
▼中津市 ▼佐伯市 ▼別府市

▼国東市 ▼大分市 ▼宇佐市

▼日田市 ▼東国東郡姫島村 ▼杵築市

▼津久見市 ▼玖珠郡九重町 ▼玖珠郡玖珠町

▼由布市 ▼竹田市 ▼臼杵市

▼豊後大野市 ▼豊後高田市 ▼速見郡日出町

[大分県大分県]

1 / 11

2022年08月26日現在



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

Rooms　Hair 中津市 一ツ松３８０番地　 サービス

家族亭 中津市 万田６０７－１ 飲食店

ホビーオフ大分中津店 中津市 下池永７３－４ ショッピング

明屋書店 中津本店 中津市 下池永龍ノ坪１２４－１ ショッピング

明屋書店 中央町店 中津市 中央町２－７－５１ ショッピング

かつや大分中津店 中津市 中殿町３－２７－５ 飲食店

亜李蘭別邸 中津本店 中津市 丸山町６３ 飲食店

オアシス春夏秋冬 中津市 加来８１４ ショッピング

酒スタジアムヨコヤマ 万田店 中津市 大字万田６０７－４ ショッピング

酒スタジアムヨコヤマ 大貞店 中津市 大貞３７１－１００ ショッピング

明林堂書店 ゆめタウン中津店 中津市 島田１３４－１　ゆめタウン中津店内 ショッピング

焼肉 二丁目 中津市 島田本町３５ 飲食店

禅海茶屋 中津市 本耶馬渓町曽木２０６６－７　 飲食店

甘味処　禅海茶屋 中津市 本耶馬渓町曽木２０６６－７　 飲食店

ゆめマート中津 中津市 永添６０３ ショッピング

カフェファディ 中津店 中津市 沖代町１－１－７ ショッピング

韓国苑 沖代店 中津市 沖代町１－２－１６ 飲食店

どろん 中津市 沖代町１－５－７１ サービス

武蔵屋総本店 中津市 牛神４２４－４ 飲食店

寿司めいじん 中津店 中津市 蛎瀬８４８－１ 飲食店

クォーターイン 本店 中津市 豊田町１２－８ ショッピング

や台ずし 中津駅南口町 中津市 豊田町３－９－７ 飲食店

かつ弘 佐伯本店 佐伯市 中の島１－８－３２ 飲食店

マルミヤストア 中ノ島店 佐伯市 中ノ島東町３－３０ ショッピング

亜李蘭別邸 佐伯店 佐伯市 中村東町９－１２ 飲食店

明林堂書店 佐伯店 佐伯市 中村西町２１４５ ショッピング

焼肉ごんべ佐伯 佐伯市 中江町１－６７　 飲食店

松の花 佐伯市 内町３－２９　 飲食店

佐伯回転寿司 マルマン 佐伯市 城下東町１－１３ 飲食店

ダイニング·バー·ボルドー 佐伯市 城東町２－３５ 飲食店

居酒屋　おおたけ 佐伯市 城東町３－１４　 飲食店

明林堂書店 トキハ佐伯店 佐伯市 池田２０６４　トキハインダストリー佐伯店内 ショッピング

さいき海の市場 ○ 佐伯市 葛港３－２１ ショッピング

鮮度壱番 佐伯市 葛港３－２１ ショッピング
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かまえインターパーク 海べの市 佐伯市 蒲江森崎浦１４２－１６ 飲食店

高級焼肉大将軍佐伯店 佐伯市 駅前１－１０２０５－７ 飲食店

焼肉井とう 佐伯市 駅前２－２－１７ 飲食店

北野坂 別府市 上人南３組 飲食店

小谷商店 別府市 中央町８－１４ ショッピング

鮨乃家 別府市 元町5-11 飲食店

太陽の家 サンストア 別府市 内竈１３９３－２ ショッピング

別府美味どけび 別府市 北中７－２ 飲食店

大和田鮨 別府市 北浜１－１－３ 飲食店

別府炭焼亭 ちはら 別府市 北浜１－１１－２　ビレッジいたや　１Ｆ 飲食店

辿 別府市 北浜１－２－２　アリガットビル 飲食店

そむり 別府市 北浜１－４－２８　笠岡商店ビル　２Ｆ 飲食店

食泉 米と葡萄 別府市 北浜１－９－１０　北浜ビル　１Ｆ 飲食店

yoiya 別府市 北浜１丁目１－１６ 飲食店

とよ常 本店 別府市 北浜２－１３－１１ 飲食店

八新鮨 別府市 北浜２－７－６ 飲食店

炭火焼肉 韓国苑別府店 別府市 北浜３－１３－３ 飲食店

ファミリーレストラン 春香苑 別府市 南立石１区４組 飲食店

碧の時間 別府市 南立石生目町９７５－１ 飲食店

甘味茶屋 別府市 実相寺１組４ 飲食店

うなぎ屋 いま勢 別府市 山の手町１４－１ 飲食店

明林堂書店 青山店 別府市 山の手町１５－１５ ショッピング

活魚廻転寿し　水天　山の手店 別府市 山の手町３２６４－１ 飲食店

fourーLeaf 別府市 新別府３組 サービス

明林堂書店 別府本店 別府市 新港町３－２９ ショッピング

明林堂書店 ゆめタウン別府店 別府市 楠町３８２－７　ゆめタウン別府店内　３Ｆ ショッピング

スタイル別府店 別府市 汐見町２－１８　２Ｆ ショッピング

エマ ヘアー アトリエ 別府市 石垣東１－６－１７　大野ビル　１Ｆ サービス

タイ料理ルアンマイ 別府市 石垣東１０－２－４２　２Ｆ 飲食店

焼肉元相 本店 別府市 石垣東１０－５－２８ 飲食店

HairStudioCHOKICHOKI 別府市 石垣東２－６－６ サービス

焼肉なべしま大分別府店 別府市 石垣東３－７－１７ 飲食店

ふれあい市場 旬の館 石垣店 別府市 石垣東９－１－２６ ショッピング

活魚廻転寿し水天石垣店 別府市 石垣西１０－２９５４ 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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レストラン リボン 別府市 石垣西２－１－３５ 飲食店

ブックオフ 別府観光港前店 別府市 船小路町３－３２ ショッピング

焼肉苑さとう 別府店 別府市 若草町８－１２ 飲食店

鳴門うどん 餅ヶ浜店 別府市 餅ヶ浜町６９ 飲食店

亜李蘭別邸 別府店 別府市 餅ケ浜町８－２ 飲食店

とよ常 別府駅前店 別府市 駅前本町５－３０　別府駅前ビル 飲食店

マルミヤストア 別府駅店 別府市 駅前町１１－７ ショッピング

明林堂書店 JR別府店 別府市 駅前町１１－７　ＢＩＳ南館 ショッピング

居酒屋こいのぼり 北浜店 別府市 駅前町５－１０　みのやビル　１Ｆ 飲食店

岩国屋 別府市 鶴見２－１ ショッピング

コープ 別府店 別府市 鶴見３９０４－２ ショッピング

寿司めいじん 別府鶴見店 別府市 鶴見砂原１１４－７ 飲食店

ホームセンターセブン 国東店 国東市 国東町小原２５６８－１ ショッピング

ホームセンターナカシマ 国東市 安岐町塩屋１１０－１０ ショッピング

中国料理 チャイナムーン 大分市 三芳椎迫４－２ 飲食店

炭火焼肉 にく勢 宗方店 大分市 上宗方６５３－４ 飲食店

ビックアメリカンショップ わさだ宗方店 大分市 上宗方字世利越６３８－１ ショッピング

大分市美術館ミュージアムショップ 大分市 上野８６５ ショッピング

コープ 下郡 大分市 下郡３１６０－１３ ショッピング

明林堂書店 米良店 大分市 下郡中央３－１－７ ショッピング

炭火焼肉 韓国苑下郡店 大分市 下郡北２－１－２３ 飲食店

焼肉なべしま下郡店 大分市 下郡南５－１－１０ 飲食店

ベルク－ル 大分市 下郡南５－３－５ ショッピング

Aguhairfred大分 大分市 中央町１－３－１０　ＷＡＫＯ第一ビル　２Ｆ サービス

おとなの大漁旗 大分市 中央町１－３－１２　大一マートビル　１０１ 飲食店

岩尾文具 竹町本店 大分市 中央町１－４－１５ ショッピング

裏舌鼓 大分市 中央町１－４－２２　サクラヤビル　７Ｂ 飲食店

ステーキそむり大分店 大分市 中央町１－５－７　一慶ビル　１Ｆ 飲食店

TACCA 大分市 中央町１－５－７　一慶ビル　３Ｆ 飲食店

炭火焼鳥　串けん 大分市 中央町１丁目４－１３　アベビル１Ｆ 飲食店

一慶 大分市 中央町１丁目５−７ 飲食店

泳ぎカワハギと冠地どり五十六屋 大分市 中央町２－３－１０　二八堂ビル　１Ｆ 飲食店

寿し・ろばた八條 大分市 中央町２－５－２４　クインビル　１０１ 飲食店

スタンダードフラワー 大分市 中央町２－５－３　トキハインダストリー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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兔と亀 大分市 中央町２－６－２０　えじそんビル　１Ｆ 飲食店

すし善 大分市 中央町２－６－２０　えじそんビル１Ｆ 飲食店

魚と炭と酒 はちお 大分市 中央町２－７－２０ 飲食店

炭火焼鳥水炊き五郎一 大分市 中央町２－７－２６　丸弘ビル１Ｆ 飲食店

魚バカ一代大漁旗中央町店 大分市 中央町２－７－２９　晃星堂ビル　２Ｆ 飲食店

遊膳割烹 なか邑 大分市 中央町３－１－１１ 飲食店

ぶるーむ 大分市 中央町３－２－２４ 飲食店

味ふく 大分市 中央町３－２－２８　味ふくビル１Ｆ 飲食店

酒食・回 大分市 中央町３－４－１３ 飲食店

四季の味 ぎんなん 大分市 中央町３－６－１　アナンビル　１Ｆ 飲食店

寿し処 ちはる 大分市 中央町３－６－１５　フジタ福ビル　１Ｆ 飲食店

ふぐ良別館 大分市 中央町３－６－２６ 飲食店

枡屋 ワインセレクション 大分市 中央町３－７－２１ ショッピング

鶏屋天佑 大分市 中央町３丁目６－３４　１Ｆ 飲食店

いか創作料理 いかや 大分市 中央町４－２－２７　竹町西部ビル　１Ｆ 飲食店

ショッピングプラザカサキ 大分市 中津留１－９－２２ ショッピング

フィルド－ル 大分市 京が丘南１－８５９－６ サービス

ピザハット大分今津留店 大分市 今津留３－４－３０ ショッピング

焼肉 式 大分市 仲西町２－４－６ 飲食店

イトマン商店 大分市 仲西町２－６－１９ ショッピング

豊後炭火焼肉 山崎 光吉店 大分市 光吉１１２９－１ 飲食店

Gateaux Lab Linclock 大分市 公園通り３－１－１２ 飲食店

Remit Hair 大分市 公園通り３－１－４ サービス

ブランドショップハピネス 大分店 大分市 公園通り西２－１　パークプレイス大分　１Ｆ ショッピング

浜田屋 大分市 北下郡１１組１－Ａ　アーバングリーン六本松
　１Ｆ ショッピング

ティファニー 大分市 千歳３６４－５ 飲食店

御肉匠庵 春日那 大分市 南春日町２－３６ 飲食店

まるや津留店 大分市 南津留２８８ ショッピング

Jショップ 高城店 大分市 原新町１３－２７ ショッピング

アトリエ シュメール 大分市 古国府８８８－７－１０８ ショッピング

有限会社　寿楽庵 大分市 城崎町２丁目１－５　 飲食店

お食事処　ひらまつ 大分市 城崎町２丁目２－１２　Ｐ＆Ｃビルディング１
０２ 飲食店

炭火焼肉 えんらく 大分市 城東町１－１９ 飲食店

明屋書店 高城店 大分市 城東町９－１６ 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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酒のチャップリン 大在店 大分市 大在浜２－５－１ ショッピング

フローリストうめづ大分店 大分市 大字三芳椎迫１－１ ショッピング

アストロプロダクツ 大分店 大分市 大字上宗方６２８－２ ショッピング

マルミヤストア 戸次店 大分市 大字中戸次４５６０－２ ショッピング

IDE’AL 大分市 大字城原２３３３－１ サービス

よしだ会館 大分市 大字大平２３－１ 飲食店

ビッグウッド大分南店 大分市 大字宮崎１４９８－１ ショッピング

かつや大分光吉インター店 大分市 大字宮崎８２９－６ 飲食店

焼肉きんぐ 大分光吉店 大分市 大字宮崎五反田８２９－１ 飲食店

活魚廻転寿し水天小池原店 大分市 大字小池原１１４６－１ 飲食店

デサキ大分わさだ店 大分市 大字市１１８８ ショッピング

焼肉なべしま大分わさだ店 大分市 大字市３４４ 飲食店

焼肉 丸幸 大分市 大字市４３５－２ 飲食店

カガシヤ わさだ本店 大分市 大字市５２７ ショッピング

ヒップヒップフラー 大分市 大字市５５０－２ サービス

とんかつ五大 大分市 大字政所２１０３－３　アミュ－ズメントプラ
ザ　１Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 大分森町店 大分市 大字森町橋井手通１８１－１ 飲食店

焼肉苑さとう 明野店 大分市 大字猪野１６０８－２ 飲食店

寿司めいじん トキハわさだ店 大分市 大字玉沢楠本７５５－１　１Ｆ 飲食店

ブッチャーズテーブル 田尻店 大分市 大字田尻１４５－５ 飲食店

キャプテンズ　キッチン 大分市 大字田尻２３１－１ 飲食店

マンガ倉庫大分わさだ店 大分市 大字田尻８５－１ ショッピング

コープおおいた CO・OPふらいる 大分市 大字皆春１６００－６ ショッピング

JAおおいた 滝尾支店 大分市 大字羽田５８ ショッピング

Cafe 珈琲 Es＋sense 大分市 大字葛木１０９３－１ 飲食店

REDWOOD 大分市 大手町１丁目３－２　 飲食店

SORA oita 大分市 大手町３－７－１３　田口ビル　１Ｆ サービス

高級焼肉 大将軍 府内店 大分市 府内町１－１－１５　府内センタービル２Ｆ 飲食店

器や しば 大分市 府内町１－１－２４ ショッピング

Aguhairkahala大分駅前 大分市 府内町１－１－７　府内町１丁目ビル　３Ｆ サービス

感動のもつ鍋処 陽はまたのぼる 竹田離れ 大分市 府内町１－２－６　府内一番館ビル　Ｂ１ 飲食店

trico 大分市 府内町１－３－１８　ポラリス府内　３Ｆ サービス

ALTER EGO 大分市 府内町１－３－１９ ショッピング

GRANDE MAGAZZINO 大分市 府内町１－３－７　馬場ビル　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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A．P．C．大分 大分市 府内町１－６－４３　Ｂスクエアビル　１Ｆ ショッピング

タカチホカメラ 府内店1F 大分市 府内町１丁目２－６　一番館１Ｆ ショッピング

かにせん 大分市 府内町２－２－１５　なぎさやビル２Ｆ 飲食店

個室焼鳥こはね〜HANARE〜 大分市 府内町２－２－１６　松月ビル　１Ｆ 飲食店

ピ－チズ 大分市 府内町２－３－２３　吉良ビル　１Ｆ ショッピング

串焼きのたつみ 大分市 府内町２－４－５　若竹ビル　２Ｆ 飲食店

和バル 奏 大分市 府内町２－５－３　矢崎ビル１Ｆ 飲食店

SURPLUS 大分市 府内町２－６－１５ ショッピング

府内バルTAN’S 大分市 府内町２丁目３－２３　吉良ビル１Ｆ 飲食店

FOUNTAIN 大分市 府内町２丁目６－５　小野ビル１Ｆ ショッピング

三徳寿司 大分市 府内町３－５－２８　府内ビル　１Ｆ 飲食店

ターミナル 大分市 府内町３－７－２６　Ｂガレージ　３Ｆ サービス

壷中の天地 大分市 府内町３－７－２７ 飲食店

焼肉・ホルモンのたつみ 大分市 府内町３－７－７ 飲食店

こつこつ庵 大分市 府内町３－８－１９ 飲食店

SAKODAホームファニシングス大分新川 大分市 新川町２－１２６１－１ ショッピング

きゅうとごぶんのいち 大分市 新川町２－１３９６－１ 飲食店

寿司めいじん 春日店 大分市 新町１８－１５ 飲食店

お菓子のいしむら高城店 大分市 日吉町１８ 飲食店

Lico by PONO 大分市 明野北５－１６－７ サービス

くまざわ書店大分明野店 大分市 明野東１－１－１　あけのアクロスタウン二番
街　１Ｆ ショッピング

LA LUCE 80℃ 大分市 明野東１－２３　明野ガーデンテラス 飲食店

亜李蘭別邸 光吉店 大分市 曲１４９５－１ 飲食店

フルーツパーラー　陽はまたのぼる 大分市 末広町１－１－２０　１Ｆ 飲食店

ふぐ処 良の家 大分市 東原２－１－１８ 飲食店

焼肉羊馬 大分市 東原２－１－１８ 飲食店

亜李蘭別邸 大分駅南店 大分市 東大道１－３－１　ＫＣＡ・アクロスプラザ大
分駅南１Ｆ 飲食店

フロレスタ大分駅上野の森口店 大分市 東大道１－３－１　アクロスプラザ大分駅南　
１Ｆ 飲食店

Remit hair miuq 上野丘店 大分市 東大道２－８－１０　２Ｆ サービス

美容室HOME 大分市 東春日町８－１　サザンブライト東春日　Ａ サービス

旬菜厨房inaho 大分市 森１１９８－２ 飲食店

春夏秋冬 大分市 椎迫　１－１ サービス

hair room HARU 大分市 津守７７１－５ サービス

BOOKOFF下郡店 大分市 津留１９１６－１ 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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LEGGU 大分市 津留１９１６－４ サービス

花の店とがわ 大分市 牧１－４－８ ショッピング

寿司めいじん 牧店 大分市 牧３－１２－２ 飲食店

ハンブルグ 大分本店 大分市 牧上町４－２０ 飲食店

Ravi 大分市 牧上町４－９ サービス

タンドーリアン 大分市 王子北町５－９　フレスポ春日浦内 飲食店

明林堂書店 大分本店 大分市 王子南町３５ ショッピング

鳴門うどん 西大分店 大分市 生石４丁目７７８－９ 飲食店

コープ 南大分 大分市 田中町３－１２－５ ショッピング

STYLE 大分市 田尻４２８－１ サービス

ディスカウントショップほらや 大分市 畑中１－６－５ ショッピング

崔おばさんのビックリホルモン家南大分店 大分市 畑中７１５－５ 飲食店

タカハシインテリア家具 大分市 皆春６２３－１ ショッピング

マンガ倉庫 大分東店 大分市 皆春内角６０４ ショッピング

焼肉なべしま大分大在店 大分市 竹下１－９－１７ 飲食店

寿司めいじん 羽屋店 大分市 羽屋１０５８－１ 飲食店

ハードオフ 大分古国府店 大分市 羽屋３－２ ショッピング

オフハウス 大分古国府店 大分市 羽屋３－２ ショッピング

お菓子の工房BONBON株式会社 大分市 花江川２－１７ 飲食店

焼肉花ひちりん 大分市 花津留１丁目２－１９　 飲食店

大分割烹 平家 大分市 萩原２－８－２０ 飲食店

活魚廻転寿し水天王子店 大分市 西春日町４－８６ 飲食店

男子専科マルサン 大分市 西鶴崎１丁目９－３ ショッピング

コープ大分駅店 大分市 要町１－４０ ショッピング

ケイハン 大分市 要町６－４６　ＭＪＲ大分駅前ザ・レジデンス
　１Ｆ サービス

鉄板kaiseki 叶羽 大分市 豊町２－５－１ 飲食店

鉄板焼ステーキ・キャプテンズイン 大分市 賀来北１－１－３ 飲食店

焼肉苑さとう 賀来店 大分市 賀来北１－１５－１ 飲食店

焼肉大昌苑 大分市 賀来北２－１－２８ 飲食店

明屋書店 賀来店 大分市 賀来北２－９－１５ ショッピング

鳴門うどん 賀来店 大分市 賀来南１－１５－３６ 飲食店

ピソリーノガーデンズ 大分市 賀来南３－５－１１ 飲食店

焼肉元 大分市 都町１－３－１２　原山ビル 飲食店

かまえ魚河岸 水元 大分市 都町１－３－４ 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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料理工房　本母 大分市 都町１丁目２－５　 飲食店

焼肉元相 都町店 大分市 都町２－２－１７　ゴールドビル　１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン大分都町店 大分市 都町２－２－２５　ハズ都町　１Ｆ ショッピング

五十六屋都町店 大分市 都町２－３－４　インペリアル都町 飲食店

ふぐ八丁 大分市 都町２－４－１１ 飲食店

ジャパニーズダイニング 海老酔 大分市 都町２－４－２８ 飲食店

低温調理と旬野菜の店 ウロノロ 大分市 都町２－４－８　都ビル　２Ｆ 飲食店

炭火焼肉Dining彩香園 大分市 都町２－５－２０ 飲食店

焼肉 銀山亭 大分市 都町２－６－１６　尾野ビル１Ｆ ショッピング

鮨処灘 大分市 都町２－６－３　G STAGE１－Ｃ 飲食店

鶏料理吉鳥 大分市 都町２－６－３　Ｇステージ　１Ｆ 飲食店

小料理　花の里 大分市 都町２丁目５－２１　第２パルコビル１Ｆ 飲食店

臼杵ふぐ 山田や 大分市 都町３－１－２６ 飲食店

炭火焼肉 韓国苑都町店 大分市 都町３－２－１０　マルビル　３Ｆ 飲食店

おおいた 花山椒 大分市 都町３－２－３０　中山第五ビル　１０３ 飲食店

日本料理 ほり川 大分市 都町３－５－５ 飲食店

割烹 にしおか 大分市 都町３－６－１０ 飲食店

竹善 大分市 都町３－６－１２　　ＹＭビル１Ｆ 飲食店

鮨一心 大分市 都町３－６－８　日経会館　１Ｆ 飲食店

ふく亭 本店 大分市 都町３丁目７番 飲食店

マルミヤストア 金池南店 大分市 金池南２－２６３１－１ ショッピング

allure 大分市 金池町３－１－９３　山口ビル　１Ｆ サービス

金大寿司 大分市 金池町３－４－１３　ヴィータセレーナ金池　
１０１ 飲食店

鳴門うどん 錦町店 大分市 錦町３－３３８９－５ 飲食店

コモンヘアデザイン 大分市 長浜町２－１３－５１　津田ビル　２Ｆ サービス

88店 大分市 高城新町１－１２ ショッピング

亜李蘭別邸 高城店 大分市 高城新町３－１ 飲食店

誉寿司 大分市 高城本町７－１６ 飲食店

Sourire 高城店 大分市 高城西町３０－１２　１Ｆ サービス

ヘアーサロン満月 大分市 高尾台２－１－１ サービス

キューイン 本店 大分市 高松東３－３－１０ ショッピング

BOOKOFF 大分敷戸店 大分市 鴛野字行衛１０１２－１ ショッピング

酒スタジアムヨコヤマ 四日市店 宇佐市 四日市１４７３－１ ショッピング

なんどいや 宇佐市 四日市２８－３　 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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安心院葡萄酒工房 宇佐市 安心院町下毛７９８ ショッピング

ゆめマート宇佐 宇佐市 法鏡寺５００ ショッピング

焼肉梨洞 宇佐市 辛島２３３ 飲食店

明屋書店 宇佐店 宇佐市 辛島３３ ショッピング

フレッシュマ－トたちばな 日田市 上野町２９－１ ショッピング

ワインレストランWiz 日田市 中央１丁目６－２８　 飲食店

明屋書店 日田店 日田市 十二町５８５－４ ショッピング

崔おばさんのビックリホルモン家別館日田店 日田市 十二町６９７－１ 飲食店

BOOKOFF 日田十二町店 日田市 十二町前田５４９－１ ショッピング

明林堂書店 城町店 日田市 城町１－４９３－１０ ショッピング

とうふの飛太郎 本店 日田市 夜明関町字飛太郎３５８５－１ ショッピング

ケーキショップSHO 日田市 田島２－１５４－２ 飲食店

いいちこ日田蒸留所 日田市 西有田８１０－１ ショッピング

日田醤油 雛御殿 日田市 豆田町１３－６ ショッピング

嶋屋本家 日田市 豆田町１４－５ ショッピング

日田まぶし千屋 日田市 豆田町４－１４ 飲食店

薫長酒館 日田市 豆田町６－３１ ショッピング

ショッピングセンターはなだ 東国東郡姫島村 82547 ショッピング

スーパーコマツ杵築店 杵築市 字八坂２８４２ ショッピング

M．Miura 杵築市 守江１８０７－５　 飲食店

KITSUKI　TERRACE 杵築市 守江４７８５ 飲食店

神田楽市 杵築市 山香町内河野２５４３－１ ショッピング

Aコープやまが店 杵築市 山香町内河野２５６１－１ ショッピング

Aコープきつき店 杵築市 杵築字北浜６９５－８ ショッピング

コープつくみ 津久見市 中田町１－８ ショッピング

シェ・タニ 瀬の本高原店 玖珠郡九重町 湯坪瀬の本６２８－８ 飲食店

高原ショップ小野 玖珠郡九重町 田野１５１２－７ ショッピング

シェルパモンベルやまなみ店 玖珠郡九重町 田野２６０－２　レストハウスやまなみ内 ショッピング

かねよし 玖珠郡九重町 菅原１８５６－８ ショッピング

JAファーマーズ Aコープくす店 玖珠郡玖珠町 大字塚脇六十六間６５１番地 ショッピング

旬菓工房 カシウ 由布市 挾間町挾間６１９－１ 飲食店

Aコープゆふいん店 由布市 湯布院町大字川上字奈良田３０２８ ショッピング

地酒の店 はかり屋 由布市 湯布院町川上１０８０－１ ショッピング

菊すけ 由布市 湯布院町川上１２６９－３６ 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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クラフト館 蜂の巣 由布市 湯布院町川上１５０７－１ ショッピング

A la mode 五衛門 由布市 湯布院町川上１５２６－１ 飲食店

マチャアキノ店 由布市 湯布院町川上１５５１－１１ ショッピング

FlowerMOUNTAINもくあみの杜 由布市 湯布院町川上１５５８－２ ショッピング

アルカヤ靴店 湯布院もくあみの杜 由布市 湯布院町川上１５５８－２　もくあみの杜店舗
４ ショッピング

カフェ・ラ・リューシュ 由布市 湯布院町川上１５９２－１ 飲食店

今泉堂 由布市 湯布院町川上１６０８－１ 飲食店

あうん 由布市 湯布院町川上３０１５－４ 飲食店

DAY CAMP 由布市 湯布院町川上３７２９－１ 飲食店

（有）赤司菓子舗 由布市 湯布院町川北２－２ ショッピング

ショッピングあだち 竹田市 久住町久住６１４４ ショッピング

但馬屋老舗 竹田市 竹田町４０ 飲食店

ふぐ・日本料理 喜楽庵 臼杵市 城南九組 飲食店

コープ うすき 臼杵市 大字臼杵９－１６ ショッピング

酒のチャップリン 臼杵店 臼杵市 市浜１１０７－１ ショッピング

Aコープアニマード 臼杵市 末広１５－１ ショッピング

料亭 山田屋 臼杵市 港町本通り５組 飲食店

フミヤ 臼杵市 野津町野津市１５８－１ ショッピング

明屋書店 臼杵野田店 臼杵市 野田２０５ ショッピング

レプマート 豊後大野市 三重町内山１５３－１２ ショッピング

炭火焼肉 韓国苑三重店 豊後大野市 三重町赤嶺９２１ 飲食店

牟礼鶴酒造合資会社 豊後大野市 朝地町市万田５７０番地　 ショッピング

浜嶋酒造 鷹来屋 豊後大野市 緒方町下自在３８１ ショッピング

明屋書店 豊後高田店 豊後高田市 新地１９４０ ショッピング

ホームセンターセブン 高田店 豊後高田市 高田１７２２－１ ショッピング

串焼　ちょいとそこまで 豊後高田市 高田２８６１－１　 飲食店

寿司めいじん 日出店 速見郡日出町 １７９７－２ 飲食店

大神ファーム 速見郡日出町 大神６０２５－１ 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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