
店名 住所 電話番号 業種

はきもののカクシン 北九州市小倉北区京町１丁目２－６ 093-521-3309 和装履物・小物

松田楽器店 北九州市小倉北区魚町１丁目３－１ 093-521-1010 楽器

正木洋服店 北九州市小倉北区黄金１丁目２－９ 093-921-4404 紳士服

靴のＨＡＴＡＮＡＫＡ 北九州市小倉北区魚町３丁目２－２０ 093-511-0027 靴・履物

メンズ　クラヤ 北九州市小倉北区京町２丁目６－１９ 093-521-1945 紳士用品

はまだ洋装店 北九州市小倉北区魚町２丁目１－８ 093-521-1259 婦人服

ナカノ 北九州市小倉北区魚町２丁目３－２２ 093-521-0453 貴金属

野上神仏具店 北九州市小倉北区魚町２丁目２－１１ 093-521-1005 仏具

ゑり福 北九州市小倉北区魚町３丁目１－８ 093-521-0171 呉服

ナカノテツ 手芸

クラフトハウス 手芸

ソーイングハウス 手芸

ホビーハウス 手芸

ナカノテツオリオテン 北九州市八幡西区光明１丁目５－１ 093-602-8988 手芸

辻利茶舗 北九州市小倉北区魚町３丁目２－１９ 093-521-6514 茶

やすまつ 北九州市小倉北区魚町２丁目３－２４ 093-521-0295 家庭雑貨

コスメティックパーク化粧屋いざわ 北九州市小倉北区魚町１丁目２－１６ 093-521-2081 化粧品

コクラヤ眼鏡店　直方店 福岡県直方市古町３－９ 0949-22-0138 メガネ・補聴器

コクラヤ眼鏡店　下関店 山口県下関市竹崎町４丁目 083-223-6833 メガネ・補聴器

コクラヤ眼鏡店　イオン直方店 福岡県直方市感田湯の浦　１７１８－１－２Ｆ 0949-29-8638 メガネ・補聴器

クロネコ洋品店 北九州市小倉北区京町１丁目２－１１ 093-521-3469 婦人服

時計・宝石・めがねのオガワ 北九州市小倉北区京町１丁目６－２８ 093-521-3663 時計・貴金属・眼鏡

『きものお手入れ専門店』なぎさ本舗　京都屋 北九州市小倉北区京町１丁目２－１６ 093-531-8976 きものお手入れ・和雑貨・和装小物・お椀等

デンキノサンシン 北九州市小倉南区下貫２丁目１０－３１ 093-475-8177 家電販売・修理

パンプキン 北九州市小倉北区黄金１丁目１－１８ 093-931-0950 ベビー・子供服

ＣＬＩＣＫ 北九州市小倉北区魚町４丁目２－５ 093-521-4712 自転車

ブティック　オモト 北九州市小倉北区魚町２丁目２－２ 093-541-2878 婦人服

中野酒店 北九州市小倉北区魚町４丁目２－４ 093-521-1203 酒屋

ＲＯＢＩＮＳ 北九州市小倉北区船場町５－１６ 093-521-1781 婦人服

ビジュエトウ　小倉店 北九州市小倉北区魚町１丁目４－７ 093-531-5985 貴金属

エトウ時計店　飯塚本店 福岡県飯塚市本町１１－２６ 0948-22-0480 貴金属

ビジュエトウ　イオン穂波店 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８　 0948-22-6622 貴金属

ビジュエトウ　福岡店 福岡市博多区上川端町９－１６７ 092-271-3011 貴金属

ビジュエトウ　イオン福岡東店 福岡県糟屋郡志免町別府北２丁目１４－１ 092-621-5280 貴金属
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ビジュエトウ　竹田店 大分県竹田市拝田原２５７－１ 0974-63-2033 貴金属

フカヤ 福岡市博多区店屋町４－１０ 092-271-6861 婦人服

フカヤ新天町 福岡市中央区天神２丁目９－１０７ 092-741-0246 婦人服

フカヤ天神地下街 福岡市中央区天神２丁目地下２号 092-771-7485 婦人服

タンタンイオンショッピングタウン穂波 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８　イオン穂波ＳＣ１Ｆ 0948-26-1715 婦人服

タンタンイオン香椎浜 福岡市東区香椎浜３丁目１２－１　イオンモール香椎浜１Ｆ 092-663-1145 婦人服

タンタンゆめタウン佐賀 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４１６　ゆめタウン佐賀２Ｆ 0952-36-8297 婦人服

タンタン木の葉モール橋本店 福岡市西区橋本２丁目２７－２　木の葉モール橋本１Ｆ 092-811-5078 婦人服

タンタンイオンモール筑紫野 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野２Ｆ 092-918-3322 婦人服

タンタンゆめタウン山口 山口県山口市大内御堀１３０２－１　ゆめタウン山口２Ｆ 083-928-9551 婦人服

タンタンゆめタウン光の森 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３－１　ゆめタウン光の森１Ｆ 096-213-5520 婦人服

タンタンイオンモール福津 福津市７９３番地　イオンモール福津２Ｆ 0940-38-5105 婦人服

タンタンイオンモール福岡ルクル 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１　イオンモール福岡２Ｆ 092-939-7121 婦人服

タンタンゆめタウン久留米 福岡県久留米市新合川１丁目２－１　ゆめタウン久留米２Ｆ 0942-45-7118 婦人服

タンタンイオン直方 福岡県直方市湯野原２丁目１－１　イオンモール直方２Ｆ 0949-29-2223 婦人服

タンタン　イオンモール大牟田店 福岡県大牟田市岬町３－４　イオンモール大牟田１Ｆ 0944-41-0501 婦人服

タンタン　イオンマリナタウン店 福岡市西区豊浜３丁目１－１０　イオンマリナタウン 092-885-9000 婦人服

タンタン　ゆめタウン夢彩都店 長崎県長崎市元船町１０－１　ゆめタウン夢彩都１Ｆ 095-829-0281 婦人服

タンタン　ザ・モール周南店 山口県下松市中央町２１－３　ザ・モール周南１Ｆ 0833-44-3237 婦人服

タンタン　ザ・モール春日店 福岡県春日市春日５－１７　ザ・モール春日２Ｆ 092-595-8208 婦人服

ロニー・スコッツ　アミュプラザ小倉店 北九州市小倉北区浅野１丁目１－１　アミュプラザ小倉３３４ 093-512-1173 婦人服

ハンナルル　ＦＡＶＯ店 福岡市中央区天神２丁目９－１０７ＦＡＶＯ 092-715-0767 婦人服

ダンロイムズ店 福岡市中央区天神１丁目７－１１　イムズビルＢ２Ｆ 092-733-2284 婦人服

ロニー・スコッツ　久留米リベール店 福岡県久留米市天神町８　リベール１Ｆ 0942-37-0813 婦人服

ロニー・スコッツ　アミュプラザ博多店 福岡市博多区博多駅中央街１－１　ＪＲ博多シティ６Ｆ 092-413-1862 婦人服

ロニー・スコッツ　ソラリアプラザ店 福岡市中央区天神２丁目２－４３　ソラリアプラザ３Ｆ 092-733-7304 婦人服

ピリカメノコ　アミュプラザ博多店 福岡市博多区博多駅中央街１－１　ＪＲ博多シティ５Ｆ 092-413-5017 婦人服

ハンナルル　エマックス久留米店 福岡県久留米市東町上天神田３１６－２　エマックス久留米２Ｆ 0942-38-9091 婦人服

キャトルメラージュ　アミュプラザ小倉店 北九州市小倉北区浅野１丁目１－１　アミュプラザ小倉３３９－１ 093-512-1156 婦人服

キャトルメラージュ　イオンモール福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１　イオンモール福岡２Ｆ 092-931-3747 婦人服

キャトルメラージュ　天神地下街店 福岡市中央区天神２丁目地下２号 092-725-1761 婦人服

キャトルメラージュ　アミュプラザ博多店 福岡市博多区博多駅中央街１－１　ＪＲ博多シティ６Ｆ 092-474-0896 婦人服

キャトルメラージュ　アミュプラザ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町１－１　アミュプラザ鹿児島２Ｆ 099-206-9101 婦人服

キャトルメラージュ　ゆめタウン久留米店 福岡県久留米市新合川１丁目２－１　ゆめタウン久留米店２Ｆ 0942-41-8755 婦人服

キャトルメラージュ　アミュプラザ長崎店 長崎県長崎市尾上町１－１　アミュプラザ長崎２Ｆ 095-832-2201 婦人服

タンタンさせぼ五番街店 長崎県佐世保市新港町２－１　させぼ五番街２Ｆ 0956-26-0811 婦人服

イヨヤ　京町店 北九州市小倉北区京町２丁目７－１８ 093-541-0148 紳士・婦人用品



イヨヤ　魚町店 北九州市小倉北区魚町１丁目４－６ 093-541-1480 紳士・婦人用品

㈱正宗 北九州市小倉北区馬借１丁目７－１２ 093-521-3355 機械工具・金物・刃物

キラキラはんぷてぃ 北九州市小倉北区上富野４丁目７－１７－６０３ 093-521-8919 健康グッズ

ツルダ時計店 北九州市小倉北区黄金１丁目１－１ 093-921-6191 時計

ルネ 北九州市小倉北区魚町３丁目１－２９ 093-521-4453 婦人服

ファム 北九州市門司区柳町１丁目３－１１ 093-381-1769 婦人服

ローレル 北九州市小倉北区魚町３丁目１－２９－２ 093-551-2238 婦人服

ルネ銀座 東京都中央区銀座４丁目２－６　東京第二朝日ビルディング 03-5159-4000 婦人服

ルネ福岡店 福岡市中央区天神２丁目８－１１６ 092-771-1841 婦人服

平寛堂 福岡市博多区住吉３丁目５－３ 092-271-2018 食器

Ｈｅｉｓ　Ｇａｌｌｅｒｙ 福岡市中央区赤坂３丁目４－３１　ガーデンコートけやき１Ｆ 092-712-7200 食器

ビゼンヤ 北九州市小倉北区魚町２丁目２－３ 093-521-8802 紳士用品

ツバメガス北九州 北九州市小倉南区朽網西５丁目１８－３６ 093-473-6628 ガス器具

オサムラ時計店 北九州市八幡西区黒崎１丁目１３－１４ 093-621-3424 貴金属

ＬＡＴＯ・ＣＡＬＬＥ　アミュプラザ小倉店 北九州市小倉北区浅野１丁目１－１　アミュプラザ東２Ｆ 093-551-0604 婦人服

ＬＡＴＯ・ＣＡＬＬＥ　クロサキメイト店 北九州市八幡西区黒崎１丁目１－１－２Ｆ 093-644-6222 婦人服

サリア　アミュプラザ小倉店 北九州市小倉北区浅野１丁目１－１－３Ｆ西 093-551-9002 婦人服

ラトカーレ　イオンモール八幡東店 北九州市八幡東区東田3丁目2－１02　イオンモール八幡東２Ｆ 093-663-6208 婦人服

ラトカーレ・木の葉モール橋本店 福岡市　西区　橋本　２丁目２７－２　木の葉モール橋本１Ｆ 092-811-8500 婦人服

ラトカーレ・イオンモール直方店 福岡県直方市湯野原２丁目１－１　イオンモール直方１Ｆ 0949-29-8108 婦人服

サリア　イオンモール直方店 福岡県直方市湯野原２丁目１－１　イオンモール直方１Ｆ 0949-28-7901 婦人服

ドーブ　ゆめタウン久留米店 福岡県久留米市新合川１丁目２－１　ゆめタウン久留米店１Ｆ 0942-45-8108 婦人服

大学堂 北九州市八幡西区藤田２丁目６－３１ 093-621-6381 メガネ

メガネの大学堂　上津役店 北九州市八幡西区下上津役４丁目２６ 093-612-5995 メガネ

呉服のたなか 北九州市八幡西区藤田２丁目３－１９ 093-631-3391 呉服

カトレア 北九州市八幡西区黒崎２丁目７－１ 093-631-2233 ハンドバック

めがねのイシモト 北九州市八幡西区黒崎２丁目３－１９ 093-641-5532 メガネ

合掌堂 山口県下関市王喜本町６丁目４－５０ 083-283-0088 仏具

せいぜん小倉湯川店 北九州市小倉南区湯川１丁目８－１６ 093-922-5551 仏具

せいぜん八幡店 北九州市八幡西区穴生３丁目９－１ 093-631-7010 仏具

せいぜん門司店 北九州市門司区柳町２丁目１０－１７ 093-391-0590 仏具

せいぜん野間大池店 福岡市南区大池１丁目２３－１ 092-511-8600 仏具

マックアビー 北九州市八幡西区黒崎２丁目５－４ 093-631-3093 婦人服

マックアビー　福岡店 福岡市中央区六本松３丁目１１－３９ 092-713-1030 婦人服

きものぎゃらりぃ　みはら 北九州市戸畑区中本町２－１６ 093-871-3275 呉服

ランジェリーショップしみず 北九州市門司区大里戸ノ上１丁目１１－２３ 093-391-1739 ランジェリー

ヨシダ 北九州市門司区中町１－２１ 093-391-2860 時計



ヨシダ　めがね本店 北九州市門司区中町１－２１ 093-391-3333 時計

ヨシダ　めがね　門司港店 北九州市門司区栄町１０－２１ 093-332-6666 時計

洋装しまだ 北九州市門司区老松町５－１２ 093-321-5007 婦人服生地販売＆仕立て

竹原電機商会 北九州市門司区吉志２丁目６－１ 093-481-0813 家電

フアッシヨンハウスビビ 北九州市小倉北区黄金１丁目４－５ 093-951-4320 婦人服

みつぎ化粧店 福岡県行橋市中央２丁目３－１ 0930-22-0067 化粧品

セブン 北九州市小倉北区魚町１丁目１－１２ 093-521-1655 婦人服

セブン２号店 北九州市小倉北区魚町１丁目１－１２ 093-533-3238 婦人服

小林文具店 北九州市小倉北区京町１丁目５－７ 093-521-0384 文具

ｋ・ｍ・ｔ 北九州市小倉南区下曽根新町10-1サニーサイドモール小倉 093-967-0855 婦人服

ｓａｌｏｎ　ｄｅ・Ｋ 北九州市小倉北区黄金１丁目１－３ 093-941-7366 婦人服

三萩野バッティングセンター 北九州市小倉北区三萩野２丁目４－３４ 093-931-0608 アウトドア

お好み焼き　いしん 北九州市小倉北区魚町３丁目２－２０　三木屋ビルＢ１ 093-541-0457 お好み焼き

マリカ 北九州市小倉北区馬借２丁目２－６－３８　松嶺ビル　１Ｆ 093-522-1109 その他

小林時計店 北九州市小倉北区魚町１丁目３－６ 093-521-0013 貴金属

小林時計店　大分店 大分県大分市下郡北３丁目 ２５－１１ 097-529-7221 貴金属

いずみトロフィー九州 北九州市小倉南区城野１丁目１１－１０ 093-951-1659 ギフトショ

ＢＵＴＡＢＡＲ　きれんじ家 北九州市小倉北区馬借１丁目１０－２　日の出ビル１Ｆ 093-521-8860 居酒屋

レナコンドウ 北九州市小倉北区魚町２丁目２－８ 093-521-8321 婦人服

ＮＯＴ 北九州市小倉北区浅野２丁目１２－３７ 093-383-8474 総合衣料

Ｆｕｎ 北九州市小倉北区京町１丁目６－１ 093-953-7994 総合衣料

ＮＯＴ　京町店 北九州市小倉北区京町１丁目５－１５ 093-383-9889 総合衣料

ＮＯＴ　室町店 北九州市小倉北区室町２丁目１０－２２　１０１－３号 093-482-2638 総合衣料

あんず工房 北九州市小倉南区長行西４丁目１４－３ 093-452-1578 総合インテ

 Ｄｉｎｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　ＲｏｐｅＧｒｏｕｎｄ 北九州市小倉北区魚町３丁目４－３　バザーリビル４Ｆ 093-533-3321 外国料理

癒猿 北九州市小倉北区竪町１丁目７－３０  093-551-0141 居酒屋

癒猿 北九州市小倉北区魚町２丁目３－９－２Ｆ 093-551-0141 居酒屋

無法松酒造 北九州市小倉南区新道寺３１０ 093-451-0002 酒屋

以上


