
店舗名 郵便番号 住所

みやま瀬高町 835-0022 福岡県みやま市瀬高町文廣字中道南１６３２

水巻中央 807-0046 福岡県遠賀郡水巻町吉田西１丁目７番３号

桂川土居 820-0606 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居８２８番７

嘉麻平 820-0203 福岡県嘉麻市平１６３２番地１

久留米大学病院 830-0011 福岡県久留米市旭町６７番地

久留米大学病院外来 830-0011 福岡県久留米市旭町６７番地

久留米宮ノ陣 839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣四丁目３番９号

久留米御井町 839-0851 福岡県久留米市御井町２５２４番地２

久留米荒木町 830-0062 福岡県久留米市荒木町白口１３６４－１

久留米国分町 839-0863 福岡県久留米市国分町１８４８番地４

久留米八軒屋 839-0863 福岡県久留米市国分町１９４２－１

久留米山川バイパス 839-0811 福岡県久留米市山川神代１丁目１０－４３

久留米小森野 830-0001 福岡県久留米市小森野３丁目１７－１２

久留米城島 830-0207 福岡県久留米市城島町城島２９４－１外６筆（地番）

久留米善導寺 839-0823 福岡県久留米市善導寺町与田１５５－７

東櫛原 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町４９６－１

久留米文化街 830-0017 福岡県久留米市日吉町１５－６５

梅満町 830-0048 福岡県久留米市梅満町２８９番地１

久留米北野町 830-1113 福岡県久留米市北野町中字２４３番１

久留米金島駅南 830-1102 福岡県久留米市北野町八重亀１０１番地２

久留米野中町 839-0862 福岡県久留米市野中町３２８－１

苅田バイパス磯浜 800-0313 福岡県京都郡苅田町磯浜町２丁目２番１

苅田バイパス港町 800-0314 福岡県京都郡苅田町幸町６－８

苅田若久町二丁目 800-0302 福岡県京都郡苅田町若久町二丁目１７番３

苅田臨空団地 800-0365 福岡県京都郡苅田町大字苅田３７８７－６４

行橋行事 824-0001 福岡県行橋市行事四丁目１９番２０号

行橋安川通り 824-0031 福岡県行橋市西宮市４－３－２５

福田今元 824-0004 福岡県行橋市大字金屋３０４

大刀洗彼坪 830-1225 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋字敷町１２６４番５

糸島加布里 819-1124 福岡県糸島市加布里４９番地

小郡美鈴の杜 838-0108 福岡県小郡市美鈴の杜２丁目２番４

宇美井上 811-2101 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字井上３８６３番１外４筆

久山久原 811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原４４３番地１

福岡久山 811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原５１７－１

トリアス久山 811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田字出口１１０３

福岡志免 811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免３丁目１３５３－１

志免寿町 811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免４丁目７番１０号

志免中央 811-2244 福岡県糟屋郡志免町志免中央４丁目４－１２－８

志免南里一丁目 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里１丁目３－３１

志免別府 811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北三丁目１番１２号

篠栗尾仲 811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲４３７－２

篠栗庄 811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲７４番地９

新宮深町 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町新宮東１丁目４番１５号

新宮上府 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上府１０９５－２

須恵植木バイパス 811-2112 福岡県糟屋郡須恵町大字植木１６１番地２

内橋 811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋８０３－１

太宰府水城三丁目 818-0131 福岡県太宰府市水城３丁目７－１０



つつじヶ丘 818-0134 福岡県太宰府市大佐野５－１７－３

太宰府梅ヶ丘 818-0123 福岡県太宰府市梅ヶ丘二丁目１４－５

大川北古賀 831-0026 福岡県大川市三丸字西佛園４７３－１

大川やまざくら通り 831-0031 福岡県大川市大字上巻字前田１３３番１

大牟田インター 836-0036 福岡県大牟田市小川町２１番１号

大牟田本町 836-0046 福岡県大牟田市本町６－１－９

大野城山田 816-0922 福岡県大野城市山田５－１－１

大野城乙金 816-0902 福岡県大野城市大城２丁目２３番１号

大野城仲畑一丁目 816-0921 福岡県大野城市仲畑一丁目４－３０

大野城駅前 816-0943 福岡県大野城市白木原１－１５－１５

築上吉富 871-0811 福岡県築上郡吉富町大字広津４６３番１

西牟田谷川 833-0053 福岡県筑後市西牟田４３０４－１

筑後中学校前 833-0027 福岡県筑後市大字水田９９８番１

筑紫野桜台 818-0063 福岡県筑紫野市桜台二丁目９－１

筑紫野紫 818-0061 福岡県筑紫野市紫３－７９－１

筑紫野吉木 818-0004 福岡県筑紫野市大字吉木２４２８－１

筑紫野俗明院 818-0067 福岡県筑紫野市大字俗明院１６８－２

筑紫駅前 818-0025 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１

筑紫野塔原東 818-0059 福岡県筑紫野市塔原東三丁目２番１０号

ＪＲ二日市駅 818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央１丁目１－１

筑紫野美しが丘北 818-0035 福岡県筑紫野市美しが丘北３丁目１３－２

中間垣生 809-0001 福岡県中間市大字垣生１３０８番地

筑前原地蔵 838-0824 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵字村上２４５９番１外４筆

筑前山家道 838-0228 福岡県朝倉郡筑前町二１２２番１

朝倉甘木菩提寺 838-0061 福岡県朝倉市菩提寺２３４－１外５筆（地番）

直方感田 822-0001 福岡県直方市大字感田１２２６

直方菜の花大橋東 822-0001 福岡県直方市大字感田２６３１番１

直方菜の花大橋西 822-0022 福岡県直方市大字知古字小口割９１１－１他１筆

直方バイパス 822-0002 福岡県直方市大字頓野３４４９－１

香春中津原 822-1405 福岡県田川郡香春町大字中津原２４６３番地１

川崎池尻 827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻３６６番地の２

田川後藤寺 826-0043 福岡県田川市奈良２６４－１

八女黒木町 834-1213 福岡県八女市黒木町本分字大野原９１０ー１

八女鵜池 834-0055 福岡県八女市大字鵜池１５７－１

飯塚秋松 820-0083 福岡県飯塚市秋松字下甫３０５番１

飯塚花瀬 820-0044 福岡県飯塚市大字横田字横川５８３－１

飯塚川津 820-0067 福岡県飯塚市大字川津２８－１

飯塚鶴三緒 820-0014 福岡県飯塚市大字鶴三緒字岩渕１４８２－１他３筆

飯塚庄司 820-0065 福岡県飯塚市中１１１０番１

飯塚柏の森 820-0011 福岡県飯塚市柏の森１５９－２０

筑穂平塚 820-0702 福岡県飯塚市平塚１０２－５

飯塚弁分 820-0088 福岡県飯塚市弁分１５７－３

福岡七隈駅東口 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈八丁目１２番１８号

神松寺二丁目 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺２－１２－４

福岡南片江三丁目 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江三丁目１－１

ドラッグイレブン別府 814-0104 福岡県福岡市城南区別府５丁目７番

西区愛宕１丁目 819-0015 福岡県福岡市西区愛宕１丁目１－１

福岡千里 819-0374 福岡県福岡市西区大字千里２９８－１



室見駅前 814-0015 福岡県福岡市早良区室見５－１３－２８

福岡長浜 810-0075 福岡県福岡市中央区港１丁目１－６

福岡港 810-0075 福岡県福岡市中央区港３丁目４－８

荒戸二丁目 810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸２－４－１７

福岡今川一丁目 810-0054 福岡県福岡市中央区今川一丁目１０番３２号

今泉一丁目 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉１－１３－９

福岡今泉 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉１丁目１－５

福岡今泉公園通り 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉一丁目３－２３セルクル今泉

福岡笹丘一丁目 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘一丁目２９番２０号

福岡小笹 810-0033 福岡県福岡市中央区小笹２丁目１２－１

福岡清川一丁目 810-0005 福岡県福岡市中央区清川１丁目９番２０号

福岡清川二丁目 810-0005 福岡県福岡市中央区清川２丁目８番１０号

福岡清川三丁目 810-0005 福岡県福岡市中央区清川３－２６

福岡清川 810-0005 福岡県福岡市中央区清川３丁目１３－１６－１

赤坂けやき通り 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂２－１－５１

福岡大名一丁目 810-0041 福岡県福岡市中央区大名一丁目１０番１３号

ギャレリアシーホーク 810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜二丁目２番３号ヒルトン福岡シーホーク４階

福岡鳥飼三丁目 810-0053 福岡県福岡市中央区鳥飼３丁目４－２４

天神一丁目 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１５－２

警固公園前 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－３－３６

ファミマ福岡パルコ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－１福岡パルコ新館Ｂ２階

福岡天神二丁目 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－１３

新天町 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目７－２４７

福岡天神四丁目 810-0001 福岡県福岡市中央区天神４丁目１－７第３明星ビル

福岡天神西通り 810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目７―９

福岡渡辺通五丁目 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通五丁目１６番１号

福岡渡辺通三丁目 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通三丁目３－７

福岡唐人町 810-0063 福岡県福岡市中央区唐人町１－５－１

福岡唐人町一丁目 810-0063 福岡県福岡市中央区唐人町一丁目６－６

那の津 810-0071 福岡県福岡市中央区那の津３丁目２－７

白金二丁目 810-0012 福岡県福岡市中央区白金２－１－１７

舞鶴三丁目 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴３－８－１９

福岡薬院二丁目 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院２－５－３０

福岡薬院駅北口 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１－１薬院ビジネスガーデン１Ｆ

福岡薬院 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１２番２７号

福岡蒲田 813-0023 福岡県福岡市東区蒲田２－２５－２４

福岡原田一丁目 812-0063 福岡県福岡市東区原田１丁目２４－３２

原田二丁目 812-0063 福岡県福岡市東区原田２－２－３２

福岡箱崎公園前 812-0063 福岡県福岡市東区原田四丁目２４－６２

御島崎２丁目 813-0005 福岡県福岡市東区御島崎２丁目７－３０

九産大駅前 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘２－１５－２５

福岡香椎照葉四丁目 813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉４丁目２番７号

香椎パークポート 813-0018 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭３丁目１番地１４

松崎二丁目 813-0035 福岡県福岡市東区松崎２－４－４２

福岡松島六丁目 813-0062 福岡県福岡市東区松島６丁目８－１

多の津一丁目 813-0034 福岡県福岡市東区多の津１丁目１４番１号

福岡流通センター 813-0034 福岡県福岡市東区多の津４丁目５番５号

福岡土井四丁目 813-0032 福岡県福岡市東区土井４丁目６番４号



ＪＲ和白駅前 811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目１０－４

清水三丁目 815-0031 福岡県福岡市南区清水３－２－１０

福岡西長住一丁目 811-1361 福岡県福岡市南区西長住１丁目１－５２

博多榎田二丁目 812-0004 福岡県福岡市博多区榎田２丁目８番１０号

ハーバーシティ 812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町２２番８号

博多明治通り 812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町１番１号

博多リバレイン 812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町３－２博多リバレインホテルサイト１Ｆ

博多祇園 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町８－１２

博多吉塚三丁目 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目１－１２

吉塚二千年通り 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚二丁目４番１８号

博多月隈六丁目 812-0858 福岡県福岡市博多区月隈６丁目９番２８号

博多大博通り 812-0037 福岡県福岡市博多区御供所町４番８号

豊村住吉 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉４－２８－１２

博多住吉四丁目 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉四丁目１５番８号

博多諸岡一丁目 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡１丁目２３番５号

博多諸岡三丁目 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡３丁目２２番３７号

博多上川端町一丁目 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町１番５号

博多上牟田一丁目 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１１番２５号

博多古門戸町 812-0022 福岡県福岡市博多区神屋町４－５ＫＳ神屋町ビル

博多西月隈二丁目 812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈２丁目１番３８号

博多対馬小路 812-0020 福岡県福岡市博多区対馬小路２－７

ベイサイドプレイス 812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町１３－６

博多中洲 810-0801 福岡県福岡市博多区中州４－２－５

博多中洲四丁目 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲４丁目６番１２号

博多東那珂三丁目 812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂３丁目６番２号

博多出来町公園前 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１２番１６号

博多駅前一丁目 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目２１－２８博多駅前スクエア

博多明治公園 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目９番１７号

博多住吉通り 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目３番２２号

福岡合同庁舎前 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－２０

博多駅東三丁目 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目３－３新比恵ビル

博多駅東一丁目 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１１番５号

博多駅南三丁目 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目８番１号

博多駅南五丁目 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南５－９－３０

博多東住吉 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目８番１号

博多豊二丁目 812-0042 福岡県福岡市博多区豊二丁目３番１

博多冷泉通り 812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町８－１７

福津宮司六丁目 811-3305 福岡県福津市宮司六丁目３番３号

福津上西郷 811-3209 福岡県福津市日蒔野五丁目２０番地の３

豊前市役所前 828-0051 福岡県豊前市大字吉木１００７番１１

戸畑沖台通り 804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台１－６－３０

戸畑沖台二丁目 804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台二丁目８番１８号

戸畑駅北 804-0076 福岡県北九州市戸畑区銀座２丁目１０－１０

戸畑天神一丁目 804-0094 福岡県北九州市戸畑区天神一丁目２番３２号

戸畑牧山四丁目 804-0053 福岡県北九州市戸畑区牧山四丁目８番２号

戸畑ＺＯＮＥ 804-0054 福岡県北九州市戸畑区牧山新町１－４０

戸畑明治町 804-0073 福岡県北九州市戸畑区明治町６番４号

小倉下石田一丁目 802-0832 福岡県北九州市小倉南区下石田１－１８－３



小倉下曽根一丁目 800-0217 福岡県北九州市小倉南区下曽根一丁目２番２７号

小倉下曽根駅南 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１２番１号

小倉寺迫口 800-0206 福岡県北九州市小倉南区葛原東２－１－１

小倉葛原本町六丁目 800-0253 福岡県北九州市小倉南区葛原本町六丁目１２番４１号

小倉志井六丁目 802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井六丁目５番５号

小倉守恒二丁目 802-0972 福岡県北九州市小倉南区守恒２丁目１－２６

小倉モノレール守恒 802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町１－３－１２

小倉重住二丁目 802-0811 福岡県北九州市小倉南区重住二丁目５－６

小倉沼緑町 800-0207 福岡県北九州市小倉南区沼緑町５丁目１番１８号

上曽根新町 800-0215 福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１１番１７号

平尾台入口 803-0184 福岡県北九州市小倉南区大字木下１２２４－１

小倉中貫二丁目 800-0237 福岡県北九州市小倉南区中貫２－９－２７

小倉中吉田六丁目 800-0204 福岡県北九州市小倉南区中吉田六丁目２７番２号

小倉長野 800-0228 福岡県北九州市小倉南区長野二丁目２番４号

小倉東インター前 800-0242 福岡県北九州市小倉南区津田１－２－２９

小倉田原新町 800-0227 福岡県北九州市小倉南区津田新町１丁目５番１０号

小倉曽根バイパス 800-0224 福岡県北九州市小倉南区東貫三丁目２２番２２号

小倉安部山入口 800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川五丁目６番１７号

小倉徳力五丁目 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力五丁目１番５号

小倉南方二丁目 802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方２－５－３０

北九大西 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方４－３－１７

小倉北方三丁目 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方三丁目３７番８号

小倉蜷田若園一丁目 802-0814 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園一丁目１番１号

小倉真鶴 803-0844 福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁目１０番２７号

小倉駅北口 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１３－２３

産業医科大学病院 807-0804 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘１番１号

八幡黒崎 806-0028 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４

八幡御開 807-0806 福岡県北九州市八幡西区御開３丁目１１－２７

八幡御開三丁目 807-0806 福岡県北九州市八幡西区御開三丁目３２番１３号

八幡香月西 807-1103 福岡県北九州市八幡西区香月西三丁目９番２５号

八幡上香月一丁目 807-1101 福岡県北九州市八幡西区上香月１丁目３２７７－１・３２７８

八幡星ケ丘 807-1264 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘一丁目１番１号

八幡青山一丁目 806-0043 福岡県北九州市八幡西区青山１－４－２１

茶売町 806-0069 福岡県北九州市八幡西区茶売町５番８号

八幡田町 806-0003 福岡県北九州市八幡西区田町二丁目５番１号

永犬丸 807-0856 福岡県北九州市八幡西区八枝５－４－１

八幡学研台 807-0807 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１丁目３番１号

八幡本城東 807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東３丁目２－２０

八幡力丸 807-0802 福岡県北九州市八幡西区力丸町１番１号

八幡駅東 805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町一丁目１７番２０号

八幡メディアパーク 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１丁目１番３号

門司下二十町 800-0028 福岡県北九州市門司区下二十町２－３０

柳川市役所前 832-0076 福岡県柳川市坂本町２番地１

柳川三橋バイパス 832-0802 福岡県柳川市三橋町吉開７５３

柳川中央 832-0823 福岡県柳川市三橋町今古賀１５５－１

上宮永 832-0058 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６
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