
販売協力店名 販売協力店住所 備考

ゆめタウン遠賀 福岡県遠賀郡遠賀町松の本一丁目1-1

ゆめタウン筑紫野 福岡県筑紫野市針摺東三丁目3-1

ゆめタウン行橋 福岡県⾏橋市⻄宮市三丁⽬8-1

ゆめタウン大川 福岡県大川市大字上巻字野口430-1

ゆめマート赤間 福岡県宗像市田久二丁目1-1

ゆめタウン博多 福岡県福岡市東区東浜一丁目1-1

ゆめタウン八女 福岡県八女市蒲原988-28

ゆめタウン大牟田 福岡県大牟田市旭町二丁目28-1

ゆめタウン久留米 福岡県久留米市新合川一丁目2-1

ゆめマートうきは 福岡県うきは市吉井町千年153

ゆめマート小倉東 福岡県北九州市小倉南区上葛原一丁目14-11

ゆめマート新宮 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目18-1

ゆめモール柳川 福岡県柳川市三橋町蒲船津1408-6

ゆめモール筑後 福岡県筑後市前津土地区画整理事業区域内10画地

ゆめタウン南行橋 福岡県行橋市北泉三丁目3-3

ゆめマート福津 福岡県福津市中央六丁目17-1

ゆめマート城野 福岡県北九州市小倉南区城野一丁目12-10

ゆめマート⻘⼭ 福岡県北九州市⼋幡⻄区⻘⼭三丁⽬2-46

ゆめマート 永犬丸 福岡県北九州市⼋幡⻄区⼋枝1-2-7

ゆめマート 本城 福岡県北九州市⼋幡⻄区御開4-8-1

ゆめマート 上津 福岡県久留米市本山2-8-12

ゆめマート 花瀬 福岡県飯塚市大字花瀬字赤坂168-2

ゆめマート 稲築 福岡県嘉麻市岩崎1480-1

ゆめマート 若園 福岡県北九州市小倉南区若園1-6-18

ゆめマート 東折尾 福岡県北九州市⼋幡⻄区友⽥3-9-10

ゆめマート 津屋崎 福岡県福津市津屋崎7-14-31

ゆめマート 行橋 福岡県行橋市中津熊285-1

ゆめマート 大刀洗 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋字十の江606-1

ゆめマート ⾹⽉⻄ 福岡県北九州市⼋幡⻄区⾹⽉⻄3-1-1

ゆめマート 筥松 福岡県福岡市東区筥松3-3-14

ゆめマート 頓野 福岡県直方市大字頓野字焼本尊1830-1

ゆめマート 曽根 福岡県北九州市小倉南区沼本町4-2-1

ゆめマート 東門司 福岡県北九州市門司区東門司1-9-5

ゆめマート 門司 福岡県北九州市門司区柳町2-5-5

ゆめマート 朽網 福岡県北九州市⼩倉南区朽網⻄2-1-30

ゆめマート 恒見 福岡県北九州市門司区吉志1-3-11

イオン若松店 福岡県北九州市若松区二島1-3-1

イオン八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102

イオン直方店 福岡県直方市湯野原2-1-1

イオン福津店 福岡県福津市日蒔野6-16-1

イオン原店 福岡県早良区原6-27-52

イオンマリナタウン店 福岡県福岡市⻄区豊浜3丁⽬1-10

イオンショッパーズ福岡店 福岡県福岡市中央区天神4-4-11



イオン福岡店 福岡県粕屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1

イオン筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺434番地1

イオン香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目12-1

イオン大野城店 福岡県大野城市錦町4-1-4

イオン福岡伊都店 福岡県福岡市⻄区北原1-2-1

イオンスタイル笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74

イオン大牟田店 福岡県大牟田市岬町3番4

イオン小郡店 福岡県小郡市大保字弓場110

イオン⼾畑店 福岡県北九州市⼾畑区汐井町2番2号

イオン福岡東店 福岡県糟屋郡志免町別府北2丁⽬14−1

イオン乙金店 福岡県大野城市乙金三丁目24番1号

イオン二日市店 福岡県筑紫野市⼆⽇市北2−2−1

イオン志摩店 福岡県⽷島市志摩津和崎29−1

イオン甘木店 福岡県朝倉市甘木380番地

イオン大木店 福岡県三潴郡大木町大字蛭池1200番地

イオン野芥店 福岡県福岡市早良区野芥2-1-6

マックスバリュ上の原店 福岡県北九州市⼋幡⻄区上の原3丁⽬31-8

マックスバリュ本城店 福岡県北九州市⼋幡⻄区本城5丁⽬1番7号

マックスバリュ水巻店 福岡県遠賀郡水巻町頃末北4丁目3-30

マックスバリュ小倉愛宕店 福岡県北九州市小倉北区愛宕1丁目5-65

マックスバリュ⾨司⻄店 福岡県北九州市門司区上馬寄1丁目11-1

マックスバリュ真名子店 福岡県北九州市⼋幡⻄区真名⼦2丁⽬4-1

マックスバリュ⿊崎店 福岡県北九州市⼋幡⻄区⻄曲⾥町3-1

マックスバリュ福間駅前店 福岡県福津市⽇蒔野1丁⽬１−１

マックスバリュ直方新入店 福岡県直方市大字下新入509番地9

マックスバリュくりえいと宗像店 福岡県宗像市くりえいと3丁目3番20号

マックスバリュ筥崎宮前店 福岡県福岡市東区馬出４丁目９番１５号

マックスバリュ新宮杜の宮店 福岡県糟屋郡新宮町杜の宮四丁目5番6号

マックスバリュ千早店 福岡県福岡市東区千早２丁⽬26−45

マックスバリュ香椎店 福岡県福岡市東区下原4丁目2番1号

マックスバリュ御笠川店 福岡県大野城市御笠川4丁目13-26

マックスバリュ周船寺⻄店 福岡県福岡市⻄区周船寺1丁⽬17

マックスバリュ前原店 福岡県糸島市浦志1丁目5番2号

マックスバリュ篠栗店 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮ノ下702番1

マックスバリュ次郎丸店 福岡県福岡市早良区次郎丸4丁目9番5号

マックスバリュ那珂川店 福岡県那珂川市松原1番20号

マックスバリュ下大利店 福岡県大城市下大利1丁目21番8号

マックスバリュ八女本町店 福岡県八女市本町五丁野2-61

マックスバリュ久福木店 福岡県大牟田市大字久福木287-3

マックスバリュ櫛原店 福岡県久留米市東櫛原町1122-1

マックスバリュ久留⽶⻄店 福岡県久留米市梅満町490 番11 号

マックスバリュ小郡七夕通り店 福岡県小郡市小板井字蓮輪102-1

マックスバリュ八女本村店 福岡県八女市本村545-1

エクスプレス片江店 福岡県福岡市城南区片江4丁目3番1号



エクスプレス南片江店 福岡県福岡市城南区南片江6丁目18-30

エクスプレス姪浜駅前店 福岡県福岡市⻄区内浜１丁⽬１番５号

エクスプレス筑紫駅前店 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1丁目27-１

エクスプレス若草店 福岡県大野城市牛頸4丁目12-22

エクスプレスJR南福岡店 福岡県福岡市博多区寿町2丁目9-30

エクスプレス野芥店 福岡県福岡市早良区野芥4丁目45-61

エクスプレス内野店 福岡県福岡市早良区早良1丁目14-53

エクスプレス二日市店 福岡県筑紫野市⼆⽇市⻄2丁⽬10番1号

マックスバリュ三萩野店 福岡県北九州市小倉北区昭和町14-20

エクスプレス小倉駅店 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1

マックスバリュ雑餉隈店 福岡県福岡市博多区竹丘町3-1-1

エクスプレス大橋店 福岡県福岡市南区大橋1-27-8

エクスプレス博多祇園店 福岡県福岡市博多区祇園町7-20

エクスプレス上白水店 福岡県春日市上白水4丁目5番地

エクスプレス港町店 福岡県福岡市中央区荒⼾１丁⽬10番20号

エクスプレス井尻駅前店 福岡県福岡市南区井尻4丁目1番34号

エクスプレス千早駅前店 福岡県福岡市東区千早4丁目26番28号

エクスプレス大名店 福岡県福岡市中央区大名1丁目9-50

エクスプレス室住店 福岡県福岡市早良区小田部四丁目11番27号

エクスプレス大濠店 福岡県福岡市中央区⿊⾨8番9号

エクスプレス今川店 福岡県福岡市中央区今川2丁目14番1号

エクスプレス徳力店 福岡県北九州市小倉南区徳力団地2-1

エクスプレス城野店 福岡県北九州市小倉南区城野3-8-26

エクスプレス八幡駅前店 福岡県北九州市⼋幡東区⻄本町4

エクスプレス博多駅南店 福岡県福岡市博多区博多駅南6-9-7

エクスプレス友丘店 福岡県福岡市城南区友丘2-3-8

エクスプレス干隈店 福岡県福岡市城南区干隈2-42-1

エクスプレス老司店 福岡県福岡市南区老司2-7-43

エクスプレス⻄新店 福岡県福岡市早良区⻄新4丁⽬8番8号

エクスプレス博多消防署通り店 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目29番15号

エクスプレス住吉店 福岡県福岡市博多区住吉5-6-8

エクスプレス奈良屋町店 福岡県福岡市博多区奈良屋町2丁目

サニー赤坂店 福岡県福岡市中央区赤坂1-9-1

サニー荒江店 福岡県福岡市早良区荒江2-11-41

サニー有田店 福岡県福岡市早良区有田5-24-34

サニー駅南店 福岡県福岡市博多区博多駅南3-4-24

サニー小笹店 福岡県福岡市中央区小笹3-10-33

サニーオークタウン店 福岡県福岡市東区香椎駅東4-1-2

サニー春日店 福岡県春日市春日5-17

サニー春日原店 福岡県春日市春日原北町2-20-21

サニー加布里店 福岡県⽷島市神在⻄⼀丁⽬2番6号

サニー北片江店 福岡県福岡市城南区片江1-4-3

サニー久留米南店 福岡県久留米市大善寺町宮本456

サニー警固店 福岡県福岡市中央区警固2-10-20



サニー古賀店 福岡県古賀市中央4-1-1

サニー呉服町店 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10

サニーガーデンズ千早店
福岡県福岡市東区千早3丁目6番37号
ガーデンズ千早1階

サニー重留店 福岡県福岡市早良区重留6-3-2

サニー下山門店 福岡県福岡市⻄区上⼭⾨1-2-26

サニー白木原店 福岡県大野城市白木原1-7-5

サニー森林都市店 福岡県宗像市自由ヶ丘3-12-6

サニー須恵店 福岡県糟屋郡須惠町大字須恵字赤坂488-1

サニー善導寺店 福岡県久留米市善導寺町飯田393-4

サニー高取店 福岡県福岡市早良区高取1-1-28

サニー宝町店 福岡県春日市伯玄町2-18

サニーちくご店 福岡県筑後市大字山ノ井737-3

サニーちくし台店 福岡県春日市ちくし台1-19

サニー茶山店 福岡県福岡市城南区茶山1-7-6

サニー月隈店 福岡県福岡市博多区月隈2-5-7

サニー堤店 福岡県福岡市城南区堤団地28-1

サニー那珂川店 福岡県那珂川市片縄3-113

サニー⻑丘店 福岡県福岡市南区⻑丘3-3-1

サニー⻑尾店 福岡県福岡市城南区⻑尾2-4-8

サニー⻑住店 福岡県福岡市南区⻑住2-23-7

サニー奈多店 福岡県福岡市東区奈多1-12-6

サニー七隈店 福岡県福岡市城南区七隈4-1-1

サニー那の川店 福岡県福岡市中央区那の川2-6-1

サニー野間店 福岡県福岡市南区野間3-10-30

サニー八田店 福岡県福岡市東区八田1-4-45

サニー原店 福岡県福岡市早良区原団地10-12

サニー原町店 福岡県糟屋郡粕屋町若宮1-8-5

サニー梅光園店 福岡県福岡市中央区梅光園団地8-1

サニー光が丘店 福岡県筑紫野市光ヶ丘4-1-1

サニー東比恵店 福岡県福岡市博多区東比恵2-15-18

サニー日の里店 福岡県宗像市日の里1-28

サニー日の出町店 福岡県春日市日の出町6-42

サニー平尾店 福岡県福岡市中央区平尾2-20-35

サニー福岡⻑浜店 福岡県福岡市中央区港1-10-1

サニー福岡桧原店 福岡県福岡市南区桧原七丁目59番1号

サニー福重店 福岡県福岡市⻄区拾六町2-3-1

サニー二島店 福岡県北九州市若松区鴨生田3-1-1

サニー別府店 福岡県福岡市城南区鳥飼5-13-15

サニー星の原店 福岡県福岡市早良区星の原団地33-1

サニー本城店 福岡県北九州市⼋幡⻄区光貞台1-1-32

サニー舞松原店 福岡県福岡市東区⻘葉2-8-5

サニー前原店 福岡県糸島市浦志1-7-7

サニーみいまち店 福岡県久留米市御井町字大銃場2232



サニー美野島店 福岡県福岡市博多区美野島3-20-5

サニー向新町店 福岡県福岡市南区向新町1-14-50

サニー室見店 福岡県福岡市早良区南庄5-1-1

サニー姪浜店 福岡県福岡市⻄区内浜1-7-16

サニー吉塚駅前店 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-40

サニー若久店 福岡県福岡市南区若久5-25-5

サニー渡辺通店 福岡県福岡市中央区清川1-8-18

サニー 博多住吉店 福岡県福岡市博多区住吉5丁目5番33号

イオンなかま店 福岡県中間市上蓮花寺1丁目1番1号 今回追加

エクスプレス室見店 福岡県福岡市早良区室見4丁目1番23号 今回追加

エクスプレス竹下通り店 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目14番25号 今回追加

ウェルシアプラス大野城若草店 福岡県大野城市牛頸4丁目12-22 今回追加


