
店舗名 住所 電話番号 特典内容

㈱アイ・エヌ・ティ
 博多しゃぶしゃぶ 彩（本店）
 http://irodori.cc/

福岡市中央区⻄中洲12-21
KS第2ビル2F

092-725-1729

㈱アイ・エヌ・ティ
 レストラン ブルーラグーン（支店）
 http://blue-lagoon.cc/

福岡市博多区中洲3-1-8
オークビル21  B1F

092-283-3373

かに通 博多店 福岡市中央区⻄中洲1-2 092-711-8618

●食事の際、ソフトドリンク １人１杯サービス
（団体の場合は、その中の１名が会員証を
  提示すれば全員にサービス）
（他券、他のサービスとの併⽤不可）

ホテルニューオータニ博多 直営レストラン
 ⽇本料理 千⽻鶴

ホテルニューオータニ博多 直営レストラン
 レストラン カステリアンルーム

ホテルニューオータニ博多 直営レストラン
 バー カステリアンルーム

ホテルニューオータニ博多 直営レストラン
 中国料理 ⼤観苑

ホテルニューオータニ博多 直営レストラン
 レストラン グリーンハウス

ホテルニューオータニ博多 直営レストラン
 麺処 あじ彩

ホテルニューオータニ博多 直営レストラン
 彩膳 和多伴

㈱てら岡グループ
 ⽇本料理 てら岡 中洲本店

福岡市博多区中洲5-2-6 092-291-6700

●予約者に限り、飲食代⾦総額の5％割引
 （団体の場合は、その中の1名が
  会員であれば割引可）
 （現⾦払いのみとし、他のサービスとの併⽤、
  売掛、クレジットカード不可）

⻄鉄グランドホテル 直営レストラン
 オールデイダイニング「グランカフェ」

092-781-0435

⻄鉄グランドホテル 直営レストラン
 グランドキュイジーヌ「ラ・カスカドゥ」

092-781-0435

⻄鉄グランドホテル 直営レストラン
 バー・ラウンジ 「グロット」

092-781-0435

⻄鉄グランドホテル 直営レストラン
 中国料理 「桃林」

092-781-0431

⻄鉄グランドホテル 直営レストラン
 ⽇本料理 「松風」

092-781-0421

飲食店 協賛店

福岡市中央区⼤名2-6-60 ●飲食代より５％割引

●飲食代⾦ 5％割引

●直営レストラン利⽤の際、
  利⽤⾦額の10％割引

福岡市中央区渡辺通1-1-2 092-714-1111



店舗名 住所 電話番号 特典内容

飲食店 協賛店

ソラリア⻄鉄ホテル 直営レストラン
 鉄板焼 「浅⻩」

092-761-6218

ソラリア⻄鉄ホテル 直営レストラン
 レストラン&ラウンジ「トランスブルー」

092-761-6218

㈲松島茶店 太宰府市宰府4-13-1 092-922-4006
●飲食又は商品お買上げの方へ
 梅ヶ枝餅 1個プレゼント

⼩⼭⽥茶店 太宰府市宰府4-8-17 092-922-4175
●飲食又は商品お買上げの方へ
 梅ヶ枝餅 1個プレゼント

居酒屋 わりかん 太宰府市坂本2丁目1-8 092-921-5895

●予約者に限り、アイスクリーム・
 ソフトドリンクのどちらかをサービス
（団体の場合は、その中の１名が会員証を
 呈示すれば全員にサービス）

⼭あいの安らぎ囲炉裏の⾥ 炭⽕焼 ⼭灯家 筑紫野市⼤字古賀931 092-928-3018 ●４名様までソフトドリンク １杯無料

焼肉定食・ホルモン定食
ぽんぽこ

⼤野城市⼤池1丁目5-23 092-503-6768
●食事代 ５０円割引
 （会員証提示の本人様に限る）

レストラン ぶぜん 北九州市門司区⼤⾥本町1-10-7 093-381-2688
●1,260円以上のお食事につき
  コーヒーのサービス

海峡ふくステージ
北九州市門司区⻄海岸1-3-3
海峡ドラマシップ5F

093-321-8829 ●飲食代⾦の10％割引

レストラン ラ・メール雅 北九州市門司区⼤⾥本町2-11-33 093-381-2989 ●レストランメニュー 5％割引

JA会館 富⼠⾒ホール 北九州市⼩倉南区富⼠⾒2-8-1 093-922-3131 ●飲食代⾦の５％割引

⻑野緑地庵 北九州市⼩倉南区⼤字⻑野806 093-473-1359
●1,000円以上の飲食代⾦・
 お買上げ⾦額の５％割引

⼩路カフェ 北九州市若松区⽩⼭1-2-13 080-8954-1561
●ランチをお召し上がりの方には、
ホットコーヒー⼀杯無料

中華菜館 ⾦福 若松本店 北九州市若松区⼤⿃居462-1 093-741-3638

中華菜館 ⾦福 イオン⼾畑店
北九州市⼾畑区汐井⻑2-2
イオン⼾畑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１F
飲食店街内

093-881-4266

中華菜館 ⾦福
⾦のかき⼩屋（冬季限定）

北九州市若松区⼩藪ひびきの1丁目16-5 093-701-9976

ぢどり屋 運 苅⽥店 京都郡苅⽥町与原3-6-1 0930-22-9988 ●食後のデザート サービス

とり久 飯塚市⼩正554-1 0948-25-5003
●唐揚げお持ち帰りのみ
 当店スタンプカード  ポイント5倍

活魚 末廣 宮若市宮⽥3680-1 0949-33-1345
●飲食代5,000円以上につき 10％割引
（但し、家族及び現⾦支払いに限る）

福岡市中央区天神2-2-43
 ⻄鉄福岡(天神)駅隣

●飲食代より５％割引

●お食事をされた方に、
 ソフトドリンク⼀杯又はデザート⼀品
 サービス（会員本人に限る）
●団体様予約受付
 10名以上28名様までの団体に限り、
 無料送迎あり



店舗名 住所 電話番号 特典内容

飲食店 協賛店

ゆう膳 咲くら ⼩郡市⼩板井111-1 0942-72-0101
●飲食代⾦の  5％割引
  （但し、土・⽇・祭⽇を除く）

中国菜館 龍宮 ⼩郡市三沢3944-1 0942-41-7422

●食事の際、ソフトドリンク又は
ノンアルコールビール 一人⼀杯サービス
・ランチタイム（11:00〜15:00）を除く
・会員及びその家族での来店の際適⽤
 （団体、グループ等での来店の場合は除く）

一品香 ⼩郡店 ⼩郡市⼩郡1507-9 0942-72-6985
●ドリンクバー    半額
（家族で来店の際適⽤）

鉄板居酒屋 “ 一
いち

 ” ⼩郡市祇園1-10-10 0942-72-2775
●食事の際、ハンドルキーパーの方
 ソフトドリンク又はノンアルコールビール
 1人1杯サービス （ランチ営業を除く）

ぎおん酒場 一樹一河 ⼩郡市祇園1-7-5 寺崎ビル1F 0942-72-0997
●ハンドルキーパーの方に
 お好きなソフトドリンク
 １杯プレゼント

和食処 ながしま うきは市吉井町1242-5 0943-75-2228
●運転者（ハンドルキーパー）の方は、
 御食事の際、ソフトドリンク1人1杯サービス

お食事処 なかよしこよし
（道の駅うきは内）

うきは市浮⽻町⼭北729-2 0943-77-2155 ●コーヒー1杯   50円割引

イタリア料理 ＡＯ うきは市吉井町1003-20 0943-75-2524
●18時以降にお食事 1,000円以上ご利⽤の方
   100円割引

たこやき お好み焼き ひらり うきは市浮⽻町東隈上12-1 0943-77-4560 ●全商品 20円割引

お料理 「浄安」 久留⽶市⽥主丸町益⽣⽥694-1 0943-72-0500
●飲食代⾦  5％割引
（土、⽇、祭⽇を除く）
（他の割引券との併⽤は不可）

泡盛屋 ぬちぐすい ⼋⼥市本町47-1 0943-22-2204
●飲食代⾦   5％割引
 但し会員及びその家族で来店の際適⽤
（団体・グループ等での来店の場合は除く）

花むらさき ⼋⼥市⼤字本町148-6 0943-23-7344
●食事の際、ウーロン茶または
 コーヒーのサービス

ひょっとこ ⼋⼥本店 ⼋⼥市本町1-243 0943-23-5809
●食事の際、ソフトドリンク 1杯サービス
 但し会員及びその家族で来店の際適⽤
（団体・グループ等での来店の場合は除く）

㈲やま奇人 やま奇人 ⼋⼥市蒲原1310-3 0943-23-7711

㈲やま奇人 やま酒人 ⼋⼥市稲富175-1 0943-23-7733

㈲やま奇人 やま味人 ⼋⼥市稲富175-1 0943-23-7717

㈲やま奇人
 とんやどんや ⼋⼥ひるよけ店

⼋⼥市本町95 0943-23-7755

㈲やま奇人
 牛炭

⼋⼥市本町1-16-1 0943-23-7766

●飲食代⾦   3％割引



店舗名 住所 電話番号 特典内容

飲食店 協賛店

ながはま焼肉 筑後市⼤字⻑浜2249-2 0942-53-3419
●飲食代⾦   5％割引
 但し会員及びその家族で来店の際適⽤
 （団体・グループ等での来店の場合は除く）

㈲⽇若屋 筑後市⼤字⼭の井175・176番地合併 0942-53-3005
●飲食代⾦から 5％割引
 会員及びその家族で来店の際適⽤
 （団体・グループ等での来店の場合は除く）

こがね荘 筑後市⼤字熊野1727-1 0942-53-2952 ●飲食代⾦   5％割引

㈱牛島製茶 筑後けやき通り店 筑後市⼤字徳久180-6 0942-52-5288 ●喫茶   5％割引

イタリアンダイニングamp 筑後市野町344-2 0942-54-2424
●飲食代⾦ 8％割引
 会員及びその家族で来店の際適⽤
（団体・グループ等での来店の場合は除く）

旧三井港倶楽部 ⼤牟⽥市⻄港町2-6 0944-51-3710 ●飲食代⾦  5％割引


