
くるめエコ・パートナー事業所会員一覧

事業所名 業種
郵便番

号
所在地 電話番号 FAX番号 特典 特典内容 特典の条件

カフェ　ファディ　久留米店 小売 830-0001 小森野２丁目１７番１２号 37‐9036 37‐9040 有
エコポイント３ポイント（６７０円分）進呈
（当店会員さまになっていただく）

エコバッグ持参

ホテルマリターレ創世　洗詩台「中村孝明」
創世店

飲食 830-0003 東櫛原町９００番地 35-3511 35-3599 有
1ドリンクサービス（会員証1枚につき最
大6名様まで。その他割引と併用不可）

マイはし持参

ホテルマリターレ創世　貸切レストラン「プラ
イベートダイニング アメニータ」

飲食 830-0003 東櫛原町９００番地 35-3511 有
1ドリンクサービス（会員証1枚につき最
大6名様まで。その他割引と併用不可）

マイはし持参

久留米ガス株式会社 都市ガス 830-0003 東櫛原町１０８９番地 36-2607 88-7089 有 粗品進呈 ショールームへの来店

（有）エクセレントショップ内田 その他 830-0003 東櫛原町１５１２番地５ 32-9225 32-9335 有
工事代金5万円以上で3千円分のクオ
カードプレゼント

会員証の提示のみ

自転車流通卸売りセンターBROC合川店
小売

（自転車）
830-0003 東櫛原町２８４番地１ 37-3585 46-5144 有

メンバー会員料金無料　ワイヤー錠プレ
ゼント

自転車のお買い上げ・会員
証の提示

料亭魚よし 飲食 830-0017 日吉町２５番地２ 34-4285 32-1888 有
何杯飲んでも生ビール半額、ハイボール
100円

会員証の提示のみ

つる屋 飲食 830-0017 日吉町２６番地２３ 39-6768 有 生ビール１杯サービス マイはし持参

仙人掌 飲食 830-0017 日吉町１２番地５９ 090-4990‐2219 有 １グループ５００円割引 会員証の提示のみ

津留崎自転車商会
小売

（自転車）
830-0017 日吉町１１１番地 33-5664 33-5664 有

パンク修理1,300円を1,000円にいたしま
す

会員証の提示のみ

（株）モダン　グリーンフィールズ 小売 830-0021 篠山町３９７番地４ 33-4022 38-7580 有 年５回の展示会（バーゲン含む）ご案内
店の顧客台帳に記載される
こと

シャンブル 飲食 830-0023 中央町１４番地５ 34‐1146 有 ２０ポイントにてランチ１食サービス マイはし持参

酒菜　まつげん 飲食 830-0023 中央町２４番地９ 33-2517 33-2539 有 小鉢等（３００円相当）サービス 会員証の提示のみ

(有)割烹　福寿し 飲食 830-0023 中央町２７番地１２ 0120-38-6789 38-5789 有 全商品５０円引き 会員証の提示のみ

地場産くるめ　JR久留米駅店 小売 830-0028 京町８７番地１２ 27-5510 27-5510 有 レジにて２円引き エコバッグ持参

エイト・モダン 飲食 830-0031 六ツ門町１０番地４３ 32-0655 有 全商品５０円引き マイはし持参

一平 飲食 830-0031 六ツ門町２１番地１ 39-5151 39-5151 有 １０円プレゼント マイはし持参

ばった屋 飲食 830-0031 六ツ門町２０番地４ 32-6023 32-6023 有 フルーツサービス マイはし持参

市民活動サポートセンター　みんくる その他 830-0031 六ツ門町３番地１１　くるめりあ六ツ門６F 30-9067 30-9068 有 エコバッグの無料貸し出し 会員証の提示のみ

（株）ツジ薬局 小売 830-0031 六ツ門町２番地１３ 32-4245 32-0227 有 エコポイント付きます エコバッグ持参

ホテルニュープラザ その他 830-0031 六ツ門町１６番地１ 38-6155 38-6583 有
レストランメルシー10％（その他割引との
併用不可）

マイはし持参

ぼんぼり 飲食 830-0031 六ツ門町２２番地１５ 39-3588 39-3588 有 小鉢を１００円で提供 会員証の提示のみ

地場産くるめ　六ツ門店 小売 830-0031 六ツ門町７番地１３ 36-0006 36-0006 有 レジにて２円引き エコバッグ持参

星出自転車商会
小売

（自転車）
830-0031 六ツ門町６番地４１ 32-2517 32-2517 有 無料点検 会員証の提示のみ

西鉄ストア　久留米タミー店 小売 830-0032 東町３１６番地２ 34-3421 32-8602 有
買物袋（ポリ袋）を辞退で「ナイスカード」
「スターニモカカード」のエコポイントを２
ポイント付与（ただしカード入会が必要）

エコバッグ持参

旬亭 飲食 830-0032 東町３６１番地９ 37-1706 37-1706 有 小鉢一品サービス 会員証の提示のみ
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くるめエコ・パートナー事業所会員一覧

事業所名 業種
郵便番

号
所在地 電話番号 FAX番号 特典 特典内容 特典の条件

季の花 飲食 830-0032 東町３１番地２２ 33-7683 33-7683 有 １０％引き ご予約のお客様

株式会社　陶器乃つる 小売 830-0032 東町３１番地３２ 39-5001 39-5551 有 １０％引き（セール品は除く） 会員証の提示のみ

東横INN西鉄久留米駅東口 その他 830-0033 天神町3丁目93-4 35-1045 35-1046 有
２泊利用で掃除不要の場合、300円割引
３泊利用の場合、600円割引

会員証の提示のみ

自転車流通卸売りセンターBROC駅前店
小売

（自転車）
830-0034 大手町１番地６　ぴーこっく１F 38-3946 38-3784 有

メンバー会員料金無料　ワイヤー錠プレ
ゼント

自転車のお買い上げ・会員
証の提示

家族の健康を提案する雑貨店　ごごのひ
だまり

小売 830-0036 篠原町４番地 48-4321 48-4321 有 商品サンプル 会員証の提示のみ

エールカフェ 飲食 830-0037 諏訪野町１８３０番地６ 30-7901 30-7911 有
ポイントカードに１ポイント付与、１０ポイ
ントでコーヒー１杯無料

マイはし持参

有限会社　銀のすぷーん 小売 830-0037 諏訪野町２７２１番地 35‐0092 35-8707 有 ポイントカードに５ポイント進呈 エコバッグ持参

株式会社ECOM
小売

（家電）
830-0037 諏訪野町1826-5 ECOMビル2階 46-3111 46-3112 有 1万円分商品券プレゼント スマート電化商品の導入

スマート電化のエコムシステムズ
小売

（家電）
830-0037 諏訪野町1826-5 ECOMビル3階 0120-70-1964 65-9706 有 3万円分商品券プレゼント

スマート電化商品の導入（エ
コキュート）

本村自転車店
小売

（自転車）
830-0038 西町１０４３番地 32-5749 32-5749 有 無料点検 会員証の提示のみ

西鉄ストア　花畑店 小売 830-0039 花畑1-23-2 46-8228 46-8220 有
「ナイスカード」「スターニモカカード」のエ
コポイントを付与（ただしカード入会が必
要）

エコバッグ持参

中村自転車店
小売

（自転車）
830-0042 荘島町１４番地１２ 33-5044 33-5044 有 無料点検 会員証の提示のみ

久留米電気商会 その他 830-0045 小頭町5-1 32-3535 32-3558 有 粗品プレゼント ご成約の方

サイクルショップ　タナカ
小売

（自転車）
830-0046 原古賀町２７番地６ 33-5063 33-5063 有 無料点検 会員証の提示のみ

はなえ矯正歯科 その他 830-0047 津福本町３２２番地　１F 30-0930 30-0930 有 歯並び相談無料 会員証の提示のみ

新日本住宅株式会社 その他 830-0047 津福本町1249-6 35-4526 36-1381 有
太陽光発電システム・蓄電池のお見積り
を　(無料)

会員証の提示のみ

ちっご川　上津店 飲食 830-0052 上津町１１８２番地２ 22-7373 22-7373 有 小鉢サービス（一品） 会員証の提示のみ

エフコープ生協　久留米店 小売 830-0055 上津１丁目１５番３号 21-0288 21-0299 有
アップルポイントカード（エフコープぷる
か）に１ポイント進呈（ただしカード入会
が必要）

エコバッグ持参

うなぎの中村 飲食 830-0055 上津２丁目８番２８号 21-1000 21-1000 有 小鉢１品サービス マイはし持参

株式会社ベスト電器　久留米南店
小売

（家電）
830-0056 本山２丁目４番２０号 21-0002 21-0004 有 記念品進呈

４つ星以上の省エネラベル
商品購入

中園商店 小売 830-0062 荒木町白口２２６５番地１１ 26-3322 26-3322 有 サンキューカードに１ポイント進呈 エコバッグ持参

Aコープ　あらき店 小売 830-0062 荒木町白口２３１７番地３ 26-7895 26-7899 有 A-コープポイントカードに２ポイント進呈 エコバッグ持参

ヘアメイクオレンジAST その他 830-0062 荒木町白口３００１番地１ 27-1188 27-1441 有 技術料金２０％OFF 会員証の提示のみ

石橋鮮魚店 小売 830-0063 荒木町荒木851番地10 27-3345 27-3345 有 サンキューカードに１ポイント進呈 エコバッグ持参

セイブ 小売 830-0063 荒木町荒木１番地６ 27-1212 27-3241 有 食堂設置用のはしを提供 事業所がマイはしにする際

自転車流通卸売りセンターBROC荒木店
小売

（自転車）
830-0063 荒木町荒木４８６番地４ 26-8424 51-4060 有

メンバー会員料金無料　ワイヤー錠プレ
ゼント

自転車のお買い上げ・会員
証の提示
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くるめエコ・パートナー事業所会員一覧

事業所名 業種
郵便番

号
所在地 電話番号 FAX番号 特典 特典内容 特典の条件

株式会社ベスト電器　アウトレット安武店
小売

（家電）
830-0072 安武町安武本３０５６番地５０ 27-3431 27-3617 有 記念品進呈

４つ星以上の省エネラベル
商品購入

美容室Ａ＆Ｙ その他 830-0073 大善寺町宮本４３０番地１ 26-4891 26-4891 有 300円値引き
会員証の提示
（ブローセットが不必要な方
はお申し付けください）

西鉄ストア　三潴店 小売 830-0101 三潴町早津崎８１１番地１ 65-0528 64-4558 有
「ナイスカード」「スターニモカカード」のエ
コポイントを２ポイント付与（ただしカード
入会が必要）

エコバッグ持参

焼きとり　孝 飲食 830-0103 三潴町高三潴２２４番地３ 65-0410 有 生ビール最初の１杯５０円引き マイはし持参

炭火焼　いっこん 飲食 830-0105 三潴町草場１１８番地５ 65-1750 65-1750 有 ５０円引きチケット マイはし持参

ゆう貴 飲食 830-0111 三潴町西牟田６５２９番地９ 65-0417 有 会計時１グループにつき５０円引き マイはし持参

ブラームスイシイブレッド 小売 830-0112 三潴町玉満３０６８番地４ 51-6032 51-6032 有 購入商品の量により、１～３円引き
エコバッグ持参、「袋・包装い
りません」とおっしゃる方

秀松 飲食 830-0115 三潴町壱町原４１２番地２ 64-4957 64-4957 有 小鉢一品サービス マイはし持参

カジュアルレストラン　茶居夢 飲食 830-0204 城島町内野２６３番地１ 62-6516 62-6516 有 キャンディーサービス マイはし持参

居酒屋　大磯 飲食 830-0207 城島町城島３８番地６ 62-6274 有 相当のサービス マイはし持参

焼きとり　蔵 飲食 830-0211 城島町楢津１３２９番地１ 62-5151 有 小鉢１品サービス 会員証の提示のみ

海鮮寿し処　たか山 飲食 830-0216 城島町江島２番地３ 62-2082 62-2084 有
生ビール(毎杯)５０円引きorソフトドリンク
（初杯）サービス

会員証の提示のみ

アクティブワン　こが
小売

（家電）
830-1103 北野町金島１９９２番地３ 78‐3752 78-4707 有 自店商品券　1,000円分プレゼント

対象の省エネラベル商品５
万円以上購入

株式会社　福岡生物産業開発研究所 その他 830-1113 北野町中２７５番地８ 78-6135 78-0201 有
堆肥（30Ｌ袋）1000円を20％引き、堆肥
化促進剤（10Ｌ袋）2000円を20％引き

会員証の提示のみ

黒岩デンキ
小売

（家電）
830-1114 北野町高良１０１４番地１ 78-3411 78-3964 有 粗品プレゼント

対象の省エネラベル商品購
入

クローバー電機
小売

（家電）
830-1122 北野町今山８６２番地３８ 41‐3600 41‐3601 有 記念品進呈

対象の省エネラベル商品購
入

マミーズ　西牟田店 小売 833-0053 筑後市大字西牟田４３３０番地１ 52-5445 52-0248 有 マミーズカード　１ポイント進呈 カード入会

A-プライス　久留米店 小売 839-0809 東合川８丁目７番２５号 45-1015 45-1004 有
A-プライスポイントカードに１ポイント付
与（カード入会が必要）

エコバッグ持参

地場産くるめ 小売 839-0809 東合川５丁目８番５号 44‐3700 43‐1020 有 レジにて２円引き エコバッグ持参

株式会社ベスト電器　久留米本店
小売

（家電）
839-0809 東合川３丁目２番８号 45-3546 45-3540 有 記念品進呈

４つ星以上の省エネラベル
商品購入

Amber 小売 839-0809 東合川７丁目１０番３６号 45-1017 45-1017 有
５万円以上のご購入で木の小物プレゼ
ント

会員証の提示のみ

自転車流通卸売りセンターBROC山川店
小売

（自転車）
839-0813 山川市ノ上町９番２６号 43-3118 43-9748 有

メンバー会員料金無料　ワイヤー錠プレ
ゼント

自転車のお買い上げ・会員
証の提示

株式会社　小林建設 その他 839-0817 山川町１６６１－１ 44-2228 44-6336 有
抗酸化加工グッズ試供品「万能粉石け
ん　えみな」プレゼント

会員証の提示のみ

原自転車店
小売

（自転車）
839-0824 善導寺町飯田６７１番地３ 47-0333 47-0333 有 空気入れ・虫ゴム調整・ブレーキ点検 会員証の提示のみ

マダサイクル
小売

（自転車）
839-0824 善導寺町飯田438-13 47-1102 47-1102 有 空気入れ・ブレーキ点検無料 会員証の提示のみ

イワイスポーツサイクル
小売

（自転車）
839-0862 野中町９８２番地 32-6708 33-9393 有

空気入れ、ブレーキ点検無料
現金お支払い時3％分の商品券をプレ
ゼント

会員証の提示のみ
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くるめエコ・パートナー事業所会員一覧

事業所名 業種
郵便番

号
所在地 電話番号 FAX番号 特典 特典内容 特典の条件

こくぶ屋 飲食 839-0863 国分町１１９７番地２ 21-3607 有 ドリンク１杯サービス 会員証の提示のみ

牛島自転車商会
小売

（自転車）
839-0863 国分町２２３番地 22-3113 22-3113 有 無料点検 会員証の提示のみ

サイクランド　シライシ
小売

（自転車）
839-0863 国分町１９９５番地３ 22-1636 21-8964 有 無料点検 会員証の提示のみ

サイクルスター　たかいら
小売

（自転車）
839-0863 国分町１５２７番地３ 21-7327 21-3302 有 空気入れ無料サービス＆無料点検 会員証の提示のみ

カントリーハウス株式会社 小売 839-0863 国分町２２７番地１１ 65-9408 65-9409 有
自衛隊限定「整列休め」（緑茶）１本プレ
ゼント

会員証の提示のみ

田主丸ガーデン その他 839-1222 田主丸町志塚島９０７ 0943-73-0087 0943-73-0087 有 花苗プレゼント エコバッグ持参

Aコープ　田主丸店 小売 839-1234 田主丸町豊城７５番地１ 0943-73-1410 0943-73-1410 有 Aコープポイント２ポイント進呈 エコバッグ持参

清乃屋 飲食 839-1405 うきは市浮羽町古川１０９９番地３ 0943-77-2188 0943-77-3270 有
外来入浴200円引き　500円→300円　子
どもは100円

会員証の提示のみ

マックスバリュ櫛原店 小売 830-0003 東櫛原町１１２２番地１ 35-1210 35-1215 無

中華キング 飲食 830-0017 日吉町４番地２３ 32-0740 無

喫茶　うらら 飲食 830-0023 中央町３２番地１８ 32‐0958 無

株式会社　蔵屋 小売 830-0045 小頭町９４番地 32-3695 32-6465 無

マックスバリュ久留米西店 小売 830-0048 梅満町４９０番地１１ 37-8823 37-8836 無

鳩屋　別館 飲食 830-0048 梅満町１１２０番地 32-4880 32-4883 無

スーパーモリナガ　津福店 小売 830-0061 津福今町４１６番地２ 46-5566 46-5577 無

ザ・ビッグエクスプレス北野店 小売 830-1114 北野町高良１０５０番地 23-1250 23-1255 無

喫茶　玖留見 飲食 830-8520 城南町１５番地３ 33-7400 39-7837 無

道の駅くるめ農産物直売館 その他 839-0822 善導寺町木塚２２１番地３３ 47-4111 47-4220 無

ザ・ビッグ十三部店 小売 839-0862 野中町３８９番地１ 23-7111 43-1615 無

マックスバリュ田主丸店 小売 839-1234 田主丸町豊城１８９５番地 0943-74-1530 0943-74-1540 無

東建工業株式会社 その他 830-0046 原古賀町25-11 35-4546 37-2103 無

レソルエナジー株式会社
小売

（家電）
839-0801

宮ノ陣5-14-2
リバーリン宮の陣ビル
1Ｆ2Ｆ

65-9156 65-9157 無

有限会社フレッシュフルーツメイト 小売 839-0841 御井旗崎4丁目2-26 44-8575 44-8519 無

内山緑地建設株式会社 その他 839-1214 田主丸町地徳３５５８－１ 0943‐72‐2138 0943‐73‐2928 無

（※）特典内容は、予告なく変更または終了される場合があります。
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