提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

施設名
春日観光株式会社
北九州市交通局
㈱九州観光
（株）JTB九州 天神支店
JR九州 旅行事業本部
トップツアー株式会社 福岡支店
東武トラベル株式会社 福岡支店
西鉄旅行（株）法人統括営業本部
（株）日本旅行九州営業本部

旅行社
（株）阪急交通社 福岡団体支店

美術館

テーマパーク

2013年4月1日 現在

名鉄観光サービス株式会社
福岡支店
有限会社 教互センター
(株)タビックスジャパン長崎支店
グッドアライアンス
㈱スターフライヤーツアーデスク
株式会社近畿日本ツーリスト九州
株式会社トラベルエコー
長島美術館
石橋財団 石橋美術館
出光美術館(門司)
スペースワールド
小倉城
五島コンカナ王国
グリーンランド遊園地
九州自然動物公園
アフリカンサファリ
ハ－モニーランド
肥前夢街道
マリンパル呼子
ハウステンボス
阿蘇お猿の里 猿まわし劇場
長崎鼻パーキングガーデン
ETOランド速日の峰
川内戦国村
長島観光グラスボート
民宿えびす屋グループ
（長島海中公園）
椋鳩十文学記念館
屋久島フルーツガーデン
「黒潮の森」マングロ－ブパーク
国際クラフトの城
沖えらぶダイブセンター
セントレジャー城島高原パーク
ピクニカ共和国
有田ポーセリンパーク・のんのこの郷
雲仙パットゴルフ
雲仙岳災害記念館
かしいかえん シルバニアガーデン
だざいふ遊園地
市立しものせき水族館 海響館

住所
福岡県福岡市博多区元町1-3-6
福岡県北九州市小倉北区大手町1-1
福岡県北九州市八幡東区中央2-24-2
福岡県福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル１階
福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21
福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル4階
福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33
はかた近代ビル３Ｆ
福岡県福岡市中央区薬院3-16-26
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36 博多ビル３F
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート
天神ビル4階
福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5
紙与博多ビル
宮崎県宮崎市老松１丁目２番２号
長崎県長崎県長崎市元船町２－７ 尾上元船町ビル２F
福岡県北九州市小倉北区米町２丁目2-1
新小倉ﾋﾞﾙ6F
福岡県福岡市博多区網場町2-21 福岡ＭＤビル8Ｆ
福岡県北九州市小倉北区三萩野１丁目８－１１
鹿児島県鹿児島市武 3-42-18
福岡県久留米市野中町１０１５
福岡県北九州市門司区東港町2-3
福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1
福岡県北九州市小倉北区城内2-1
長崎県五島市上大津町2413
熊本県荒尾市緑ヶ丘
大分県宇佐郡安心院町
大字南畑2-1755-1
大分県速見郡日出町藤原5933番地
佐賀県嬉野市嬉野町下野甲716-1
佐賀県唐津市呼子町
長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
熊本県阿蘇郡南阿蘇村下野793
鹿児島県指宿市山川町長崎鼻
宮崎県東臼杵郡北方町巳1183番地
鹿児島県薩摩川内市湯島町字竹島3535-7

電話番号
(092)581-1986
(093)582-3700
(093)671-2561
(092)752-0700
(092)474-1287
(092)739-0010
(092)473-5256
(092)524-3561
(092)451-3666
(092)761-8833
(092)451-6531
0985-25-7744
095-823-8080
(093)513-2220
(092)281-4891
093-931-3755
(099)250-5400
(0942)39-1131
(093)332-0251
(093)672-3600
(093)561-1210
(0959)72-1348
(0968)66-1122
（0978）48-2331
（0977）73-1111
(0954)43-1990
(0955)82-3001
(0956)27-0001
(0967)35-1341
(0993)35-0111
0982-47-2700
(0996)26-3113

鹿児島県出水郡長島町
蔵之元フェリー発着所横

(0996)88-5252

鹿児島県姶良郡加治木町反土2624-1
鹿児島県熊毛郡屋久町中間629-16
鹿児島県大島郡住用村石原478
宮崎県東諸県郡｣綾町大字北俣1012番地
鹿児島県鹿児島県大島郡知名町下城1230
大分県別府市大字東山123番地-1
福岡県飯塚市大字八木山字長倉２２８８
佐賀県西松浦郡有田町戸矢乙340番地28
長崎県南島原市布津町丙４６４０
長崎県島原市平成町１－１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘7-2-1
福岡県太宰府市宰府 4-7-8
山口県下関市あるかぽーと6-1

(0995)62-4800
(0997)48-2468
(0997)56-3355
0985-77-1223
0997-93-4393
(0977)22-1165
(0948)26-4822
(0955)41-0030
(0957)72-6333
0957-65-5555
(092)681-1602
(092)922-3551
(083)228-1100
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提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

施設名
小倉城庭園
関門海峡ミュージアム
（海峡ドラマシップ）
九州鉄道記念館
赤煉瓦ガラス館

テーマパーク

温泉センター

映画館

2013年4月1日 現在

住所

電話番号

福岡県北九州市小倉北区城内1-2

(093)582-2747

福岡県北九州市門司区西海岸1-3-3

(093)331-6700

福岡県北九州市門司区清滝2-3-29
福岡県北九州市門司区港町5-1
福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1
ゼンリン地図の資料館
ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州14F
海峡ゆめタワー
山口県下関市豊前田町3-3-1 海峡メッセ下関
北九州市門司麦酒煉瓦館
福岡県北九州市門司区大里本町３丁目６番１号
秋吉台サファリランド
山口県美祢市美東町赤1212
小倉コロナワールド
福岡県北九州市小倉北区西港町27-5
海の中道 海辺の里
福岡県福岡市東区大岳4-3-123
㈱工房夢細工 秋月工房
福岡県朝倉市秋月野鳥708-6
㈱藤井養蜂場
福岡県朝倉市菱野1105
㈱大成物産（朝倉菓子処 あさくら堂） 福岡県朝倉市山田2186-1
香山昇龍大観音 花ごよみ
福岡県朝倉市杷木志波871-4
㈱巨峰ワイン
福岡県久留米市田主丸町益生田246-1
ちくご手づくり村
福岡県うきは市吉井町191-3
フルーツ観光農園 明果園
福岡県うきは市浮羽町三春777-2
夜明の里カメミツ㈱
大分県日田市大字友田3320-8
地底博物館 鯛生金山
大分県日田市中津江村合瀬3750
カウベルランドくす
大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑9619-1
北九州市立白野江植物公園
福岡県北九州市門司区白野江２丁目
嬉野温泉センター
佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲128
平戸・千里ヶ浜温泉ホテル蘭風
長崎県平戸市川内町55
雲仙スパハウス
長崎県雲仙市小浜町雲仙320
えい中央温泉
鹿児島県揖宿郡頴娃町牧之内2890
スパランド裸・楽・良
鹿児島県鹿児島市東俣町1450
あすぱる大崎
鹿児島県曽於郡大崎町神領2419
ホテル マル善
鹿児島県薩摩川内市湯田町6491番地
湯の禅
福岡県宮若市脇田507（楠水閣 内）
豊前温泉 天狗の湯
福岡県豊前市大字八屋１７２５－１
六峰館
福岡県朝倉市杷木久喜宮１８４０
万葉の湯 博多館
福岡県福岡市博多区豊2-3-66
くつろぎの森グリ－ンピア八女
福岡県八女市黒木町木屋１０９０５
ホテルパーレンス小野屋
福岡県朝倉市杷木久喜宮１８４１－１
天然温泉 天神ゆの華
福岡県福岡市中央区長浜１－４－５５
神水 まむし温泉
福岡県糸島市二丈吉井２３８０－１
ふるさと交流館 日王の湯
福岡県田川郡福知町神崎１０５６－３０
赤村ふるさとセンター源じいの森温泉 福岡県田川郡赤村大字赤５２５１－３
鏡山温泉茶屋 美人の湯
佐賀県唐津市鏡４７３３番地
株式会社 ホテルローレライ
長崎県佐世保市南風崎町４４９
天然温泉ばってんの湯
マリン温泉パーク
山口県下関市長府外浦2-1
はぎ温泉ふくのゆ
山口県萩市越ヶ浜707-10
源泉野天風呂 那珂川 清滝
福岡県筑紫郡那珂川町大字南面里326
天然温泉ｺﾛﾅの湯（小倉ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ） 福岡県北九州市小倉北区西港町27-5
本城天然温泉おとぎの杜
福岡県北九州市八幡西区御開１丁目19-1
もじ楽の湯
福岡県北九州市門司区大里本町3-13-26
福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1-3010
シネプレックス小倉
（ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ内）
小倉昭和館
福岡県北九州市小倉北区魚町４丁目2-9
コロナシネマワールド（小倉ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ） 福岡県北九州市小倉北区西港町27-5
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(093)322-1006
(093)322-3311
093-592-9082
(083)231-5600
(093)382-1717
(08396)2-1000
(093)581-5678
092-603-1508
(0946)25-0273
(0946)52-2151
(0946)52-0066
(0946)63-3031
(0943)72-2877
(0943)75-2153
(0943)77-3815
(0973)27-2021
(0973)56-5316
(0973)73-8037
(093)341-8111
(0954)43-1130
(0950)23-2111
(0957)73-3133
(0993)36-3715
(099)245-7070
(0994)71-6666
(0996)28-0062
(0949)54-0123
(0979)82-1094
(0946)62-1047
(092)452-4126
(0943)42-2400
(0946)62-1120
(092)733-1126
(092)329-3003
(0947)48-3333
(0947)62-2851
(0955)70-6333
0956-59-3939
(0832)45-1589
(0838)25-0001
(092)952-8848
(093)581-5678
(093)692-4126
(093)382-1010
(093)512-4500
(093)551-4938
(093)581-5678

提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名
映画館

ボウリング場

乗馬クラブ

プール

スポーツクラブ

ゴルフ練習場

ゴルフ場

2013年4月1日 現在

施設名
ワーナー・マイカル・シネマズ戸畑
西新パレスボウル
七隈ファミリープラザ
スポガ香椎
小嶺シティボウル
パピオボウル
ザ・モール・北九州ボウル
ｺﾛﾅｷｬｯﾄﾎﾞｳﾙ（小倉ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ）
ジョイプラザ
乗馬クラブクレイン福岡
アドベンチャープール
芦屋海浜公園レジャープール
アクアシアン
海の中道サンシャインプール
セイカスポーツセンター
メルヘンスポーツクラブ
ダイビングチーム
アルファ・アイランド徳之島
ダイビングリゾート マリーシェル
SCUBA PRO SHOP BLUEWHALE
十條スポーツセンター
スピナ平野ゴルフガーデン
有田ゴルフガーデン
西新ゴルフセンター
七隈ゴルフセンター
エスタ香椎 ゴルフガーデン
野方ゴルフガーデン
青島ゴルフ倶楽部
UMKカントリークラブ
宮崎国際ゴルフ倶楽部
宮崎ゴルフ倶楽部
ジェイズカントリークラブ日南コース
都城母智丘カントリークラブ
リージェント宮崎カントリークラブ
北方ゴルフ倶楽部
延岡ゴルフクラブ
フェニックス高原カントリークラブ
宮崎カントリークラブ
ジェイズカントリークラブ小林コース
日南串間ゴルフコース
ジェイズカントリークラブ日向コース
福岡国際カントリークラブ
大博多カントリー倶楽部
若木ゴルフ倶楽部
多久ゴルフクラブ
日の隈カンツリークラブ
北山カントリー倶楽部
大和不動カントリー倶楽部
佐賀ロイヤルゴルフクラブ
むつごろうカントリークラブ
長崎カンツリー倶楽部
喜々津カントリー倶楽部

住所

電話番号

福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 戸畑ｻﾃｨ4Ｆ
福岡県福岡市早良区西新2-10-1
福岡県福岡市城南区七隈8-4-8
福岡県福岡市東区千早3-6-37
福岡県北九州市八幡西区小嶺1-7-7
福岡県福岡市博多区千代1-15-30
福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1
福岡県北九州市小倉北区西港町27-5
福岡県北九州市門司区大里本町3-10-75
福岡県福岡市東区西戸崎1-1-7
福岡県北九州市小倉南区志井公園2-1

(093)871-1123
(092)841-2251
(092)861-5555
(092)661-6112
(093)611-1180
(092)633-2500
(093)475-1881
(093)581-5678
(093)382-0001
(092)603-6255
(093)963-5900

福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋1455-284

(093)223-3481

福岡県福岡市東区西戸崎海の中道海浜公園内
鹿児島県鹿児島市宇宿2-18-27
鹿児島県鹿児島市武2-4-1

(092)603-6835
(099)255-4650
(099)286-0810

鹿児島県大島郡徳之島町山 2197-1

0997-84-9991

鹿児島県大島郡徳之島山１３５４－１７７
鹿児島県鹿児島県南さつま市坊津町坊6897
福岡県北九州市小倉北区中島1-19-13
福岡県北九州市八幡東区平野3-2-1
福岡県福岡市早良区有田5-19-35
福岡県福岡市早良区城西2-2-29
福岡県福岡市城南区七隈8-4-8
福岡県福岡市東区千早3-6-37
福岡県福岡市西区野方2-49-8
宮崎県宮崎市大字折生迫字大谷4180番地
宮崎県宮崎市大字新名爪字坂ノ下2055番地
宮崎県宮崎市佐土原町下田島
宮崎県東諸県郡」国富町大字三名六野３１６３
宮崎県南那珂郡北郷町大字郷之原甲２８２１－１
宮崎県都城市関之尾町６３２８
宮崎県都城市山田町中霧島４４２３番地４
宮崎県延岡市北方町寅１５６６番地
宮崎県延岡市浦城町１１６１
宮崎県宮崎市高岡町二反野原
宮崎県宮崎市大字田吉字松崎4855番地90
宮崎県小林市南西方１１３１
宮崎県串間市本城
宮崎県東臼杵郡門川町庵川
福岡県宗像市大字朝町1470-1
福岡県筑紫郡那珂川町大字埋金字四郎五郎
佐賀県武雄市若木町本部1939-1
佐賀県多久市北多久町小待1803
佐賀県神埼市神埼町尾崎3617-1
佐賀県佐賀市三瀬村杠609
佐賀県佐賀市大和町川上5576
佐賀県唐津市相知町相知2548-1
佐賀県杵島郡白石町新明2811
長崎県長崎市福田本町441
長崎県諫早市多良見町市布1656-1

(0997)-84-9823
0993-67-0202
(093)521-7080
(093)671-3011
(092)801-2828
(092)843-2419
(092)864-1161
(092)681-4755
(092)811-4677
0985-65-1001
0985-39-7777
0985-73-1606
0985-75-3131
0987-55-3333
0986-24-3420
0986-33-1500
0982-38-0014
0982-43-0101
0985-82-1212
0985-56-4114
0984-23-3111
0987-71-3111
0982-63-2111
(0940)32-3544
(092)952-3811
(0954)26-3030
(0952)75-5151
(0952)52-3030
(0952)56-2321
(0952)62-0200
(0955)62-2070
(0954)65-5151
(095)865-1155
(0957)43-0223
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提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

施設名

テニスクラブ

長崎パークカントリークラブ
島原カントリー倶楽部
霧島ゴルフクラブ
鹿児島ゴルフリゾート
知覧カントリークラブ
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部
出水ゴルフクラブ
鹿児島国際ゴルフ倶楽部
島津ゴルフ倶楽部
鹿児島高牧カントリークラブ
錦江ゴルフクラブ・錦江高原ホテル
ジェイズカントリークラブ鹿屋コース
祁答院ゴルフ倶楽部・ホテル祁答院
鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部
グリーンヒルカントリークラブ
ホテルグリーンヒル
蒲生カントリークラブ
かごしま空港３６カントリークラブ
湯の浦カントリー倶楽部
溝辺カントリークラブ
南国カンツリークラブ
インターナショナルゴルフリゾート
京セラ
コスモリゾート種子島ゴルフクラブ
フジカントリークラブ
唐津ゴルフ倶楽部
九州ゴルフ倶楽部八幡コース
壱岐カントリークラブ
ハウステンボスカントリークラブ
瀬板の森 北九州ゴルフコース
浮羽カントリークラブ
株式会社ｾﾝﾄﾚｼﾞｬｰ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
セントレジャーゴルフクラブ鞍手
サンテニス有田

ケーブルＴＶ

Ｊ：ＣＯＭ カスタマーセンター

宿泊・婚礼

エルセルモかごしま
リーガロイヤルホテル小倉
門司港ホテル
ホテルクラウンパレス小倉
（旧名称：東京第一ﾎﾃﾙ小倉）
ステーションホテル小倉
サンスカイホテル小倉
ホテルオークラ福岡
ソラリア西鉄ホテル
アークホテル博多本館
アークホテル博多ロイヤル
ホテルニューオータニ博多
ホテル日航福岡
グランド・ハイアット・福岡
ヒルトン福岡シーホーク
福岡リーセントホテル
ホテルセントラーザ博多

ゴルフ場

2013年4月1日 現在

住所

電話番号

長崎県西海市西彼町上岳郷1255-1
長崎県南島原市深江町戊3987
鹿児島県姶良郡牧園町高千穂3311
鹿児島県鹿児島市下福元町12300
鹿児島県南九州市知覧町郡8630
鹿児島県日置郡松元町直木6000
鹿児島県出水市平和町279
鹿児島県姶良郡加治木町小山田5732
鹿児島県鹿児島市宮之浦町4092-2
鹿児島県姶良郡蒲生町久末2489-1
鹿児島県鹿児島市下福元町3273
鹿児島県鹿屋市上高隈町1337
鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手3600
鹿児島県日置郡東市来町伊作田6000

(0959)27-1911
(0957)72-2015
(0995)-78-2324
(099)-263-2511
(0993)-83-4711
(099)-278-5200
(0996)-62-0913
(0995)-63-1101
(099)-294-8111
(0995)-52-1603
(099)-262-2111
(0994)-45-3111
(0996)-55-1160
(099)-274-5000

鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野250

(0996)-38-2000

鹿児島県姶良郡蒲生町米丸2448
鹿児島県霧島市横川町下ノ高松1023
鹿児島県日置市吹上町湯之浦393
鹿児島県霧島市溝辺町有川963-11
鹿児島県鹿児島市吉野町6769

(0995)-52-0381
(0995)-72-1081
(099)-296-3011
(0995)-59-3711
(099)-243-1121

鹿児島県薩摩郡薩摩町求名6122

(0996)-57-1511

鹿児島県熊毛郡中種子町増田2810
佐賀県佐賀市富士町上熊川６９１
佐賀県唐津市菅牟田６４番地１
福岡県北九州市八幡東区大字小熊野1467
長崎県壱岐市勝本町新城西触１６４５
長崎県西海市西彼町八木原郷２８７９－２
福岡県北九州市八幡西区樋口町８－１
福岡県うきは市浮羽町新川4094

(0997)-27-7888
(0952)64-2288
(0955)73-2933
(093)652-2221
(0920)42-1028
(0959)28-1800
(093)622-6001
(0943)77-8585

福岡県鞍手郡鞍手町八尋１３３１

0949-42-8200

福岡県福岡市早良区有田5-22-3
福岡県福岡市中央区那の津3-13-10
J：COMメディアプラザ
鹿児島県鹿児島市照国町１１番２７号
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2
福岡県北九州市門司区港町9-11

(092)862-1008

099-222-1111
(093)531-1121
(093)321-1111

福岡県北九州市小倉北区馬借1-2-1

(093)511-4111

福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1
福岡県北九州市小倉北区神幸町2-1
福岡県福岡市博多区下川端町3-2
福岡県福岡市中央区天神2-2-43
福岡県福岡市中央区天神3-7-22
福岡県福岡市中央区天神3-13-20
福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-2
福岡県福岡市博多区博多駅前2-18-25
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82
福岡県福岡市中央区地行浜2-2-3
福岡県福岡市東区箱崎2-52-1
福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23

(093)521-5031
(093)521-0123
(092)262-1111
(092)752-5555
(092)781-2552
(092)724-2222
(092)714-1111
(092)482-1111
(092)282-1234
(092)844-8111
(092)641-7741
(092)461-0111

-4-

(0120)999-000

提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

2013年4月1日 現在

施設名

福岡サンパレス ホテル＆ホール
Ｉ Ｐ ホテル福岡
下関グランドホテル
宿泊・婚礼
千草ホテル
伯翠庵
北九州ホテルプラザ
ホテルクラウンパレス北九州
セレモニー宮崎
三洲堂テーラー
総合結婚式場
アートクレフクラブ マリアーノ・ダリ
（株）メモリード
㈱京屋 本社ビル店
のがみプレジデントホテル
結婚式場・貸衣装
有限会社 鶴亀
マリコレ 海のみえる迎賓館
ゆかいな果樹園
ＡＲＫ
マリーゴールド門司港迎賓館
北九州八幡ロイヤルホテル
株式会社サンレー
ばしゃ山村
ホテル夢しずく
株式会社東急ホテルズ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＆ｾｰﾙｽ部法人営業課
株式会社SHRホテルズ
公立学校共済組合
佐賀宿泊所「グランデはがくれ」
篠栗観光ホテル米山（ベイザン）
由布院倶楽部
季の郷 山の湯
船小屋温泉ホテル樋口軒
船小屋温泉ホテル樋口軒
ダイワロイヤルホテルズ
ロイトン札幌
鬼怒川温泉山楽
ホテルニュータナカ
ホテル
下関マリンホテル
萩たなかホテル
プラザホテル 天神
プラザホテル プルミエ
ガーデンテラス長崎 ホテル＆リゾート
長崎ロイヤルチェスターホテル
原鶴グランドスカイホテル
ひなの里 山陽館
亀山亭ホテル
日田の宿 よろづや
小京都の湯 みくまホテル
リバーサイドホテル山水館
夢の国・星の国
みるきーすぱサンビレッヂ
旅館 渓仙閣
旅館 むつみ関門荘

住所

電話番号

福岡県福岡市博多区築港本町2-1
福岡県福岡市博多区中洲5-2-18
山口県下関市南部町31-2
福岡県北九州市八幡東区西本町1-1-1
福岡県北九州市門司区長谷2丁目13-33
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-9-8
福岡県北九州市八幡西区東曲里町3-1
宮崎県宮崎市錦町６－１１
鹿児島県鹿児島県鹿児島市東千石町12-18

(092)272-1123
(092)262-2009
(083)231-5000
(093)671-1131
(093)321-0229
(093)531-3111
(093)631-1111
0985-26-4949
099-224-6255

福岡県北九州市八幡西区瀬板2-4-7

(093)691-0101

福岡県福岡市中央区警固3-1-7
福岡県福岡市早良区西新４-6-23 京屋本社ビル
福岡県飯塚市新立岩１２－３７
福岡県北九州市八幡東区荒生田3-1-6
福岡県北九州市八幡東区東田5-2 ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ
福岡県遠賀郡岡垣町手野１８３
福岡県北九州市門司区大里本町３丁目１１－１
福岡県北九州市門司区港町2-21
福岡県北九州市八幡東区枝光１－１－１
福岡県北九州市小倉北区上富野3丁目2-8
鹿児島県奄美市笠利町用安1246-1
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰 ５-５６

(092)737-7000
(092)831-2304
(0948)22-3840
(093)651-5913
(093)681-3333
(0120)4898-06
093-342-8333
(093)322-5588
(093)662-1055
(093)551-3030
(0997)63-1178
0800-111-1233

東京都渋谷区道玄坂1-21-2 新南平台東急ﾋﾞﾙ7階

(03)3477-6547

鹿児島県鹿児島市呉服町1-3

099-227-5611

佐賀県佐賀市天神２丁目１－３０

(0952)25-2212

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗2963-38
大分県由布市湯布院町川上2952-1
大分県玖珠郡九重町町田2098-1
福岡県筑後市船小屋温泉805
福岡県筑後市尾島805
福岡県福岡市博多区上牟田２－１１－２４
北海道札幌市中央区北1条西11丁目
栃木県日光市鬼怒川温泉大原1060
山口県山口市湯田温泉2-6-24
山口県下関市長府外浦2-1
山口県萩市越ヶ浜707-10
福岡県福岡市中央区大名1-9-63
福岡県福岡市中央区大名1-14-13
長崎県長崎市秋月町2-3
長崎県長崎市赤迫3-6-10
福岡県朝倉市杷木久喜宮1820-1
大分県日田市隈１丁目3-8
大分県日田市隈１丁目3-10
大分県日田市隈１丁目3-12
大分県日田市隈１丁目3-19
大分県日田市川原町3-23

(092)948-1200
(0977)28-2600
(0973)78-8111
(0942)52-2101
(0942)52-2101
(092)473-0198
(011)271-2711
(0288)76-2211
(083)923-1313
(083)246-3111
(0838)25-0001
(092)752-7600
(092)734-7600
(095)864-7777
(095)856-1101
(0946)62-1951
(0973)22-2134
(0973)23-2191
(0973)22-3138
(0973)23-3000
(0973)22-3123

大分県日田市天瀬町赤岩108-1

(0973)57-3461

大分県日田市天瀬町赤岩913-1
福岡県北九州市門司区清滝4-1-13

(0973)57-2355
(093)321-1496

-5-

提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

ホテル

葬儀社

施設名
旅館 志福
つかさ旅館
ホテルルートイン門司港
ホテルポート門司
門司海員会館(公共の宿)
かんぽの宿 九州地域営業
セレモニー宮崎
株式会社セルモ（玉泉院）
株式会社サンレー
北九州葬祭業協同組合
株式会社せいぜん 誠善社
株式会社サニーライフ 明善社
（株） 積善社
（株）天国社 福岡会館
（株）あおやぎ 橘会館
（株）博多花壇
（株）美花園
ﾌｭｰﾈﾗﾙﾊｳｽ 彩苑 若宮斎場
木下（株） 福岡草苑
（株）メモリード
㈱報恩
㈱いすや
㈲若宮積善社
㈲飯塚葬祭
㈱青山
㈱博愛社
㈱公益社
㈲筑紫葬祭
㈲コスモシステム福岡
㈱香栄社
㈱不動葬祭
有限会社 照善社
有限会社 水城葬祭
㈱のがみ 善光会館
天光社
エフ・エス・エヌ九州株式会社
（株）お仏壇のコガ 本店
株式会社北九積善社
㈱井筒屋外商ｻｰﾋﾞｽﾒﾓﾘｱﾙ

返礼ギフト

(有)サンローズ
[佐賀玉屋ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞサンローズ]
株式会社ヨシカネ
ニッポンレンタカー九州
（株）法人営業部
（株）イデックスオート・ジャパン

レンタカー

2013年4月1日 現在

オリックス自動車（株）
（株）トヨタレンタリース福岡
(株)トヨタレンタリース博多
(株)トヨタレンタリース大分
(株)トヨタレンタリース佐賀
(株)トヨタレンタリース鹿児島

住所

電話番号

福岡県北九州市門司区港町1-23
福岡県北九州市門司区栄町8-14
福岡県北九州市門司区西海岸2-11-2
福岡県北九州市門司区栄町11-29
福岡県北九州市門司区旧門司2-4-3
熊本県阿蘇市一の宮町宮地5936
宮崎県宮崎市錦町６－１１
鹿児島県鹿児島市照国町１１番２７号
福岡県北九州市小倉北区上富野3-2-8
福岡県北九州市若松区浜町2-3-28
福岡県北九州市小倉北区篠崎1-6-2
福岡県北九州市小倉北区大手町5-5
福岡県福岡市中央区警固1-9-3
福岡県福岡市早良区原3-14-5
福岡県福岡市博多区吉塚2-2-14
福岡県福岡市博多区吉塚7-2-3
福岡県福岡市城南区飯倉1-2-16
福岡県福岡市東区若宮4-1-30
福岡県福岡市中央区平和3-1-5
福岡県福岡市中央区警固3-1-7
福岡県糸島市前原西１－８－２０
福岡県朝倉市甘木１９６１－５
福岡県宮若市金丸２５０
福岡県飯塚市穂波町枝国２２８－１
福岡県福岡市南区老司３－５－３１
福岡県筑後市大字高江７１５
福岡県八女市本村７２７－１－２
福岡県筑紫野市二日市中央３－２－２１
福岡県嘉穂郡穂波町大字平恒３４７－２
福岡県福岡市東区下原１－１２－２０
福岡県八女市黒木町土窪２５５－１
大分県中津市大字一ッ松256
福岡県太宰府市坂本２－８－１
福岡県飯塚市新立岩12-37
福岡県福岡市中央区渡辺通2-9-20
福岡県久留米市野中町865
福岡県福岡市南区大楠3-3-1
福岡県北九州市八幡東区前田3-7-22
福岡県北九州市小倉北区大手町2-6
井筒屋大手町別館6F
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ小倉１F
福岡県北九州市小倉北区大門１丁目4-1

(093)321-3204
(093)321-0818
(093)322-1111
(093)331-0112
(093)321-3275
(0967)22-1122
0985-26-4949
099-222-1111
(093)522-0505
(093)472-4708
(093)571-9999
(0120)939-151
(092)761-6666
(092)822-4949
(092)621-8311
(092)621-2311
(092)851-8181
(092)683-3100
(092)526-5656
(092)737-7000
(092)321-0983
(0946)22-2817
(0949)52-0555
(0948)24-4444
(092)566-1212
(0942)53-4444
(0934)23-4444
(092)925-4444
(0948)29-5584
(092)662-4444
(0943)42-1267
(0979)22-0610
(092)922-1701
(0948)22-3844
(0120)735-109
(0120)20-0556
(092)521-4355
(093)671-2436

福岡県福岡市博多区空港前3-1-21-2F

(092)622-0181

福岡県福岡市博多区上呉服町1-8
朝日ｴﾝﾀｰﾌﾞﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ8F
東京都港区芝3-22-8
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１－１
福岡県博多区東光1-4-10
大分県大分市中春日町16-17
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町2312-5
鹿児島県鹿児島市東開町5-5
-6-

(0120)78-1228
093-551-2210
093-591-3544

(092)272-0543
(03)6436-6125
0120-489-446
092-472-8355
097-537-0100
0952-28-0100
099-268-0100

提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

レンタカー
電気製品

施設名
(株)トヨタレンタリース長崎
(株)トヨタレンタリース宮崎
(株)トヨタレンタリース熊本
株式会社ベスト電器 法人営業部
株式会社イーオン・
セントラル・ジャパン九州本部
西日本新聞TNC文化サークル
アイ＆カルチャ天神
よみうりFBS文化センター北九州

カルチャー
朝日カルチャーセンター
朝日JTB・交流塾
JEIS(ジェイス)西日本
ホームメイド協会 福岡校
津屋崎窯
カンティーヌ 野だや
中国料理 大連あかしあ
レストラン 海峡ダイニング
ﾋﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ 門司港地ビール工房
和洋レストラン 三井倶楽部
日本料理 ふぐ懐石 てん花
日本料理 ら、むゑっと
海鮮処 廻転寿司海人
割烹 まんねん亀
ﾚｽﾄﾗﾝ＆カフェ デルフィーノ
ふく問屋 あたか
鞘ヶ谷ガーデン
海と太陽の教会
港屋 千兵衛
ぶどうの樹
野の葡萄
飲食店

2013年4月1日 現在

宿膳 八幡屋 満海の湯
鮨屋台
ブリリアンサ門司港
季節料理はなのつゆ本店
ﾜｰﾙﾄﾞｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｱﾑ ｱﾚｯﾀ
ｻﾝﾘﾌﾞｼﾃｨ小倉店
ＡＲＫ
アジアン料理プリンセスピピ
伽哩本舗 門司港レトロ店
喫茶リバー
なかうめ かまぼこ
鶴亀 門司港レトロ店
（本店閉店のためﾚﾄﾛ店が本店）

住所

電話番号

長崎県長崎市松山町4-50
宮崎県宮崎市老松1-1-4
熊本県熊本市御領2-27-1
福岡県福岡市博多区千代6-2-33
福岡県福岡市中央区天神1-13-2
興銀ビル９F
福岡県福岡市中央区天神1-4-1
西日本新聞会館16階
福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15
KMMビル別館2階
福岡県北九州市小倉北区馬借1-3-9
クエスト第２ビル２階
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36
福岡県福岡市中央区天神1-12-3
天神木村家ビル8階
福岡県福津市勝浦582-2
福岡県北九州市門司区浜町1-12
福岡県北九州市門司区東港町1-12
福岡県北九州市門司区東港町6-72 港ﾊｳｽ２F
福岡県北九州市門司区東港町6-9
福岡県北九州市門司区港町7-1
福岡県北九州市門司区栄町10-8
福岡県北九州市門司区旧門司2-5-1
福岡県北九州市門司区港町3-3
福岡県北九州市門司区栄町５－３
山口県下関市あるかぽーと6-1
下関市立しものせき水族館「海響館」1Ｆ
福岡県北九州市門司区栄町6-15
福岡県北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町11-52
福岡県北九州市門司区新門司北2-1
福岡県北九州市門司区港町６－１０
福岡県遠賀郡岡垣町手野183
福岡県北九州市八幡西区黒埼1-1-1
黒崎井筒屋7F
福岡県遠賀郡岡垣町波津海岸
福岡県遠賀郡岡垣町波津海岸
福岡県北九州市門司区西海岸1-3-1
福岡県北九州市門司区栄町5-3

095-847-0100
0985-26-0100
096-388-7171
(092)717-1657

福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1

（093）951-5115

福岡県北九州市門司区大里本町３丁目１１－１
福岡県北九州市門司区港町１－２５
福岡県北九州市門司区港町９－２
阿波屋ビル２Ｆ
福岡県北九州市門司区港町1-23
福岡県北九州市門司区柄杓田７７９番地

093-342-8333
(093)321-0303

福岡県北九州市門司区栄町6-8

(093)331-5717

福岡県北九州市門司区港町5-1
海峡ﾌﾟﾗｻﾞ西館1Ｆ
伊万里牛専門店 炭火焼肉「門司笑」 福岡県北九州市門司区栄町9-10
福岡県北九州市八幡西区黒崎1-1
ｲﾀﾘｱ家庭料理「パードレ・ペペ」
黒崎井筒屋7Ｆ
福岡県北九州市門司区港町4-1
旬の居酒屋 海門
海峡ﾌﾟﾗｻﾞ東館2Ｆ

海峡寿司 鶴亀

-7-

(092)716-9700
(092)721-3200
093-511-6555
(093)521-8381
(092）473-5005
(092)715-5609
(0940)62-0376
(093)321-0337
(093)331-5909
(093)321-6127
(093)321-6885
(093)332-1000
(093)331-8080
(093)331-7338
(093)322-5522
(093)321-0029
(083)229-4303
(093)332-2650
(093)871-3333
(093)483-3333
(093)322-5888
(0120)489-806
(093)643-6178
(093)282-0031
(093)282-1722
(0120)360-260
(093)331-0010

(093)331-8839
(093)321-3204
(093)341-0789

(093)332-2334
(093)331-5171
(093)643-5028
(093)322-1173

提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

2013年4月1日 現在

施設名

住所
福岡県北九州市門司区西海岸1-4-3
陽のあたる場所
日産船舶ﾋﾞﾙ7Ｆ
福岡県北九州市門司区栄町2-17
ｶﾘｰ専門店 ＡＬ-ＡＬ ある-ある
栄町銀天街内
ビュッフェレストラン「煌」（もじポート内） 福岡県北九州市門司区大里本町3-13-26 2Ｆ
飲食店
寿司処 光本
福岡県北九州市門司区港町9-2
イタリア料理 ＥＮＺＯ（エンゾ）
福岡県福津市勝浦582-2
洋風居酒屋
福岡県北九州市門司区大里本町
Ｃａｆｅ(ｶﾌｪ) ｄｅ(ﾄﾞ) Ｂｒｉｑｕｅ(ブリック) 3丁目6-1 赤煉瓦ﾌﾟﾚｲｽ内
関門海鮮ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊｳｽ
福岡県北九州市門司区白野江546-1
｢シートレビアン｣
眼鏡市場 （株式会社メガネトップ）
静岡県静岡市葵区伝馬町８－６
株式会社 メガネスーパー
鹿児島県鹿児島県姶良郡加治木町木田2511-1
メガネは野口屋
福岡県柳川市京町８１
眼鏡専門店 メガネのにしだ
福岡県福岡市早良区西新４－６－２４
㈱メガネの正視堂
福岡県行橋市中央二丁目５－２０
有限会社 岡弘視堂
福岡県福岡市博多区綱場町５－２２
めがねのコクラヤ
福岡県直方市古町３－９
花田眼鏡店（めがねの花田）
福岡県福岡市南区井尻４丁目３－４８
メガネの豊福
福岡県北九州市若松区本町２－１０－７
眼鏡店
メガネの大渕
福岡県八女市黒木町黒木６４－２
㈱森商店（メガネの森）
福岡県北九州市戸畑区中本町６－２３
福岡県福岡市中央区天神４－３－３０
㈱武田メガネ
天神ビル新館
㈲メガネ専門ヨシダ
福岡県福岡市博多区那珂５－９－２８
㈱落合天弘堂（メガネの落合）
福岡県福岡市中央区舞鶴２－３－２１
メガネのヨネザワ
熊本県熊本市水前寺6-3-6
兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1
ビジョンメガネ
センタープラザ東館13F
鹿児島県鹿児島県鹿児島市名山町1-3
音楽鑑賞
鹿児島音楽文化協会
鹿児島ビル82号
ケーブルカー （皿倉山）帆柱ケーブル
福岡県北九州市八幡東区尾倉1481-1
駐車場
ドリーム駐車場
宮崎県宮崎市清水２丁目１－５
ウィンタースポーツ パピオアイスアリーナ
福岡県福岡市博多区千代1-15-30
(株)九電工 福岡支店
福岡県福岡市南区那の川１－２４－１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８
(株)九電ホームセキュリティ
福岡小学館ビル2階
西日本綜合住宅(株) 本社・福岡支店 福岡県福岡市中央区大濠２－６－７
三井ホーム(株) 九州支店
福岡県福岡市博多区東比恵4-3-10
リフォーム営業室
東比恵ビル
（株）広田工務店
福岡県福岡市早良区干隈6-5-3
株式会社 白石建設
福岡県福岡市中央区今泉1-3-11
ハウスクリーニング れもん
福岡県福岡市東区名島1-23-17
住宅関連
住友不動産株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5
戸建事業本部 福岡事業所
紙与博多ビル
住友不動産株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5
住宅再生事業本部 福岡事業所
紙与博多ビル
住友不動産株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5
マンション事業本部 福岡事業支店
紙与博多ビル
住友林業株式会社
福岡県福岡市南区向野2-1-21 NPビル４F
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23
株式会社サニックス
株式会社サニックス本社お客様相談室
住まいる・プラン
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2丁目21-1

-8-

電話番号
(093)321-6363
(093)331-1635
(093)382-3322
(093)321-8377
(0940)62-0948
(093)371-2600
(093)341-3322
054-275-5000
0995-62-4005
(0944)72-3147
(092)821-7522
(0930)22-0646
(092)291-4222
(0949)22-0138
(092)581-6369
(093)761-4469
(0943)42-0309
(093)871-4262
(092)711-1011
(092)585-1001
(092)721-5585
096-383-7694
(078)325-1438
099-226-3465
(093)671-4761
0985-27-7203
(092)633-2468
(092)525-2736
(0120)306-940
(092)715-7151
(092)414-7736
(092)871-0661
(092)712-1577
(092)672-6631
(092)883-5304
(092)432-3512
(092)413-6511
(092)559-1700
0120-39-3290
(093)922-8094

提 携 施 設 九 ブ ロ 契 約 一 覧
※ 割引内容は各施設へお問い合わせください。

種別名

自動車学校

引越運送業

車整備

施設名
株式会社 宮崎ドライビングスクール
(株)共立自動車学校・日野
小倉自動車学校
株式会社 サカイ引越センター
日本通運株式会社 福岡支店
引越営業企画
アート引越センター
福岡愛宕自動車
西南自動車工業株式会社
有限会社 山田自動車
信栄自動車株式会社
クリニカルエステ イーズ

健康・美容等

2013年4月1日 現在

エステティックサロン ノーブル
マリコ・ラ・レーヌ

ジュエリー・時計等 株式会社 時報堂 天文館本店
レーメント株式会社
衣料品
田中洋服店
音伍繊維工業株式会社
ホール・会議室 福岡ＳＲＰセンタービル

住所

電話番号

宮崎県宮崎市大字本郷北方２２２０番地
長崎県佐世保市椎木町３２０
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘1-16-1
宮崎県宮崎市花ヶ島立毛１０７７番１

0985-52-2976
0956-47-2124
(093)931-6500
0985-60-7680

福岡県福岡市博多区榎田2-9-48

0120-154022

福岡県福岡市東区多の津２－１０－１
福岡県福岡市西区愛宕2-16-1
福岡県福岡市西区福重3-1-11
福岡県大野城市山田2-13-1
福岡県福岡市中央区那の津5-4-18
福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1
ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州ﾃﾞｺｼﾃｨ２F
福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目２－８ ２Ｆ
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ2Ｆ
鹿児島県鹿児島市東千石町 15-21
福岡県北九州市小倉北区下到津4-8-10
（東筑紫短期大学前）
福岡県北九州市小倉北区中島
１丁目18-28西部ﾋﾞﾙ内201号
福岡県福岡市東区多の津4-6-18
福岡県福岡市早良区百道浜2-1-22

092-611-0123
(092)881-0248
(092)891-4411
(092)501-5678
(092)771-9048

-9-

(093)573-1630
093-551-7325
(093)533-3700
099-223-5777
(0120)4129-24
(093)561-4701
(092)622-3381
(092)852-3489

