５－２－３　松居壱番館　２Ｆ 飲食店

炭火・焼鳥鶫 福岡市博多区 中洲５－２－３　松居壹番館Ｂ１Ｆ 飲食店

日本料理てら岡中洲本店 福岡市博多区 中洲５－２－６　てら岡中洲ビル 飲食店

博多石焼 大阪屋 福岡市博多区 中洲５－３－１６ 飲食店

オン ア ターブル 福岡市博多区 中洲５－３－８　アクア博多　１Ｆ 飲食店

リコラッ 福岡市博多区 中洲５－４－１０　グランエターナ天神橋１Ｆ サービス

はくしか中洲店 福岡市博多区 中洲５－４－２５ 飲食店

酔虎寿し 博多中洲店 福岡市博多区 中洲５－４－６ 飲食店

うまかもん亭 中洲店 福岡市博多区 中洲５－４－６　マイアトリアリバーフェイス
　２Ｆ 飲食店

焼とりの八兵衛別館 福岡市博多区 住吉１－１－９　ＲＪＲプレシア博多　１Ｆ 飲食店

海鮮処松月亭博多中洲店 福岡市博多区 住吉１－１－９　ＲＪＲプレシア博多　２Ｆ 飲食店

博多水たき 濱田屋 本店 福岡市博多区 住吉１－１－９　ＲＪＲプレシア博多店舗　２
０１ 飲食店

寿司割烹 西村 福岡市博多区 住吉１－５－３　プラス１ビル１Ｆ 飲食店

灯 福岡市博多区 住吉１－６－１３　コ－ポラスエム　１Ｆ 飲食店

博多 い津み 福岡市博多区 住吉２－２０－１４　スパイラルステップス　
１Ｆ 飲食店

料亭 嵯峨野 福岡市博多区 住吉２－２１－１９ 飲食店

ヤキトリ合戦　秀吉 福岡市博多区 住吉２丁目１７番１号　 飲食店

炭火焼きとり くぼ 福岡市博多区 住吉３－１０－２５ 飲食店

やきとり稲田 福岡市博多区 住吉３－５－３　平寛堂ビル　１Ｆ 飲食店

method HAIR CLINIC 福岡市博多区 住吉３－５－８　ケイジェイ博多住吉ビル　１
０１ サービス

住吉酒販 福岡市博多区 住吉３－８－２７ ショッピング

古川 福岡市博多区 住吉３－９－２　アーバン３ 飲食店

ナチュラル株式会社 ゼフィルス 福岡市博多区 住吉３丁目 １－１８福岡芸術センター５０７号 サービス

焼肉 榮楽園 福岡市博多区 住吉４－１５－１　西村ビル１Ｆ 飲食店

ニューヨークストア住吉店 福岡市博多区 住吉４－３－２５ ショッピング

もつ鍋 おおいし 住吉店 福岡市博多区 住吉４－８－２１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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イカ・サバ・石もつ鍋 いっ得家 福岡市博多区 住吉４－８－２３ 飲食店

オファーズヘアー 本店 福岡市博多区 住吉５－５－１５　住吉第一ビル サービス

CoColo．WP 福岡市博多区 住吉５－６－５－１０１ サービス

レボルシア博多 福岡市博多区 冷泉町２－８　朝日プラザ祇園　２Ｆ サービス

信州そば むらた 福岡市博多区 冷泉町２－９－１ 飲食店

博多やきやき三輪 福岡市博多区 冷泉町４－１２ 飲食店

冷泉町 いとちん 福岡市博多区 冷泉町５－８　２Ｆ 飲食店

焼鳥屋有馬 福岡市博多区 冷泉町７－２４ 飲食店

鮨ゆき正 福岡市博多区 冷泉町７－７　１Ｆ 飲食店

レストラン アンド 福岡市博多区 千代１－１７－１　パピヨン２４　２Ｆ 飲食店

ビア－ドパパブランチ博多店 福岡市博多区 千代１－２－１ ショッピング

アイアムコ－ヒ－ブランチ博多店 福岡市博多区 千代１－２－１　ハロ－デイブランチ博多店 ショッピング

焼肉 慶州 福岡市博多区 千代２－２－４０ 飲食店

九州神陵文庫 福岡市博多区 千代４－２９－２９ ショッピング

寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵 福岡市博多区 千代５丁目３－５ 飲食店

アクトツール 半道橋店 福岡市博多区 半道橋１－１８－１２ ショッピング

リサイクルパーツ u・タイヤ 福岡市博多区 半道橋２－３－７ ショッピング

理容ロビン 福岡市博多区 博多駅中央街　地下　５号 サービス

アビアント ビーズ 福岡市博多区 博多駅中央街１ ショッピング

オガタ宝飾店 博多駅支店 福岡市博多区 博多駅中央街１－１ ショッピング

福太郎マイング店 福岡市博多区 博多駅中央街１－１ ショッピング

あき乃家 博多駅マイング店 福岡市博多区 博多駅中央街１－１　１Ｆ ショッピング

岩崎本舗マイング博多駅店 福岡市博多区 博多駅中央街１－１　マイング博多駅名店街 ショッピング

やまや マイング店 福岡市博多区 博多駅中央街１－１　博多ステーションビル名
店街マイング　１Ｆ ショッピング

やまやの食卓博多駅マイング3号店 福岡市博多区 博多駅中央街１－１　博多ステーションビル名
店街マイング　１Ｆ ショッピング

株式会社 味蔵 マイング店 福岡市博多区 博多駅中央街１－１－３－４ ショッピング

焼とりの八兵衛 博多駅店 福岡市博多区 博多駅中央街１－３　ＪＲＪＰ博多ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

夢花げんき堂 福岡市博多区 博多駅中央街２－１ 飲食店

もつ鍋田しゅう博多店 福岡市博多区 博多駅中央街２－１　博多バスターミナル　１
Ｆ 飲食店

ぎおん亭 博多バスターミナル店 福岡市博多区 博多駅中央街２－１　博多バスターミナル　８
Ｆ 飲食店

焼肉の牛太本陣 博多バスターミナル店 福岡市博多区 博多駅中央街２－１　博多バスターミナル　８
Ｆ 飲食店

ゲーマーズ 博多店 福岡市博多区 博多駅中央街２－１　福岡交通センタービル　
７Ｆ ショッピング

大隈カバン店 博多駅地下街店 福岡市博多区 博多駅中央街４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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さかな市場 フォルツァ博多店 福岡市博多区 博多駅中央街４－１６　フォルツァ博多　１Ｆ 飲食店

万作家 福岡市博多区 博多駅中央街５－１１　第１３泰平ビル　１Ｆ 飲食店

AUBEhairiris博多店 福岡市博多区 博多駅中央街５－１４　福さ屋ビル　４Ｆ サービス

とんかつ薩摩ヨドバシ博多店 福岡市博多区 博多駅中央街６－１２　ヨドバシカメラマルチ
メディア博多４階 飲食店

GINZAグローバルスタイル博多駅中央店 福岡市博多区 博多駅中央街７－２１　紙与博多中央ビル ショッピング

長浜鮮魚卸直営店博多魚助 福岡市博多区 博多駅中央街８－１　ＪＲＪＰビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

もつ鍋一慶 博多店 福岡市博多区 博多駅中央街８－１　ＪＲＪＰビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ピッツェリア・ダ・ガエターノJRJP博多 福岡市博多区 博多駅中央街８－１　ＪＲＪＰ博多ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

博多一口餃子ヤオマン 福岡市博多区 博多駅中央街８－１　ＪＲＪＰ博多ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

博多魚一番博多駅前店 福岡市博多区 博多駅前１－１４－１ 飲食店

Mazzone 福岡市博多区 博多駅前１－２３－８ 飲食店

ぼたんや サンプラザ店 福岡市博多区 博多駅前２－１－１ ショッピング

珈琲舎のだサンプラザ店 福岡市博多区 博多駅前２－１－１　福岡朝日ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

牛豚馬鶏 博多駅前店 福岡市博多区 博多駅前２－１－１　福岡朝日ビル　Ｂ２Ｆ 飲食店

石蔵朝日店 福岡市博多区 博多駅前２－１－１　福岡朝日ビル　Ｂ２Ｆ 飲食店

TANGOYAFFB店 福岡市博多区 博多駅前２－１０－１９　福岡ファッションビ
ル　１Ｆ ショッピング

ロケット 福岡市博多区 博多駅前２－１３－８　ハタエビル　１Ｆ 飲食店

九州恵みのこづち 福岡市博多区 博多駅前２－１７－１１ 飲食店

すしざんまい　博多駅前店 福岡市博多区 博多駅前２－１７－２　博多プレステージ別館
　１Ｆ 飲食店

五十二萬石如水庵 博多駅前本店 福岡市博多区 博多駅前２－１９－２９ 飲食店

ホビーランド ぽち 博多店 福岡市博多区 博多駅前２－２－１　福岡センタービル ショッピング

頤和園大博多ビル店 福岡市博多区 博多駅前２－２０－１　大博多ビル１２Ｆ 飲食店

戦国焼鳥家康 博多駅前18号店 福岡市博多区 博多駅前２－２０－１５ 飲食店

もつ鍋一藤 博多店 福岡市博多区 博多駅前２－４－１６ 飲食店

戦国焼鳥家康 博多駅前14号店 福岡市博多区 博多駅前２－５－１ 飲食店

粋房　太郎源 福岡市博多区 博多駅前２－６－１７　オクターブ博多駅前 飲食店

梅山鉄平食堂博多店 福岡市博多区 博多駅前２－８－１２　ザブラッサム博多プレ
ミア　２Ｆ 飲食店

博多シーフードうお田 福岡市博多区 博多駅前２－８－１５　１Ｆ 飲食店

レストラン　まゆ 福岡市博多区 博多駅前２丁目１０－１９　福岡ファッション
ビル８Ｆ 飲食店

うなぎ処柳川屋 博多駅前店 福岡市博多区 博多駅前３－１０－１４ 飲食店

やき鳥一升 福岡市博多区 博多駅前３－１０－３４ 飲食店

ヘルツ 博多店 福岡市博多区 博多駅前３－１６－１０ ショッピング

WHITE GLASS COFFEE福岡 福岡市博多区 博多駅前３－１６－３　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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博多 鯖鉄 福岡市博多区 博多駅前３－１７－１８　１Ｆ 飲食店

もつ鍋ながまさ 福岡市博多区 博多駅前３－１８－８　ブルク博多駅前　１Ｆ
　北 飲食店

鮨・割烹一心 福岡市博多区 博多駅前３－１９－１４　ビーエスビル博多 飲食店

焼鳥のえ－す博多店 福岡市博多区 博多駅前３－２０－３ 飲食店

オーリック 博多駅前店 福岡市博多区 博多駅前３－２０－３ ショッピング

もつ鍋楽天地博多駅前店 福岡市博多区 博多駅前３－２０－５ 飲食店

炙り炉ばた山尾 博多駅前 福岡市博多区 博多駅前３－２２－５　Ｍビル２号館　Ｂ１ 飲食店

LOARK HAIR 福岡市博多区 博多駅前３－２３－１５　ア－スコ－ト博多駅
前ビル　４Ｆ サービス

Wowvi nail＆eyel 福岡市博多区 博多駅前３－２３－１８　アバンダント９２　
４Ｆ サービス

Aguhairflute博多 福岡市博多区 博多駅前３－２３－１８　アバンダント９２　
５Ｆ サービス

炉端イタリアンフェスタ博多店 福岡市博多区 博多駅前３－２６－５　Ｍビル　１Ｆ 飲食店

味処　太郎源 福岡市博多区 博多駅前３－２７－２４　博多タナカビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

PEACE HAKATA 福岡市博多区 博多駅前３－３０－２９ サービス

110BARBER SHOP 福岡市博多区 博多駅前３－３０－２９　タイセイ第二ビル　
４Ｆ サービス

海鮮居酒屋はじめの一歩 福岡市博多区 博多駅前３－７－１５ 飲食店

さいさきや 福岡市博多区 博多駅前３－９－５　第一地産マンション　１
Ｆ 飲食店

コチソバ博多店 福岡市博多区 博多駅前３丁目１９－２２　石蔵ビル１、２Ｆ 飲食店

焼とり家 庵 福岡市博多区 博多駅前４－１５－１７　エステ－トモア博多
公園通　１Ｆ 飲食店

鮨安吉 福岡市博多区 博多駅前４－３－１１ 飲食店

戦国焼鳥家康 博多駅前21号店 福岡市博多区 博多駅前４－３－２２ 飲食店

肉いち 福岡市博多区 博多駅南１－２－１８　１Ｆ 飲食店

炉端ビストロ ニクオ＆ベジコ 福岡市博多区 博多駅南１－３－９　ザ・ビー博多　１Ｆ 飲食店

ACQUA＆OLIO 福岡市博多区 博多駅南１－７－１６　オーリン７号ビル　１
０１ ショッピング

博多畑中 福岡市博多区 博多駅南１－８－３１　九州ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

Dep－blocs 福岡市博多区 博多駅南２－１０－６　パークサイドコーポ　
１Ｆ サービス

赤身焼肉USHIO 福岡市博多区 博多駅南２－１１－１３ 飲食店

焼肉 黄華園 福岡市博多区 博多駅南２－１８－１ 飲食店

今生焼 福岡市博多区 博多駅南２－１８－８ 飲食店

フォルクス　博多駅南店 福岡市博多区 博多駅南３－１６－２７ 飲食店

ホンダドリーム博多 福岡市博多区 博多駅南３－１９－３ ショッピング

アリラン峠 福岡市博多区 博多駅南３－５－１１ 飲食店

焼きとり大晋 福岡市博多区 博多駅南３－８－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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フローリスト・リバティ本店 福岡市博多区 博多駅南４－９－１－１０７　ファーストいず
み ショッピング

季節料理 花唄 福岡市博多区 博多駅南５－４－１ 飲食店

メルシー 福岡市博多区 博多駅南６－１０－１３ ショッピング

パティスリ－ル－ジュ 福岡市博多区 博多駅南６－１６－２８　ソルモンテはかた　
１Ｆ ショッピング

糸島旬送和食 喜友 福岡市博多区 博多駅東１－１－３３はかた近代ビル１Ｆ 飲食店

鮨隆 福岡市博多区 博多駅東１－１２－１ 飲食店

エストアール 新筑紫口店 福岡市博多区 博多駅東１－１２－５　博多大島ビル サービス

炙り炉端山尾 筑紫口店 福岡市博多区 博多駅東１－１２－７　第十三岡部ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

心の居酒屋 かざぐるま 福岡市博多区 博多駅東１－１３－１　ダンガミビル　１Ｆ 飲食店

Growth博多 福岡市博多区 博多駅東１－１３－１　ダンガミビル　２－３
０１号 サービス

鶏っく博多店 福岡市博多区 博多駅東１－１３－３１　駅東サンシティビル
　５Ｆ 飲食店

博多筑紫口 肉寿司 福岡市博多区 博多駅東２－１－２４　ギャラリー博多　１Ｆ 飲食店

博多牛臓／NIKU LAB 福岡市博多区 博多駅東２－１－２４　ギャラリー博多　５Ｆ 飲食店

Aguhairpocket博多 福岡市博多区 博多駅東２－１６－１９　ＯＡＫ博多ビル　４
Ｆ サービス

海山邸 DANRO リコロソ 福岡市博多区 博多駅東２－１７－５　ＡＲＫビル１Ｆ 飲食店

博多魚一番 福岡市博多区 博多駅東２－１７－５　アークビル　１Ｆ 飲食店

カ）ツマミナ デリバリー 福岡市博多区 博多駅東２－２－１０　博多さかなビル ショッピング

L’mo by est－r． 福岡市博多区 博多駅東２－２－１１　ビジネスワン筑紫口ビ
ル　４０２ サービス

TRUNAIL＆eyelash 博多店 福岡市博多区 博多駅東２－２－１３　博多駅前ビル　８Ｆ サービス

博多もつ鍋いちたか 福岡市博多区 博多駅東２－４－１４　第二ヤマトビル　１Ｆ 飲食店

あや鶏博多筑紫口店 福岡市博多区 博多駅東２－４－１４　第二大和ビル　４Ｆ 飲食店

元祖竹炭やき鳥はかた風土 福岡市博多区 博多駅東２－４－１７　第六岡部ビル　１Ｆ 飲食店

博多もつ鍋やま中博多店 福岡市博多区 博多駅東２－４－６　ハカタベビル　２Ｆ 飲食店

La fith hair coco 福岡市博多区 博多駅東２－５－１１　コスギビル　１Ｆ サービス

八仙閣 福岡市博多区 博多駅東２－７－２７ 飲食店

鉄板焼利花苑 福岡市博多区 博多駅東２－７－２７　ＴＥＲＡＳＯ２ 飲食店

八仙閣銀香梅 福岡市博多区 博多駅東２－７－７ 飲食店

焼肉 彩稟 離れ 福岡市博多区 博多駅東２－８－２８　博多Ｑビル　２Ｆ 飲食店

33 CAFE GREEN 福岡市博多区 博多駅東３－５－１５ 飲食店

香坂 福岡市博多区 博多駅東３－９－３　ニッコーハイツ１Ｆ 飲食店

博多一刻堂 福岡市博多区 古門戸町２－４－１０２　ＫＳコモンドビル 飲食店

一福 福岡市博多区 古門戸町７－２７　蔵森ビル　１Ｆ 飲食店

DIPPALACE 福岡市博多区 吉３－２８－１４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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L’Aube 福岡市博多区 吉塚２－１－６　第１２共立ビル１Ｆ サービス

吉塚酒店 福岡市博多区 吉塚３丁目１５－１０ ショッピング

タキヤマ 二又瀬店 福岡市博多区 吉塚８丁目３－９ ショッピング

L’Aube ami 福岡市博多区 吉塚本町２－４９　サンハビタ１Ｆ サービス

博多百年蔵 福岡市博多区 堅粕１－３０－１ ショッピング

クワノ 福岡市博多区 大井２－３－３ ショッピング

永久和洋酒店 福岡市博多区 大博町３－３１ ショッピング

柳川屋 蔵本店 福岡市博多区 奈良屋町１－１　ヤシマ博多ビル 飲食店

ヘアメイク クレールドリュンヌ 福岡市博多区 奈良屋町１１－１６ サービス

奈良屋町青 福岡市博多区 奈良屋町４－１１－３ 飲食店

須崎屋台かじしか 福岡市博多区 奈良屋町５－１４ 飲食店

松坂屋 別館 福岡市博多区 奈良屋町８－２　第二フラワービル　１Ｆ 飲食店

水たき長野 福岡市博多区 対馬小路１－６ 飲食店

馳走なかむら 福岡市博多区 対馬小路２－１０ 飲食店

ボンドストアー 福岡市博多区 対馬小路８－９ ショッピング

炭火焼肉大将 福岡市博多区 寿町２丁目６－１９　 飲食店

OnSeLectはかた文具館 福岡市博多区 山王１－１０－２７ ショッピング

焼鳥 にほん晴れ 福岡市博多区 店屋町２－１３ 飲食店

ます水 福岡市博多区 店屋町３－１ 飲食店

ガリバー 店屋町店 福岡市博多区 店屋町３－１９ ショッピング

魚めし処 わさび 福岡市博多区 店屋町３－２１－１　１Ｆ 飲食店

牛豚馬鶏 福岡市博多区 店屋町３－２３　サカタビル　１Ｆ 飲食店

博多水たき 濱田屋 店屋町店 福岡市博多区 店屋町３－３３　中村ビル 飲食店

パティスリーロテュース 福岡市博多区 店屋町５－１８　博多ＮＳビル１Ｆ ショッピング

はかた天乃 福岡市博多区 店屋町５－５　３Ｆ 飲食店

すし処　洲 福岡市博多区 店屋町５－５　ヴィバイン川端　１Ｆ 飲食店

焼肉はやま 福岡市博多区 店屋町５－５　ヴィバイン川端　４Ｆ 飲食店

ピッツァ　パッツァ 福岡市博多区 店屋町６－１　松下館１－Ａ 飲食店

素屋 福岡市博多区 店屋町７－１　フジメンビル１Ｆ 飲食店

ファンタジスタ 福岡市博多区 店屋町７－２０　ラセット博多　１Ｆ 飲食店

もつ鍋おおやま 福岡市博多区 店屋町７－２８ 飲食店

株式会社鯉川商店 福岡市博多区 御供所町１－１７ ショッピング

島本食品 博多駅前店 福岡市博多区 御供所町２－６３　あなぶき博多ビル　１Ｆ ショッピング

酒肴 梨庵 福岡市博多区 御供所町３－１７－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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KANALOA 福岡市博多区 東光２丁目２２－６０ 飲食店

福砂屋 東光寺店 福岡市博多区 東光寺町１－２－３３ 飲食店

かつや博多東光寺店 福岡市博多区 東光寺町２－８－２２ 飲食店

China Stand 二兎 福岡市博多区 東比恵１－５－５　ＴＨＥＲＩＳＥ八重洲　１
Ｆ 飲食店

焼鳥きままの台所東比恵店 福岡市博多区 東比恵２－１７－２３　ローズマンション博多
１号館 飲食店

Sourire 東比恵店 福岡市博多区 東比恵３－１９－１０　１Ｆ サービス

や台ずし 東比恵町 福岡市博多区 東比恵３－２－８ 飲食店

明月堂 本社売店 福岡市博多区 東那珂２－１１－２３ 飲食店

ちくま家 本店 福岡市博多区 東那珂２－７－２３ ショッピング

焼とり居酒屋飛鳥 福岡市博多区 板付４－６－２１ 飲食店

マナベインテリアハーツ博多店 福岡市博多区 榎田２－１－５４ ショッピング

縫夢〔HOUMU〕 福岡市博多区 比恵町１０－３２ ショッピング

丸幸 福岡市博多区 比恵町１７－２９ ショッピング

居酒屋くぅたろう 福岡市博多区 比恵町４－１３ 飲食店

博多鉄板ジュン 福岡市博多区 浦田２－２１－７ 飲食店

新三浦 博多本店 福岡市博多区 石城町２１－１２ 飲食店

焼き鳥とワイン萬鳥 福岡市博多区 祇園町２－２１　フェルト６２７　１Ｆ 飲食店

博多華味鳥　祇園店 福岡市博多区 祇園町３－６　ＩＳビル　１・２Ｆ 飲食店

シャルムデュヴァン株式会社 福岡市博多区 祇園町４－１３　博多ゼネラルビル　１Ｆ ショッピング

魚房 三徳 福岡市博多区 祇園町４－６　平田ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉都 福岡市博多区 祇園町４－６８ 飲食店

大東園 祇園亭 福岡市博多区 祇園町４－６８　大東園祇園亭 飲食店

やきとり処 楽がき 福岡市博多区 祇園町４－７６　リファレンス祇園　１Ｆ 飲食店

もつ料理かわ乃 福岡市博多区 祇園町６－３４　祇園Ｔ・Ｋビル 飲食店

祇園 たかしるや 福岡市博多区 祇園町６－３６　１Ｆ 飲食店

本格焼鳥ひげ将軍 福岡市博多区 祇園町７－３１　ひげ将軍ビル 飲食店

寿し伴 福岡市博多区 祇園町７－７　ベイサージュ祇園１Ｆ 飲食店

やきにく熟成肉のおおやま 福岡市博多区 祇園町８－２３　岡本祇園ビル－２Ｆ 飲食店

湾岸市場 福岡市博多区 築港本町１３－６ ショッピング

鮨かんび 福岡市博多区 綱場町１－１１　飯尾ビル　１Ｆ 飲食店

チョコレートショップ本店 福岡市博多区 綱場町３－１７ 飲食店

ゑびす堂 福岡市博多区 綱場町５－１８　博多献上ビル　１Ｆ 飲食店

からつ庵 福岡市博多区 綱場町５－５　 飲食店

鮨しゅ藤 福岡市博多区 綱場町５－９　波多江ビルＡ棟 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨 大和 福岡市博多区 綱場町６－３　１Ｆ 飲食店

ロス　ピンチョス 福岡市博多区 綱場町６－９　プログレススペース２　１Ｆ 飲食店

もつ鍋専門 もつ幸 福岡市博多区 綱場町7-14 飲食店

焼肉がんがん 福岡市博多区 美野島１－５－１ 飲食店

鮨 そえ島 福岡市博多区 美野島２－６－３４　アスティオン美野島 飲食店

もつ鍋おおいし 美野島店 福岡市博多区 美野島３－１－３２ 飲食店

hal＋Familia 福岡市博多区 美野島３－１４－４ サービス

HYOD福岡 福岡市博多区 西月隈２－１－３３ ショッピング

KUSHITANI PROSHOP 福岡 福岡市博多区 諸岡４－３－８ ショッピング

ワークマン那珂店 福岡市博多区 那珂６－２５－１８ ショッピング

フリーマン 福岡市博多区 金の隈３－１３－１０ ショッピング

味処とり勝 福岡市博多区 金の隈３－１６－６７ 飲食店

カルビ・ホルモンセンター雑餉隈店 福岡市博多区 銀天町１－７－１　ワイズワン雑餉　２Ｆ 飲食店

串好 福岡市博多区 銀天町３－１－１０ 飲食店

博多もつ鍋処 梟 福岡市博多区 須崎町３－２５ 飲食店

すざき町食・心旬ぎく 福岡市博多区 須崎町４－１９　ブライトンハイツ　１Ｆ 飲食店

焼肉 飛牛 福岡市城南区 七隈５－２１－８ 飲食店

GEORGIA 福岡市城南区 七隈７－２－９ サービス

寿司割烹 江戸銀 福岡市城南区 別府２－１０－２４ 飲食店

BLUE DOG 福岡市城南区 別府３－７－８ サービス

Growth別府店 福岡市城南区 別府３－９－４４　サン別府駅前　２０２号 サービス

pousse－cafe 福岡市城南区 南片江２丁目３１－２７　 飲食店

nicotto hair 福岡市城南区 友丘１－１－１０　アデック友泉　１Ｆ サービス

アストロプロダクツ 福岡城南店 福岡市城南区 干隈２－５４ ショッピング

スイス料理　シャレー 福岡市城南区 東油山１丁目１４－２１　カメリアライジング
２１１Ｆ 飲食店

ふくおかフラワー 福岡市城南区 梅林４－１１－１２ ショッピング

カフェファディ 長尾店 福岡市城南区 樋井川３－５－３ ショッピング

スクールショップジャンプ 長尾店 福岡市城南区 樋井川３－７－６　グランヴィア城南　１０２ ショッピング

ル·ソレイユ 福岡市城南区 片江１丁目４－５２ ハイムＧＬＯＲＹ１Ｆ　１
０２ ショッピング

リラックス 片江店 福岡市城南区 片江３－１２－３３ ショッピング

AUBEhairamy福岡七隈店 福岡市城南区 片江３－６－２６　ソラティーオ片方　１Ｆ－
１０１ サービス

リサイクルマート 片江店 福岡市城南区 神松寺２－２－６ ショッピング

エンゲイ 村 福岡市城南区 長尾２－７－２ ショッピング

能古うどん 長尾本店 福岡市城南区 長尾３－８－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉御殿 本店 福岡市城南区 長尾３－８－３ 飲食店

七輪焼肉ふくの牛 福岡市城南区 飯倉１－１１－３４ 飲食店

中華麺キッチンまくり飯倉本店 福岡市城南区 飯倉１－４－３８　メガネビル　１Ｆ 飲食店

清香園 飯倉店 福岡市城南区 飯倉１－７－２６ 飲食店

ミクロアパートメント 福岡市城南区 鳥飼４－１－３７　さとるビル　１Ｆ ショッピング

ボンシュブ KAZU 福岡市城南区 鳥飼５－２－１８　グリーンマンション　１０
１ サービス

如水庵 原工房 福岡市早良区 原２－１６－１２ 飲食店

本格炭火焼やきとり居酒屋鳥兆 福岡市早良区 原４－２３－１５ 飲食店

ここに決めた原店 福岡市早良区 原５－１－３　原５丁目店舗 ショッピング

北星堂制服 福岡市早良区 原６－２６－１１ ショッピング

活魚廻転寿し水天原店 福岡市早良区 原７－１４－３０ 飲食店

ダイワ 西福岡店 福岡市早良区 原７－２６－１１ ショッピング

リサイクルマート 原店 福岡市早良区 原８－２－２４ ショッピング

ガリバー 西新店 福岡市早良区 城西２－１０－４９　城西橋ビル　１Ｆ ショッピング

Hair×CafeLieto 福岡市早良区 城西３－１－８　ＢｉｇＬｕｃｋ西新ｕｒａｄ
ｏｒｉ　２Ｆ サービス

OPS HAIR 西新店 福岡市早良区 城西３－１７　クラシオン西新　１Ｆ サービス

焼肉山本苑 福岡市早良区 城西３－２１－２７　１Ｆ 飲食店

Scene 福岡市早良区 室見１－５－９－１０３　アーベイン室見 サービス

オッジ 福岡市早良区 室見２－１－２２　第二西陵ビル　１Ｆ サービス

鉄板焼 日和 福岡市早良区 室見２－１６－２１　カルチェ室見　１０１ 飲食店

山乃薫 福岡市早良区 室見３－１２－３４ 飲食店

門田百貨店 室見店 福岡市早良区 室見４－２－２７ ショッピング

HeartTooHeart室見店 福岡市早良区 室見５－４－２０ サービス

タキヤマ 小田部店 福岡市早良区 小田部１－１３－１２ ショッピング

未知書房 小田部店 福岡市早良区 小田部２－６－３４ ショッピング

廻転寿司 冨士丸 小田部店 福岡市早良区 小田部４－５－５１ 飲食店

プラネット 小田部店 福岡市早良区 小田部５－２１－１２ 飲食店

フリーマーケットアシベ 福岡早良店 福岡市早良区 小田部７－１７－３ ショッピング

五色堂 福岡市早良区 曙２－１－１３ 飲食店

ミートショップ みやざき 福岡市早良区 有田４－３７－２８ ショッピング

焼肉大ちゃん有田店 福岡市早良区 有田７－１９－２９ 飲食店

ヤマタカ醤油 福岡市早良区 東入部２－１３－５ ショッピング

（株）津田水産ふくおか野芥店 福岡市早良区 東入部３－１－１１ ショッピング

博多じょうもんさん入部市場 福岡市早良区 東入部６－１８－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カニ工場 CRAB STORY 福岡市早良区 東入部７－２５－３ ショッピング

焼肉 なべしま 福岡次郎丸店 福岡市早良区 次郎丸２－３０－２ 飲食店

ピエトロ 次郎丸店 福岡市早良区 次郎丸４－３－２１ 飲食店

グランドスラム パステル 福岡市早良区 次郎丸６－２－２５ ショッピング

やまだい 田村店 福岡市早良区 田村５－１－１ ショッピング

台灣料理　龍興 福岡市早良区 田隈３丁目４１－５　 飲食店

鮮度魚来かさね 福岡市早良区 百道２－９－３ 飲食店

カッツカンパニー 百道店 福岡市早良区 百道浜１－２－１　ボンラパス百道１Ｆ サービス

カフェオットー．モモチハマ 福岡市早良区 百道浜２－３－２　ＴＮＣ会館ビル 飲食店

Villa×terrace 福岡市早良区 百道浜３－３－１　オーリンビル　１Ｆ サービス

ピザハット福岡西新店 福岡市早良区 祖原１－１　西新テングッドシティ　１Ｆ ショッピング

エスポア ナカムラ 福岡市早良区 祖原２８－１３ ショッピング

ピッツェリアチェント 福岡市早良区 祖原４－３　みやびコーポ　１Ｆ 飲食店

大衆焼肉ぶんた 福岡市早良区 租原３－３ 飲食店

ワークマン 荒江店 福岡市早良区 荒江２－６－７ ショッピング

カサーレ 福岡市早良区 西新１－１－１８ 飲食店

HAIR　MAKE　MOANA 福岡市早良区 西新１丁目１２－１５　ダイナコ－ト西新１階 サービス

oggi 西新店 福岡市早良区 西新２－６－２　１Ｆ サービス

マシュー 福岡市早良区 西新３－１０－９ サービス

Lumiart西新店 福岡市早良区 西新３－１５－９　２Ｆ サービス

一結 福岡市早良区 西新４－４－２０　２Ｆ エンターテイメン
ト

たぐせん 福岡市早良区 西新４－４－８ 飲食店

米粉てんぷら工房 天 福岡市早良区 西新４－７－２１ 飲食店

美容室Presto西新店 福岡市早良区 西新４－８－１９－１ サービス

誠CUISINE 福岡市早良区 西新４丁目４－８　たぐせん西新ビル３Ｆ 飲食店

Aroma＆ivory 福岡市早良区 西新５－１－１３　みつやビル　２Ｆ サービス

anglehairmake 福岡市早良区 西新５－１－３５ サービス

金修堂書店 西新店 福岡市早良区 西新５－１－４ ショッピング

beauty：beast 西新 福岡市早良区 西新５－１－７　サンショウビル　１Ｆ サービス

海鮮家 海進丸 福岡市早良区 西新５－１４－４４ 飲食店

エルボラ－チョ・カルボン西新店 福岡市早良区 西新５－１５－１１　１Ｆ 飲食店

Aguhairatena西新 福岡市早良区 西新５－１５－１９　コアロードマルスギ　２
Ｆ サービス

福ずし 福岡市早良区 西新５－１５－２８　ニューエイト西新　１Ｆ 飲食店

オーリック 西新店 福岡市早良区 西新５－１５－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株）ANTENA 福岡市早良区 西新５－１５－６　２Ｆ サービス

イタリアン酒場リカリカ 福岡市早良区 西新５－２－３２　コイシハラビル　１０４ 飲食店

焼肉処 西新 初喜 福岡市早良区 西新５－６－３０　１Ｆ 飲食店

西新 初喜 福岡市早良区 西新５－６－３０　２Ｆ 飲食店

もつ鍋処 西新初喜 福岡市早良区 西新５－６－３０　３Ｆ 飲食店

勉強屋 福岡市早良区 西新５－６－３０　初喜ビル１Ｆ ショッピング

ふとんのてんぐ屋 西新店 福岡市早良区 西新５－９－２０　てんぐ屋西新　１Ｆ ショッピング

ALEGRIA西新店 福岡市早良区 西新５丁目２－４３－２　１号室 飲食店

Ocho 福岡市早良区 西新５丁目８－２３　２０１ 飲食店

山海関処 おおいり 福岡市早良区 重留１－５－７ 飲食店

ABC美容室 福岡市早良区 野芥１－３－２３　１Ｆ サービス

spares 福岡市早良区 野芥３－２７－２９ ショッピング

株式会社 かねやす 野芥店 福岡市早良区 野芥４－４９－２０ ショッピング

オフィスランド 原店 福岡市早良区 飯倉３－２－１ ショッピング

BOOKOFF 飯倉店 福岡市早良区 飯倉７－３２－５４ ショッピング

ビオワルン 福岡市早良区 高取１－１－１９　サトウビル　１Ｆ 飲食店

リカーショップHAMASAKI 福岡市早良区 高取１－１－５　濱崎ビル　１Ｆ ショッピング

ヤキニク OHANA 福岡市早良区 高取１－２８－３３　伊佐ビル　Ｆ号 飲食店

ヘアカラーガーデンズ 福岡市早良区 高取１－２８－３４　ロワールマンション高取
　１０３ サービス

博多割烹 州二郎 福岡市早良区 高取１－２９－３ 飲食店

ふとんのタカオ 福岡市早良区 高取１－２９－７ ショッピング

十升観 福岡市早良区 高取２－３－２３－１０３ ショッピング

高級食パン専門店嵜本福岡藤崎店 福岡市早良区 高取２－３－３１－１ 飲食店

焼肉龍王館BRANCH福岡下原店 福岡市東区 下原４－２－１ 飲食店

ヘアーサロン 大丸 福岡市東区 二又瀬１－３３ サービス

焼肉 きらくや 福岡市東区 二又瀬新町９－３３ 飲食店

コリアンハウス洪苑 八田店 福岡市東区 八田１－４－５２　アピアリ八田内 飲食店

美容室 アンファン 福岡市東区 八田２－２９－９ サービス

リアン 福岡市東区 千早４－１－２１　エスカーレ千早　１Ｆ サービス

AUBEhairsoleil福岡千早店 福岡市東区 千早４－２２－７　ＦｅｅｌｉｔＣｈｉｈａｙ
ａ　１Ｆ－１０１ サービス

メトロ書店 フレスタ千早店 福岡市東区 千早４－９３－２－１０１ ショッピング

VANSAN 香椎店 福岡市東区 千早５－１３－１　香椎パサ－ジュ　１０１ 飲食店

Aguhairreana香椎千早 福岡市東区 千早５－１３－９ サービス

もつ処 上田商店 福岡市東区 千早５－１４－４１－１０１　清美ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Sonorite 福岡市東区 千早５－３２－２２　フロスター千早　１０１ ショッピング

L’Auberoi 福岡市東区 千早５－９－１４　１Ｆ サービス

filumhair 福岡市東区 千早５丁目１３－５　トレ・リヴァ－２－１号 サービス

CoCoro 福岡市東区 千早５丁目２１－８　今林ビル１Ｆ サービス

ビッグウッド福岡東店 福岡市東区 原田１－２５－２１ ショッピング

力すし 福岡市東区 原田２－２６－１９ 飲食店

フリーマーケット アシベ 福岡箱崎店 福岡市東区 原田２－３１－２８ ショッピング

ブックイン金進堂 原田店 福岡市東区 原田３－２４５－３ ショッピング

オフィスランド 東福岡店 福岡市東区 原田３－９－３４ ショッピング

マル井 福岡店 福岡市東区 原田４－３０－５ ショッピング

フォルクス　名島店 福岡市東区 名島２－３１－３３ 飲食店

焼肉広州苑 福岡市東区 和白１－１－３１ 飲食店

リトルマーメイド 和白店 福岡市東区 和白２－１１－３５ 飲食店

清香園 和白店 福岡市東区 和白丘１－１－１４ 飲食店

リサイクルマート 和白店 福岡市東区 和白丘１－２－３ ショッピング

アストロプロダクツ 福岡東店 福岡市東区 和白丘２－２－６６ ショッピング

温野菜 福岡和白店 福岡市東区 和白丘２－３－１ 飲食店

ワークマン 和白店 福岡市東区 和白丘３－３－１ ショッピング

エフコープ 新宮店 福岡市東区 和白東５－１１－２５ ショッピング

カンコク酒場パクコギッチ九産大店 福岡市東区 唐原１丁目２－１　ランドスケ－プビル１０３
号 飲食店

BOOKOFF 九産大駅前店 福岡市東区 唐原３－１３－１０ ショッピング

ポケムジャパン 福岡市東区 土井１－２２－２３　梢風園ウィンズ　１Ｆ ショッピング

ヴィザヴィ 土井店 福岡市東区 土井１－７－１８ 飲食店

焼肉なべしま 土井店 福岡市東区 土井１－９－２２ 飲食店

ジョイント多々良店 福岡市東区 多々良１－７－７ ショッピング

セム インターナショナル 福岡市東区 多の津１－１０－８ ショッピング

フラワーパーク福岡東店 福岡市東区 多の津３－６－２５ ショッピング

肉最強伝説 福岡市東区 大字志賀島７３６－５３ 飲食店

THE LUIGANS レストラン 福岡市東区 大字西戸崎１８－２５ 飲食店

マリンワールドレストラン レイリー 福岡市東区 大字西戸崎１８－２８　マリンワールド　１Ｆ 飲食店

香椎茶寮あわび亭 福岡市東区 御島崎２丁目１５－２７　 飲食店

焼肉 なべしま ゆめタウン博多店 福岡市東区 東浜１－１－１ 飲食店

かねふく 工場直売店 福岡市東区 東浜１－５－１７ ショッピング

食処 さんぞくや 東福岡店 福岡市東区 松島１－３１－２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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やまや本店 福岡市東区 松島５－２７－５ ショッピング

大松寿司 福岡市東区 松島５－２９－１０ 飲食店

ステーキとワインの店　ANZU 福岡市東区 松島６－１２－３ 飲食店

お菓子の工房 オペラ 松崎店 福岡市東区 松崎３－１４－１ 飲食店

ダイワ 福岡店 福岡市東区 松田１－１０－１１ ショッピング

sourire YUSU 福岡市東区 松田３－４－２８　田口ビル　１Ｆ サービス

総合バッテリー販売オリエンタル 福岡市東区 松田３－７－３０ ショッピング

Sourire 九産大前店 福岡市東区 松香台２－６－１　崎村ビル　１Ｆ サービス

パティスリーアーク・アン・シエル 福岡市東区 水谷２－１１－９ 飲食店

ゆめマート筥松 福岡市東区 筥松３－３－１４ ショッピング

お菓子の工房 オペラ 筥松本店 福岡市東区 筥松新町４－１２　南里ビル　１Ｆ 飲食店

ブックスキューブリック 箱崎店 福岡市東区 箱崎１－５－１４　ベルニード箱崎　１Ｆ ショッピング

や台ずし 箱崎駅前町 福岡市東区 箱崎１－７－３４ 飲食店

カドヤ 福岡店 福岡市東区 箱崎２－４２－５ ショッピング

Sourire 箱崎店 福岡市東区 箱崎３－３６－３６　１Ｆ サービス

肉焼屋 四五六 福岡市東区 箱崎３－９－２４ 飲食店

清香園 ボックスタウン箱崎店 福岡市東区 箱崎４－７－５３ 飲食店

豊島屋箱崎店 福岡市東区 箱崎４－７－５５ ショッピング

米市場米都 福岡箱崎店 福岡市東区 箱崎４－９－１ ショッピング

浜秀 福岡市東区 箱崎４丁目６－２１　 飲食店

京寿司 箱崎店 福岡市東区 箱崎５－１－８ 飲食店

からあげ鶏好 福岡市東区 美和台３－４－７ 飲食店

CUO　COFFEE 福岡市東区 美和台３丁目４－４　 飲食店

エフコープ 舞松原店 福岡市東区 舞松原１－１４－８０ ショッピング

HAIRSALON IZUMI 福岡市東区 舞松原１－６－２４ サービス

酒まつり舞松原店 福岡市東区 舞松原２－１０－１０ ショッピング

みのる 福岡市東区 舞松原２－１２－１２ 飲食店

美容室 R CORABO 福岡市東区 若宮４－２０－３５ サービス

ete 福岡市東区 青葉１－８－８ サービス

森のキッチン 福岡市東区 香住ヶ丘７－２－２　西鉄香椎花園内 飲食店

バルARIKADO 福岡市東区 香椎１－１８－８ 飲食店

和処徳や 福岡市東区 香椎１－２２－５　ＣＡＭＰＨＯＲ並木マン
ション　２－１０４ 飲食店

七輪炭火焼肉しまじろう 福岡市東区 香椎１－２２－５－１０２ 飲食店

ほっこり絶品中華宇宙軒 福岡市東区 香椎１丁目２－２８　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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こころ庵 福岡市東区 香椎４－１５－２５　ＡＭＺビル　１Ｆ 飲食店

かつや福岡香椎店 福岡市東区 香椎団地１－２０ 飲食店

CAPA TERIHA 福岡市東区 香椎照葉５－１－１４　ラクレイス香椎照葉　
１Ｆ サービス

焼肉慶州照葉店 福岡市東区 香椎照葉５－１－１５ 飲食店

CAFE　KNOTKNOT 福岡市東区 香椎照葉５丁目１－１４　ラクレイス香椎照葉
１Ｆ 飲食店

海鮮食堂 い志い 照葉店 福岡市東区 香椎照葉６－３－１２ 飲食店

ブックイン金進堂 フレスタ香椎店 福岡市東区 香椎駅前１－１１－１　フレスタ香椎　２Ｆ ショッピング

寿しやすこうち 福岡市東区 香椎駅前１－１９－４３　マーベル寿扇　１Ｆ 飲食店

clear－style 福岡市東区 香椎駅前１－２－３　ＨＡＭＡＯ吉村ビル　２
Ｆ サービス

osteria d' Italia OLIVE 福岡市東区 香椎駅前１－８－１４　エポックビル　１Ｆ 飲食店

旬の魚と炙り焼 月○海 香椎店 福岡市東区 香椎駅前２－１４－２９ 飲食店

鉄板焼 ROU Fukuoka 福岡市東区 香椎駅前２－１４－５　日野ビル　１Ｆ 飲食店

レストラン ビストロ 福岡市東区 香椎駅前２－１５－１　永野ビル 飲食店

焼肉龍 福岡市東区 香椎駅前２－５２－１ 飲食店

や台ずし 香稚駅前町 福岡市東区 香椎駅前２－９－８　豊島ビル 飲食店

レディス　レオマック 福岡市東区 香椎駅前２丁目１１－１４　ＬＭビル１Ｆ 飲食店

モア　レオマック 福岡市東区 香椎駅前２丁目１４－３１　井上ビル１Ｆ 飲食店

焼肉龍 福岡市東区 香椎駅前２丁目５２番地１号　 飲食店

REC COFFEE 県庁東店 福岡市東区 馬出１－１０－３　１Ｆ 飲食店

天井桟敷 福岡市東区 馬出５－３５－１５ 飲食店

はっぴ商店下山門店 福岡市西区 上山門１－１－１７ ショッピング

エフコープ 上山門店 福岡市西区 上山門１－１３－３０ ショッピング

ビッグウッド福岡西店 福岡市西区 下山門２－３－７ ショッピング

清香園姪浜店 福岡市西区 下山門３－１－１６ 飲食店

食処 さんぞくや 姪浜店 福岡市西区 下山門３－４－３ 飲食店

スーパーバリューサングリン 福岡市西区 下山門団地４０－２ ショッピング

市六寿司 福岡市西区 今宿１－１－３１ 飲食店

豊島屋今宿店 福岡市西区 今宿東１－２３－７ ショッピング

ワインショップ プロッシモ・ジョルジョ 福岡市西区 今宿東１－３１－２６　グランドルーチェ駅南
１Ｆ ショッピング

ホームプラザ ナフコ 今宿店 福岡市西区 今宿東２－１０－２３ ショッピング

とんかつきのや 福岡店 福岡市西区 今宿東３－３９－１８ 飲食店

八仙閣今宿店 福岡市西区 今宿西１－２３－５ 飲食店

焼肉きんぐ 福岡伊都店 福岡市西区 今宿西１－２５－５ 飲食店

堀ちゃん牧場 今宿駅前店 福岡市西区 今宿駅前１－９－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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糸島食堂 さつまの砦 福岡市西区 今津４７８７－１　ヴォルクフガルテン　１Ｆ 飲食店

トライ・アム サンカクヤ 福岡市西区 内浜１－１５－４３ ショッピング

石蔵姪浜本店 福岡市西区 内浜１－１５－５ 飲食店

SOHO ウエストコート姪浜店 福岡市西区 内浜１－７－１７　ウエストコート姪浜 ショッピング

焼肉 なべしま 福岡姪浜店 福岡市西区 内浜１－７－３ 飲食店

福岡金文堂 姪浜南店 福岡市西区 内浜１－７－３　ウエストコート姪浜内 ショッピング

酒まつり姪浜店 福岡市西区 内浜１－８－１０ ショッピング

お粉呑み焼き暖氣 福岡市西区 内浜２丁目７－１９　 飲食店

焼肉食彩ゆうび 福岡市西区 北原１－５－１４ 飲食店

博多じょうもんさん周船寺市場 福岡市西区 周船寺１－７－１ ショッピング

大衆鳥焼肉炎や 福岡市西区 周船寺３－１８－３５ 飲食店

杉能舎 販売店 福岡市西区 大字元岡１４４２ ショッピング

空 福岡市西区 大字宮浦１１４７－３ 飲食店

季のもの鉄板　室 福岡市西区 大字田９１４－１ 飲食店

SUNSET 福岡市西区 大字西浦２８４ 飲食店

PALM BEACH 福岡市西区 大字西浦２８６ 飲食店

SARAビューティサイト九大学研都市店 福岡市西区 女原北７－８ サービス

寿司割烹 たつき 福岡市西区 姪の浜１－１３－２８ 飲食店

コンブレ 福岡市西区 姪の浜３－１１－５　ＮＲビル１Ｆ ショッピング

お菓子の工房 シュガーベアー 福岡市西区 姪の浜４－１７－１５ 飲食店

菓匠清閑院 姪浜駅店 福岡市西区 姪の浜４－８－２ 飲食店

Boujeloud 姪浜店 福岡市西区 姪の浜４－８－２ ショッピング

ブルーブルーエえきマチ1丁目姪浜店 福岡市西区 姪の浜４－８－２ ショッピング

ジュピターえきマチ1丁目姪の浜 福岡市西区 姪の浜４－８－２　えきマチ１丁目姪の浜内 ショッピング

福岡金文堂 姪浜店 福岡市西区 姪の浜４－８－２　姪浜デイトス　１Ｆ ショッピング

Aperitivo 福岡市西区 姪の浜５－９－３　ベガ姪浜駅前ビル　１Ｆ 飲食店

パティスリーイチリュウ 姪浜店 福岡市西区 姪浜４－８－２ 飲食店

Aguhairmanon姪浜 福岡市西区 姪浜駅南１－５－７　プロスペレー駅南　１Ｆ サービス

Sakaya フカマチ 福岡市西区 姪浜駅南１丁目３－８－１０３ ショッピング

西新 初喜 姪浜駅南店 福岡市西区 姪浜駅南２－１９－２８ 飲食店

玄海丸 姪浜店 福岡市西区 姪浜駅南２－２５－３２ 飲食店

抹茶カフェ HACHI＆はちごはん 福岡市西区 姪浜駅南２－２５－４３ 飲食店

TRONICA 福岡市西区 姪浜駅南３－１－１８ サービス

カフェファディ 小戸店 福岡市西区 小戸１－１５－１４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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平田ナーセリー 福岡西区小戸店 福岡市西区 小戸１－１６－２６ ショッピング

ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス小戸公園前
店 福岡市西区 小戸２－１－３２ ショッピング

酒シンドバッド 小戸店 福岡市西区 小戸２－１－３２ ショッピング

THE BLUE 福岡市西区 小戸２－１０－６１ 飲食店

ペペチーノ　小戸店 福岡市西区 小戸３－２－２２　１Ｆ 飲食店

ライコランド福岡マリナ店 福岡市西区 小戸３－５１－４７ ショッピング

オリエンタルキッチンBimiNan 福岡市西区 小戸４－２８－１６ 飲食店

風雅 小戸店 福岡市西区 小戸４－３－３３ 飲食店

花かず 本店 福岡市西区 愛宕１－１６－３５ ショッピング

あき乃家 本店 福岡市西区 愛宕２－１－４ ショッピング

すし処 喜市 福岡市西区 愛宕３－１－６ 飲食店

お手軽割烹 三四郎 福岡市西区 愛宕３－１－６ 飲食店

日本料理とり市 福岡市西区 愛宕３－１－６ 飲食店

オリーブ室見店 福岡市西区 愛宕南１－７－１０ 飲食店

シューズ愛ランド 福岡福重店 福岡市西区 拾六町１－２５－１０ ショッピング

パティスリーイチリュウ九大学研都市店 福岡市西区 横浜３－３６－８ 飲食店

かねやす 元岡店 福岡市西区 田尻２３３２ ショッピング

十割そば 素屋 福岡市西区 石丸２－４２－１５ 飲食店

スクールショップ ジャンプ 福岡市西区 石丸４－１－３０ ショッピング

博多まるきた水産 工場直売所 福岡市西区 石丸４－９－１５ ショッピング

博多じょうもんさん福重市場 福岡市西区 福重１－１６－６ ショッピング

MINI 福岡西 福岡市西区 福重３－３３－１１ ショッピング

BOOKOFF福重店 福岡市西区 福重４－１－７ ショッピング

河村家具 福重本店 福岡市西区 福重４－３－８ ショッピング

ROSE HIP 福岡市西区 福重５－４－１０ サービス

エフェクト 福岡市西区 西の丘２－１ ショッピング

Sourire 伊都店 福岡市西区 西都１－３－２５－１０９ サービス

パティスリーポッシュ 福岡市西区 野方１－１９－２８ 飲食店

おさかな天国 福岡市西区 飯氏扇子８２４－１ ショッピング

ダイワ 福間店 福津市 中央１－１４－５ ショッピング

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

ケーキハウス・アン 福津店 福津市 光陽台４－１－７ 飲食店

バリューリンク福津店 福津市 手光南１－９－３ ショッピング

ATENA福津 福津市 日蒔野１－１－７ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ロゼッタ 福津市 日蒔野５－２０－２ 飲食店

ゆめマート津屋崎 福津市 津屋崎７－１４－３１ ショッピング

豊島屋福津店 福津市 花見が丘２－１８－３５ ショッピング

焼肉・すきしゃぶおんどる福津海岸通り店 福津市 西福間４－５－１２ 飲食店

鮨屋台海の彩 福津市 西福間４丁目　１０－１０ 飲食店

波の上テラスマルマーレ 福津市 西福間４丁目　１０－１０ 飲食店

農産物等直売所 よらん野 筑後市 前津５０３－１ ショッピング

焼肉きんぐ 八女インター店 筑後市 前津字柳ノ内２８－２ 飲食店

焼肉大将軍 筑後市 山ノ井６６０－１ 飲食店

焼肉大昌園筑後店 筑後市 山ノ井７９１－８　 飲食店

大川家具ビックハート 筑後市 庄島４３７ ショッピング

南の島 筑後店 筑後市 熊野９０－２ ショッピング

ながはま焼肉 筑後市 長浜２２４９－２ 飲食店

ブックオフ 筑後店 筑後市 長浜２３５１－１ ショッピング

鶏SHOW 筑後市 長浜３４５－４　 飲食店

MAST 筑紫郡那珂川市 中原１－３０ サービス

エフコープ 那珂川店 筑紫郡那珂川町 中原３－７８ ショッピング

庄屋 那珂川店 筑紫郡那珂川町 五郎丸１－５ 飲食店

味のなかがわ 筑紫郡那珂川町 恵子１－２１ 飲食店

JA筑紫 ゆめ畑 那珂川店 筑紫郡那珂川町 松木１－１５６ ショッピング

海都 那珂川店 筑紫郡那珂川町 松木１－６７ 飲食店

ヨシダ まんかい店 筑紫郡那珂川町 片縄８－１３６ ショッピング

クロスワーカー福岡那珂川店 筑紫郡那珂川町 片縄北１－３－７ ショッピング

ブルービート 那珂川店 筑紫郡那珂川町 片縄北６－１７－１０ ショッピング

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

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

丸秀鮮魚店 二日市店 筑紫野市 二日市中央２－７－２０ 飲食店

五十二萬石如水庵 筑紫野店 筑紫野市 二日市中央４－５－２ 飲食店

清香園 二日市店 筑紫野市 二日市中央４－５－５ 飲食店

大賀酒造株式会社 筑紫野市 二日市中央４－９－１ ショッピング

リラックス筑紫野店 筑紫野市 二日市北６－１９－１５ ショッピング

ル サントーレ空のステージ 筑紫野市 二日市南２－１０－１７ ショッピング

リラックス 二日市店 筑紫野市 二日市南３－７－１１ ショッピング

ル・サントーレ原田本店 筑紫野市 原田１－３－８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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タイヤセレクト 筑紫野 筑紫野市 原田１－８－６ ショッピング

花じかん 筑紫野市 原田４－１４－１５ ショッピング

リカーショップ リーバイ 筑紫野市 原田７－１２－５　サンフォーレ舞音　１Ｆ ショッピング

SAKODAホームファニシングス筑紫野店 筑紫野市 原田８３６－４ ショッピング

九重珈琲 筑紫野店 筑紫野市 塔原東５－４－１ 飲食店

中華菜館龍天楼 筑紫野市 杉塚２－６－８ 飲食店

アラスカ 筑紫野市 武蔵２－８－２８ 飲食店

アストロプロダクツ 筑紫野店 筑紫野市 武蔵４－６－８ ショッピング

アートハウス21 筑紫野市 湯町１－１７－８ ショッピング

JA筑紫 ゆめ畑 筑紫野店 筑紫野市 筑紫６１３－１ ショッピング

鉄板焼 ジュウ ジュウ 筑紫野市 筑紫駅前通１丁目１０－１０２ 飲食店

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

居酒屋たぬ久 筑紫野店 筑紫野市 美しが丘北３－１２－８ 飲食店

くまざわ書店筑紫野店 筑紫野市 美しが丘南１－１２－１　筑紫野ベレッサ　２
Ｆ ショッピング

AUBEhairstella 筑紫野市 針摺中央２－１２－５　Ｈクラウド　１Ｆ サービス

豊島屋椎田店 築上郡築上町 東八田１３６－１ ショッピング

久原本家総本店 糟屋郡久山町 久原２５２７ ショッピング

Aコープ久山店 糟屋郡久山町 久原２６１８ ショッピング

おべんとうのヒライ 久山店 糟屋郡久山町 大字久原字空田３２１８－７ ショッピング

ブックオフ 福岡トリアス久山店 糟屋郡久山町 山田１０７５ ショッピング

ハードオフトリアス久山店 糟屋郡久山町 山田１０７５ ショッピング

オフハウストリアス久山店 糟屋郡久山町 山田１０７５ ショッピング

玄海丸 トリアス久山店 糟屋郡久山町 山田１１８４ 飲食店

如水庵 トリアス久山店 糟屋郡久山町 山田１１８９－１ 飲食店

御料理 茅乃舎 糟屋郡久山町 猪野櫛屋３９５－１ ショッピング

ヨシダ フルバック店 糟屋郡宇美町 光正寺１－２－１ ショッピング

庄屋 宇美店 糟屋郡宇美町 光正寺１－４－５８ 飲食店

クロスワーカー福岡宇美店 糟屋郡宇美町 光正寺２－１４－１ ショッピング

萬代酒工房 糟屋郡宇美町 宇美２－１１－１ ショッピング

ひさや酒店 糟屋郡志免町 別府１－２１－６ ショッピング

九重珈琲 志免店 糟屋郡志免町 別府３－１１－２１ 飲食店

海鮮一八 別府店 糟屋郡志免町 別府３－１５－５ ショッピング

ジョイント志免日枝店 糟屋郡志免町 南里２－２９－１ ショッピング

清香園 志免店 糟屋郡志免町 南里６３－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉きんぐ 福岡志免店 糟屋郡志免町 南里６６－１ 飲食店

焼肉 明秀苑 糟屋郡志免町 南里７－６－３３ 飲食店

建材屋 志免店 糟屋郡志免町 向ヶ丘２－２５－１ ショッピング

八仙閣 志免店 糟屋郡志免町 大字南里３６－１ 飲食店

ゆず庵 福岡志免店 糟屋郡志免町 大字南里字ヒサゲ１９－１ 飲食店

ホームプラザナフコ 志免店 糟屋郡志免町 志免３－９－２０ ショッピング

博多よし魚本店 糟屋郡志免町 志免中央３－２－３ 飲食店

SARABeautySight志免店 糟屋郡志免町 志免中央３－５－２６ サービス

やまだい 志免店 糟屋郡志免町 志免東１－１０－８ ショッピング

タカラ自動車 糟屋郡志免町 桜丘１－２２－３ サービス

HONEY COFFEE 志免店 糟屋郡志免町 田富１－１－１ 飲食店

ヒライ新宮三代店 糟屋郡新宮町 三代西２－６－８ ショッピング

ハードオフ 新宮店 糟屋郡新宮町 上府北２－９－３９ ショッピング

有限会社進藤商店 糟屋郡新宮町 下府９０４－２７ ショッピング

焼肉きんぐ福岡新宮店 糟屋郡新宮町 中央駅前１－１８－１０ 飲食店

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

アップガレージ 新宮店 糟屋郡新宮町 原上１６１７－１ ショッピング

マヌカンピス＆ケレス 新宮店 糟屋郡新宮町 夜臼６－６－１ 飲食店

SARA グリーン サロン 糟屋郡新宮町 新宮東３－１３－１７ サービス

シューズ愛ランド 福岡新宮店 糟屋郡新宮町 新宮東５－３－１ ショッピング

HAIRMAKE age 新宮店 糟屋郡新宮町 杜の宮４－５－１１ サービス

八仙閣 新宮中央駅前店 糟屋郡新宮町 緑ヶ浜４－１０－１ 飲食店

ワールドビュッフェ 新宮中央店 糟屋郡新宮町 緑ヶ浜４－１０－５ 飲食店

livehair 糟屋郡新宮町 緑ヶ浜４－１５－８ サービス

明月堂 ハローデイ新宮店 糟屋郡新宮町 美咲２－１－４１ 飲食店

SAKODAホームファニシングス新宮店 糟屋郡新宮町 美咲２－１－４１　２Ｆ ショッピング

gite 糟屋郡新宮町 美咲２－８－１２　１Ｆ サービス

長浜鮮魚卸直営店米と魚 糟屋郡新宮町 美咲３－１－１ 飲食店

ホームプラザナフコ 篠栗店 糟屋郡篠栗町 乙犬１０１４－１ ショッピング

おべんとうのヒライ 須恵店 糟屋郡篠栗町 大字植木字柳坂１２３３－１ ショッピング

地蔵とうふ 篠栗店 糟屋郡篠栗町 大字篠栗字牛切谷３７６５－３ ショッピング

庄屋 篠栗店 糟屋郡篠栗町 尾仲５９０－１ 飲食店

ジョイントたんぽぽ市場 糟屋郡篠栗町 神武原２－５－１ ショッピング

アイアイささぐり 糟屋郡篠栗町 篠栗４８６７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カフェファディ 粕屋仲原店 糟屋郡粕屋町 大字仲原字釜屋２７２５－１ ショッピング

山椒の木 糟屋郡粕屋町 大隈３８－４ 飲食店

ハンズクラフト福岡インター店 糟屋郡粕屋町 戸原８３８－１ ショッピング

かつや福岡インター店 糟屋郡粕屋町 戸原８３８－４ 飲食店

ブックイン金進堂 長者原店 糟屋郡粕屋町 長者原２－９－５ ショッピング

居酒屋○○家 糟屋郡粕屋町 長者原２１０－１ 飲食店

ダイキヨーバリュー長者原店 糟屋郡粕屋町 長者原東３－１－１０ ショッピング

Aコープ須恵店 糟屋郡須惠町 旅石１８４－１ ショッピング

ホームプラザナフコ 二丈店 糸島市 二丈上深江９７７－１ ショッピング

BOOKOFF PLUS 福岡前原店 糸島市 前原東２－１－１ ショッピング

やきとり大作 糸島市 前原東３丁目８－２３　友池ビル 飲食店

居酒屋雲海 糸島市 前原西１－８－２３ 飲食店

鉄板焼ステーキ　糸島グリル 糸島市 前原西１丁目１４－１２　 飲食店

Aコープ 前原駅南店 糸島市 前原駅南２－２－１ ショッピング

南風茶屋 糸島市 南風台８－１－８ 飲食店

酒のプロショップ ナンバーワン 糸島市 南風台８－３－３ ショッピング

シャロム美容室 南風台店 糸島市 南風台８－７－８ サービス

やますえ 糸島市 多久５２３－１ ショッピング

Aコープ 志摩店 糸島市 志摩初１９２－１ ショッピング

TAK 糸島市 志摩岐志６３－１０ ショッピング

みるくがき豊久丸 糸島市 志摩岐志７７８－５ 飲食店

糸島ファ－ムハウス UOVO 糸島市 志摩桜井５１３４－１ 飲食店

BlueRoof 糸島市 志摩桜井５４５７ 飲食店

JF糸島志摩の四季 糸島市 志摩津和崎３３－１ ショッピング

ベーカリーレストラン カレント 糸島市 志摩野北２２９０ 飲食店

いけす てら崎 糸島市 志摩野北２６３３ 飲食店

トラヤミートセンター 糸島市 末永４１８－８ ショッピング

新三郎商店 糸島市 本１４５４ ショッピング

炭火焼 いとしま 糸島市 泊６４７－２ 飲食店

糸島手造りハム 糸島市 泊６４７－２ ショッピング

伊都ダイニング 糸島市 泊７６５ 飲食店

北ノ屋 糸島市 波多江６３１ 飲食店

マルコーバリュー 糸島市 波多江駅北４－４－１ ショッピング

居酒屋もっこり 2号店 糸島市 波多江駅北４－５－６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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清香園糸島店 糸島市 潤３－２５－１２ 飲食店

ホームプラザ ナフコ 前原店 糸島市 神在７７－１ ショッピング

ヘア-サロン泉 糸島市 神在東４丁目１２－５ サービス

ゆくはし植物園 行橋市 上津熊２２１ ショッピング

有限会社　青い林檎 行橋市 中央２丁目１３－２０　 飲食店

呑河豚 行橋市 中央３丁目５－３３　 飲食店

ゆめマート行橋 行橋市 中津熊２８５－１ ショッピング

JA福岡京築 京築恵みの郷ゆくはし店 行橋市 今井１２５８－２ ショッピング

明林堂書店 ゆめタウン南行橋店 行橋市 北泉３－３－３ ショッピング

パワーセンター生鮮一番館 行橋市 北泉４－１４－１７ ショッピング

亜李蘭別邸 行橋店 行橋市 大橋１－６－１ 飲食店

K2Factory 行橋市 大橋３丁目１３－７ ショッピング

築城カフェ 行橋市 稲童１４６３－１０　 飲食店

明屋書店 行橋 行事店 行橋市 行事２－１４－１１ ショッピング

トーカイ 行橋店 行橋市 行事２－１４－１５ ショッピング

うらの酒店 行橋市 行事７－５－１２ ショッピング

ブックオフ 福岡行橋店 行橋市 西宮市１－１２－１３ ショッピング

かつや福岡行橋店 行橋市 西宮市２－１５－２２ 飲食店

宮崎牛焼肉TORAYA 行橋市 西宮市４－１－１ 飲食店

お菓子のリーフ 行橋店 行橋市 西泉３－１９－１ 飲食店

シューズ愛ランド コスタ行橋店 行橋市 西泉６－１－１　コスタ行橋Ｃ ショッピング

JA福岡京築 豊前ふれあい市 豊前市 八屋１７７６－５ ショッピング

明屋書店 豊前店 豊前市 塔田７６８－１ ショッピング

ゆめマート豊前 豊前市 岸井３９４ ショッピング

鮨屋台 遠賀郡岡垣町 原６７０－１８ 飲食店

麦のキッチン 遠賀郡岡垣町 手野１８３ 飲食店

やっぱぁ〜岡垣 遠賀郡岡垣町 桜台１－２３ ショッピング

焼肉・すきしゃぶおんどる本店 遠賀郡水巻町 古賀２－２－７ 飲食店

焼肉ひまわり 遠賀郡水巻町 吉田南１－５－１ 飲食店

焼肉しらかわ 遠賀郡水巻町 吉田西３－２２－７ 飲食店

ワールドビュッフェ 水巻店 遠賀郡水巻町 樋口３－７ 飲食店

やさい畑 みずまき店 遠賀郡水巻町 猪熊１－８－１７ ショッピング

豊島屋水巻店 遠賀郡水巻町 立屋敷１－１５－５６ ショッピング

美容室 Cave 遠賀郡遠賀町 今古賀４９５－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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やさい畑 おんが店 遠賀郡遠賀町 今古賀６３２－３ ショッピング

白石書店 ゆめタウン遠賀店 遠賀郡遠賀町 松の本１－１－１　ゆめタウン遠賀内 ショッピング

ヴィザヴィ 那珂川店 那珂川市 中原３－８０ 飲食店

清香園 那珂川店 那珂川市 中原４－５ 飲食店

居酒屋 悟空 那珂川市 今光１－１０４ 飲食店

オフィスランド 那珂川店 那珂川市 片縄５－１５０ ショッピング

モイスティ-ヌ博多南サロン 那珂川市 片縄８丁目１２０ ショッピング

レストラン メゾン ラフィット 那珂川市 西畑９４１ 飲食店

Ray－g－Cast 飯塚市 下三緒３２４－１ ショッピング

ホームプラザナフコ 頴田店 飯塚市 佐与２３６２ ショッピング

畠中育雛場 たまごん工房 飯塚市 佐與１７０９－２ ショッピング

や台ずし 飯塚 バスターミナル町 飯塚市 吉原町１１－３　野見山ビル　１階 飲食店

ゆめマート　飯塚 飯塚市 吉原町６－１ ショッピング

RANSHELL 飯塚市 堀池１３４－１０　Ｃａｓａ　ＬＩＢ　１Ｆ サービス

文具のたまおき　本店 飯塚市 堀池１７４－４ ショッピング

メンズクラブヴィガ 飯塚市 堀池１７４－４ ショッピング

文具のたまおき 本店 飯塚市 堀池１７９－２ ショッピング

アストロプロダクツ　飯塚店 飯塚市 堀池２５７－１ ショッピング

ゆめマート花瀬 飯塚市 大字花瀬字赤坂１６８－２ ショッピング

廣岡揮八郎の三田屋　飯塚店 飯塚市 太郎丸７５７－１３ 飲食店

BOOKOFF　飯塚店 飯塚市 小正５ ショッピング

寿し徳 飯塚市 小正８－１ 飲食店

アルクラシ 飯塚市 川津２７１－２ ショッピング

酒の昌屋 飯塚市 川津４１９－１ ショッピング

PatisserieESPOIR 飯塚市 川津６３９－５ 飲食店

ご馳走家 むつごろう 飯塚市 新飯塚１５－５ 飲食店

太平楽 飯塚市 新飯塚１９－１ 飲食店

わた惣 飯塚市 本町１６－１０ ショッピング

パティスリー セゾン 飯塚市 東徳前１２－３７ 飲食店

コリアンハウス洪苑 穂波店 飯塚市 枝国５０１－１４ 飲食店

炭火焼肉 嘉苑 飯塚市 柏の森４－１ 飲食店

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

ホームプラザナフコ飯塚南店 飯塚市 椿８９－９ ショッピング

豊島屋穂波店 飯塚市 楽市６２４－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カフェ　ファディ　飯塚店 飯塚市 横田５９０－１ ショッピング

片島屋酒店 飯塚市 片島１丁目１－１１ ショッピング

A　BOOK　飯塚店 飯塚市 秋松８７９－３ ショッピング

焼肉高山 飯塚市 花瀬８０－１ 飲食店

SHUKR 飯塚市 菰田１１６－５－５０７ サービス

電位治療器流通センター 飯塚市 菰田西１丁目９－２０ ショッピング

和食レストラン　庄屋　飯塚店 飯塚市 西徳前１４－３３６－２４ 飲食店

フジイ進物店 飯塚市 飯塚１１－２６ ショッピング

本家　山賊鍋　飯塚店 飯塚市 鯰田４０５ 飲食店

焼肉のMr．青木 飯塚市 鶴三緒一本木１１７１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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