
▼三養基郡みやき町 ▼三養基郡上峰町 ▼三養基郡基山町

▼久留米市 ▼伊万里市 ▼佐賀市

▼唐津市 ▼嬉野市 ▼東松浦郡玄海町

▼杵島郡江北町 ▼杵島郡白石町 ▼武雄市

▼神埼市 ▼神埼郡吉野ヶ里町 ▼藤津郡太良町

▼西松浦郡有田町 ▼鳥栖市 ▼鹿島市

[佐賀県佐賀県]
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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

クルール・ド・銀月 三養基郡みやき町 西島１４１３－２ 飲食店

株式会社ミートフーズ華松 三養基郡上峰町 堤３３０５－４ ショッピング

市場バリュー・サンエー 三養基郡基山町 宮浦１６８－１ ショッピング

イキナリステーキ 佐賀基山店 三養基郡基山町 小倉９７４－２ 飲食店

キーダチャムズ 久留米市 諏訪野町２７８１－１ サービス

クロスワーカー伊万里店 伊万里市 二里町八谷搦１１８７ ショッピング

しーじゃっく 伊万里店 伊万里市 二里町八谷搦１２６７ 飲食店

ホームセンターユートク 伊万里店 伊万里市 二里町大里乙２１３ ショッピング

ステーキのライおン 伊万里市 二里町大里乙８６－３ 飲食店

ステーキハウスレストラン勝 伊万里市 二里町大里甲１７８０ 飲食店

ぎゅう丸伊万里店 伊万里市 新天町２５－１ 飲食店

DINING 喜・柊 伊万里市 新天町５３９ 飲食店

焼肉 食道園 伊万里市 新天町５５９－１ 飲食店

櫓庵治 伊万里店 伊万里市 新天町７２０－９ 飲食店

Aコープいまり店 伊万里市 立花町１３２６－２ ショッピング

有限会社やさい直売所マッちゃん 佐賀市 三瀬村杠２４６－１ ショッピング

Birth 佐賀市 与賀町４－１３ サービス

La　Saison 佐賀市 中央本町２－４　２階 飲食店

ミート工房夢きら・ら 佐賀市 久保泉町大字上和泉１８４８－１７ ショッピング

JF佐賀有明海直販所 まえうみ 佐賀市 光２－８１９－１ ショッピング

アパートメントヘア 佐賀市 兵庫北２－１９－１ サービス

焼肉かくら 佐賀市 兵庫北２－２５－１８ 飲食店

夢咲珈琲うふふ 佐賀市 兵庫北２－２５－２２ 飲食店

ALTHORP 佐賀店 佐賀市 兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀店 ショッピング

有限会社渡辺花屋 佐賀市 兵庫北５－１５－１９ ショッピング

カッツカンパニー 兵庫店 佐賀市 兵庫北５－６－１５ サービス

パティスリ－マルス 兵庫店 佐賀市 兵庫北７－１－１８ ショッピング

焼肉なべしま佐賀兵庫店 佐賀市 兵庫北７－３－４６ 飲食店

バラエティー 佐賀市 兵庫南１－１９－３４ ショッピング

シューズ愛ランド 佐賀店 佐賀市 兵庫南２－１７－１２ ショッピング

ホームセンター ユートク 南佐賀店 佐賀市 南佐賀１－１１－１ ショッピング

明林堂書店 新南佐賀店 佐賀市 南佐賀１－２１－１２ ショッピング

第一園芸センター 佐賀市 南佐賀２－１４－５ ショッピング

ホームセンター ユートク 佐賀店 佐賀市 卸本町４－１４ ショッピング
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オーリック 呉服元町店 佐賀市 呉服元町３－１０ ショッピング

KORNER 佐賀市 呉服元町５－２２　井手ビル　２Ｆ 飲食店

村岡総本舗 唐人町店 佐賀市 唐人１－５－４５ 飲食店

高橋餅本舗福屋 佐賀市 嘉瀬町大字扇町２４３０ 飲食店

手作り豆冨としゃぶしゃぶ水匠 佐賀市 多布施４－１－２４ 飲食店

レストラン シャトー文雅 佐賀市 大和町久池井２５９２　１２Ｆ 飲食店

ハンバーグマン佐賀大和店 佐賀市 大和町尼寺２４６１－３ 飲食店

なべ家和元 佐賀市 大和町尼寺３３３８－７ 飲食店

村岡屋 大和店 佐賀市 大和町尼寺四本松３７４２－１ 飲食店

（有）すし栄 佐賀市 大財１－１－１１ 飲食店

すし政 佐賀市 大財１－１－１４ 飲食店

リカーマウンテン佐賀白山店 佐賀市 大財１－１－１７　久我白山ビル　１Ｆ ショッピング

焼味処 輪久 佐賀市 大財１－４－１１ 飲食店

やきとり一新 佐賀市 大財１－４－１５ 飲食店

料理屋 きりん 佐賀市 大財１－６－８ 飲食店

佐賀牛レストラン季楽本店 佐賀市 大財３－９－１６ 飲食店

ワインセラー カーヴ 佐賀市 天祐１－２－２２ ショッピング

Latte 佐賀市 天神２丁目５－１０　若草ビル１０６ サービス

ホームセンターユートク 川副店 佐賀市 川副町鹿江９４８－１ ショッピング

焼き鳥曳山 佐賀市 愛敬町１２－３ 飲食店

日本料理きぶん 佐賀市 愛敬町２－３　 飲食店

AMURA 佐賀市 新栄東２丁目４－４　 サービス

コープさが新栄店 佐賀市 新栄西２－１０ ショッピング

焼肉きんぐ 佐賀日の出店 佐賀市 日の出１－７－４ 飲食店

木村文機 北川副支店 佐賀市 木原２丁目２２－２２ ショッピング

じゅうじゅうカルビ佐賀大学前店 佐賀市 本庄町大字本庄５７４－６ 飲食店

カッチャウ佐賀南3号店 佐賀市 本庄町大字本庄９６８－１ ショッピング

かつや佐賀本庄店 佐賀市 本庄町大字袋２４４－２ 飲食店

本庄珈琲うふふ 佐賀市 本庄町大字袋２６３－１ 飲食店

最高な普通 佐賀市 本庄町大字袋２９１－１ ショッピング

EXCELGLANZ 佐賀市 本庄町大字袋３１２－３ サービス

Aコープ城南店 佐賀市 本庄町大字袋３５３－１ ショッピング

BOOKOFFPLUS佐賀南部バイパス 佐賀市 本庄町袋２９７ ショッピング

焼鳥大成 佐賀市 松原３－３－２９ 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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庄屋 佐賀松原店 佐賀市 松原４－５－３５ 飲食店

鮨 多門 佐賀市 白山１－２－１９－１ 飲食店

冨苑 佐賀市 白山２－５－８　２Ｆ 飲食店

ぎんえん 佐賀市 白山２－６－１ 飲食店

鮨・椿油天ぷら八木 佐賀市 白山２丁目３－１４　 飲食店

トネリコ・カフェ 佐賀市 白山２丁目５－１９　 飲食店

restore　compass 佐賀市 神野東４丁目７－２４　 飲食店

櫓庵治 佐賀店 佐賀市 神野西４－１０－１６ 飲食店

一富士補聴器佐賀センター 佐賀市 神野西４丁目１８ー３２ ショッピング

麒麟屋 佐賀市 若宮１－１１－１ 飲食店

嬉乃 すし 佐賀市 若宮１－７－３０ 飲食店

とんかつきのや北部店 佐賀市 若宮２－５－４７ 飲食店

美容室マホウツカイ 佐賀市 若楠３丁目１－１０　 サービス

GLAMASH 佐賀市 西田代２－３－２５ サービス

鶴屋本店 佐賀市 西魚町１ 飲食店

八 佐賀市 西魚町７１－３　 ショッピング

レグナテック 佐賀市 諸富町山領２６６－１ ショッピング

明月館諸富店 佐賀市 諸富町諸富津１２４－１　 飲食店

三平寿し 佐賀市 諸富町諸富津１２６－５　 飲食店

JA産直 「土の香きんりゅう」 佐賀市 金立町大字千布３１３３－１ ショッピング

文具のナカシマ佐賀店 佐賀市 鍋島１－８－７ ショッピング

魯山 佐賀市 鍋島３－１－２８ 飲食店

HAIR＆FACE SPA 佐賀市 鍋島６－１－８ サービス

パティスリ－マルス 鍋島店 佐賀市 鍋島町大字八戸１３５１－２　新栄マンション ショッピング

居酒屋むらはち佐賀北部店 佐賀市 鍋島町大字八戸溝１５７－１ 飲食店

JA産直 「土の香なべしま」 佐賀市 開成３－７－１７ ショッピング

アストロプロダクツ 佐賀店 佐賀市 開成６－１４－１ ショッピング

焼肉なべしま 佐賀開成店 佐賀市 開成６－１４－２０ 飲食店

村岡総本舗 佐賀駅店 佐賀市 駅前中央１－１１－１ 飲食店

村岡屋 佐賀駅店 佐賀市 駅前中央１－１１－２０ 飲食店

大原老舗 佐賀駅店 佐賀市 駅前中央１－１１－２０ 飲食店

さが風土館 季楽 「直販本店」 佐賀市 駅前中央１－４－１７ ショッピング

Aコープ街かど畑店 佐賀市 駅前中央１－４－１７ ショッピング

SAGAMADO 佐賀市 駅前中央１－４－１７　コムボックス佐賀駅前
　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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木村文機 駅前店 佐賀市 駅前中央２－８－３ ショッピング

村岡屋 本店 佐賀市 駅南本町３－１８ 飲食店

鮨さもん 佐賀市 駅南本町６－７　第一内田ビル　１Ｆ 飲食店

ブックオフ 佐賀高木瀬店 佐賀市 高木瀬町大字長瀬７１８－１ ショッピング

焼肉 点 中町店 唐津市 中町１８７０ 飲食店

つく田 唐津市 中町１８７９－１ 飲食店

JAからつ 唐津うまかもん市場 唐津市 久里１９６１－２ ショッピング

旬風 唐津市 京町１７６１－１　岡本ビル 飲食店

川島豆腐店 唐津市 京町１７７５ 飲食店

旬の膳　弥生 唐津市 呉服町１８１８－３　 飲食店

漁火 唐津市 呼子町呼子１４６７－１ 飲食店

海中魚処　萬坊 唐津市 呼子町殿ノ浦１９４６－１ 飲食店

玄海活魚（株）お魚処玄海 唐津市 呼子町殿ノ浦５０８－３ 飲食店

海舟 本店 唐津市 呼子町殿ノ浦５５２－２ 飲食店

まいづる本店 唐津市 大名小路２４－１ ショッピング

Aコープやまもと店 唐津市 山本１３９０ ショッピング

れんが亭 唐津市 新興町１９３ 飲食店

網焼鳥 達丸 唐津市 材木町２０８１－１　さくらビル 飲食店

上場亭本店 唐津市 枝去木２０３２－３ 飲食店

飴源 唐津市 浜玉町五反田１０５８－２ 飲食店

上場亭唐津バイパス店 唐津市 浜玉町横田下９４１－３ 飲食店

佐賀牛 なかむら 唐津市 浜玉町横田下９５４ 飲食店

漁師村 唐津市 浜玉町浜崎１０９１－２ 飲食店

マリンセンターおさかな村 唐津市 浜玉町浜崎１９２２ ショッピング

ステーキハウス 蜂 唐津市 浜玉町浜崎２１７－２ 飲食店

まいづるCARROT浜玉店 唐津市 浜玉町浜崎２１９ ショッピング

Aコープからつ店 唐津市 熊原町３１１０ ショッピング

まいづるスリーナイン 唐津市 町田２１８０－１ ショッピング

割烹日浦屋 唐津市 町田３丁目６－１６　 飲食店

株式会社ユニフォーム ビッグ 唐津市 町田８６８－４ ショッピング

明林堂書店 唐津店 唐津市 神田２１１０－１ ショッピング

ホームセンターユートク 唐津店 唐津市 神田２２１６－１ ショッピング

山茂 唐津市 紺屋町１６７４ 飲食店

まいづるCARROT 西唐津店 唐津市 藤崎通６８８０－６５ 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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隆太窯 唐津市 見借４３３３－１ ショッピング

ホームセンターユートク 鎮西店 唐津市 鎮西町菖蒲３１１４－１ ショッピング

Aコープ虹の松原店 唐津市 鏡字新屋敷４２０３－１ ショッピング

す－べにあしょっぷ笑蔵 嬉野市 嬉野町下宿９１８－１　 ショッピング

手作りハンバーグくれよん 嬉野店 嬉野市 嬉野町下宿丙１８０ 飲食店

茶もん 嬉野市 嬉野町下宿丙２２７８－２ ショッピング

ホームセンターユートク 嬉野店 嬉野市 嬉野町下宿乙１１０１－１ ショッピング

ダイニングすずしろ 嬉野市 嬉野町下宿乙１１１６－１　 飲食店

佐嘉平川屋嬉野店 嬉野市 嬉野町下宿乙１４６３ 飲食店

宗庵よこ長 嬉野市 嬉野町下宿乙２１９０ 飲食店

ピッツェリア モンテ ステッラ 嬉野市 嬉野町下宿乙２２０２－７ 飲食店

ぎゅう丸 嬉野本店 嬉野市 嬉野町不動山丙３８７２ 飲食店

WINE＆SAKE ITO 嬉野市 嬉野町大字下宿甲１８４丁目１ ショッピング

ファミリーショップやまぐち 東松浦郡玄海町 大字今村５４１８－１ ショッピング

P plus hair 杵島郡江北町 山口１３５５－４ サービス

かりん亭 杵島郡白石町 東郷１２５６ 飲食店

有限会社フラワーウッド 杵島郡白石町 深浦２６８９ ショッピング

Aコープしろいし店 杵島郡白石町 福田１４４１－１ ショッピング

ロビンズキッチン 武雄市 北方町大崎１１０３－１ 飲食店

ホームセンター ユートク 北方店 武雄市 北方町志久２０４６－１ ショッピング

清香園 武雄店 武雄市 朝日町甘久１３１１－１ 飲食店

Cafe亜羅琲珈 武雄市 東川登町袴野１００９３　 飲食店

Aコープ川良店 武雄市 武雄町富岡１１５１５－３ ショッピング

ブリスにしやま武雄店 武雄市 武雄町富岡１２５０９－１ ショッピング

居酒屋 甚八 武雄市 武雄町昭和１０－１０ 飲食店

HEADS FACTORY 武雄市 武雄町昭和３７２－２ サービス

しーじゃっく 武雄店 武雄市 武雄町昭和４３－１２ 飲食店

九州パンケーキカフェ武雄市こども図書館店 武雄市 武雄町武雄５３０４－１ 飲食店

庄屋 武雄店 武雄市 武雄町武雄５７５２－１ 飲食店

ホームセンター ユートク 千代田店 神埼市 千代田町境原２５－１ ショッピング

吉野 麦米 神埼郡吉野ヶ里町 大曲１４０７－１ ショッピング

ホームセンターユートク太良店 藤津郡太良町 多良１４０６－３ ショッピング

ホームセンター ユートク 有田店 西松浦郡有田町 南原甲８３ ショッピング

チャイナ・オン・ザ・パーク 西松浦郡有田町 原明乙１１１ 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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スーパーウエスト有田店 西松浦郡有田町 外尾山丙１７５８－４ ショッピング

村岡総本舗 有田店 西松浦郡有田町 大野２５６７ 飲食店

料亭龍泉荘 西松浦郡有田町 広瀬山甲２３７３－４ 飲食店

みやげ屋蔵 西松浦郡有田町 戸矢乙３４０－２８ ショッピング

GALLERY ARITA 西松浦郡有田町 本町乙３０５７ 飲食店

Aコープブリス店 西松浦郡有田町 立部２２６４－１ ショッピング

KIHARA ARITA 本店 西松浦郡有田町 赤坂丙２３５１－１６９ ショッピング

草場卯一商店 西松浦郡有田町 赤坂丙２３５１－１６９ ショッピング

金照堂 西松浦郡有田町 赤坂丙２３５１－１６９ ショッピング

しん窯 西松浦郡有田町 黒牟田丙２７８８ ショッピング

焼肉プサン鳥栖本店 鳥栖市 古賀町１５ 飲食店

ブックオフ 鳥栖店 鳥栖市 古賀町２３ ショッピング

MILITARYSHOP猫奉行鳥栖 鳥栖市 古賀町３０８－５ ショッピング

文具でぶんぐ 鳥栖市 古賀町３２２ ショッピング

ダイニング トリデ 鳥栖店 鳥栖市 大正町７２１－１ 飲食店

酒家 魚肉菜 虹晴れ 鳥栖市 大正町７２２－３ 飲食店

ポアソン洋菓子店 鳥栖市 大正町７８７－１ 飲食店

肉肉うどん　鳥栖店 鳥栖市 宿町７３１－３ 飲食店

村岡総本舗 鳥栖店 鳥栖市 宿町原田１０１２－５ 飲食店

呼子活イカ／博多巻き串 燈 鳥栖市 弥生が丘１－２９　ネオハイムビル　１０１ 飲食店

アンテェナアト　弥生ヶ丘店 鳥栖市 弥生が丘５－２１０－２ 飲食店

麺房 花吹木 鳥栖市 弥生が丘５－２２８　アドバンス－２　１Ｆ 飲食店

回転寿司しげなが弥生が丘店 鳥栖市 弥生が丘５－４ 飲食店

や台ずし 鳥栖町 鳥栖市 本通町１－８１０－１６ 飲食店

焼肉道 鳥栖市 本通町２－８７２－３ 飲食店

鳥ひよ 鳥栖市 本鳥栖町５３７－１９　 飲食店

焼肉不動神 鳥栖市 本鳥栖町６１５－６　アーバンコート 飲食店

花やしき 本館 鳥栖市 柚比町２９６－１ 飲食店

トラックOasis サントス 鳥栖市 水屋町１５７８－１ ショッピング

有限会社 カメヤマ 鳥栖市 永吉町５５９－３ ショッピング

紅屋呉服店 鳥栖市 田代上町２３４ ショッピング

ヒライ鳥栖インター店 鳥栖市 田代外町７６１－１ ショッピング

JA産直 「うちの畑」 鳥栖市 田代大官町８１０－１ ショッピング

焼肉レストラン季楽鳥栖店 鳥栖市 田代大官町８１２－５ 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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ハーレーダビッドソン佐賀 鳥栖市 田代大官町８７６－１ ショッピング

博多鳶タキヤマ 鳥栖店 鳥栖市 真木町１１３６ ショッピング

岩田屋フード（株）鳥栖工房 鳥栖市 真木町１５１３ ショッピング

ビッグウッド鳥栖店 鳥栖市 蔵上２－１６９ ショッピング

BLUE BEAT 鳥栖店 鳥栖市 蔵上４－２８１ ショッピング

焼肉きんぐ 鳥栖店 鳥栖市 轟木町１０６７－１ 飲食店

ハードオフライフガーデン鳥栖店 鳥栖市 轟木町１１７３ ショッピング

観光酒蔵 肥前屋 鹿島市 浜町乙２７６１－２ ショッピング

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

Aコープララベル店 鹿島市 納富分甲２－１ ショッピング

割烹 中央 鹿島市 高津原３９２３ 飲食店

コンビニピオ 鹿島市 高津原４３２６－１ ショッピング

ホームセンターユートク 鹿島店 鹿島市 高津原四本松３６４４ 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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