
 

  

 

 

 
 

平成２１年６月１１日 

 

 

 

 

 

 

  

コンビニエンスストア「am/pm」の九州地区エリアフランチャイザーであるＪＲ九州リテール

株式会社（本社：福岡市博多区 代表取締役社長：本多 修一）及び株式会社エーエム・ピーエ

ム・ジャパン（本社：東京都港区 社長：本多 利範）と九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡市

博多区 代表取締役社長：石原 進）は、６月１５日（月）より九州地区の am/pm１１０店舗（※1）

でＳＵＧＯＣＡ電子マネー（※2）の取扱いを開始いたします。 

また、この度取扱いを開始する１１０店舗では、お買い物の決済だけでなくチャージも行う

ことができます。これにより駅以外においてもＳＵＧＯＣＡのチャージが可能となります。 

 

 

１．導入日 

平成２１年６月１５日(月) 

 

２．導入店舗 

九州地区の am/pm１１０店舗（先行導入４店舗含む） 

※ＳＵＧＯＣＡ導入店舗一覧については別紙参照 

 

３．ＳＵＧＯＣＡ割引キャンペーン 

６月１５日（月）の利用開始を記念し、九州地区の am/pm ではＳＵＧＯＣＡを使うと

対象商品が特別価格でご購入いただけるキャンペーンを実施いたします。 

 

※1 …110 店舗には先行導入の 4店舗を含みます。九州地区の am/pm は 111 店舗（2009 年 6月 15

日時点）であり、「am/pm 天神駅店」は導入致しません。 

※2 …ＳＵＧＯＣＡは九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 

 

 

 

 

～九州の am/pm１１０店舗でＳＵＧＯＣＡ電子マネーの利用とチャージサービス開始～

ＪＲ九州の駅以外でもＳＵＧＯＣＡのチャージが可能に！ 



 

  

■SUGOCA 導入店舗一覧 

・福岡県（７３店舗） 

店舗名称 店住所 店舗名称 店住所

1 吉塚駅店 福岡市博多区吉塚本町１３－２８ 38 西区愛宕１丁目店 福岡市西区愛宕１丁目１－１

2 博多金の隈３丁目店 福岡市博多区金の隈３丁目９－２ 39 下山門１丁目店 福岡市西区下山門１丁目５－２８

3 博多堅粕３丁目店 福岡市博多区堅粕３丁目１－１９ 40 周船寺駅前店 福岡市西区周船寺１丁目１－４３

4 南福岡元町２丁目店 福岡市博多区元町２丁目７－４ 41 マリノアシティ前店 福岡市西区小戸１丁目３６－２５

5 博多御供所町店 福岡市博多区御供所町１－９ 42 姪浜駅前店 福岡市西区姪浜４丁目８－１

6 博多キャナル前店 福岡市博多区住吉１丁目４－８ 43 七隈四ツ角店 福岡市城南区七隈８丁目１３－１６

7 博多春町３丁目店 福岡市博多区春町３丁目９－１８ 44 城南鳥飼７丁目店 福岡市城南区鳥飼７丁目２－２３

8 博多上牟田３丁目店 福岡市博多区上牟田３丁目１１―１８ 45 城南別府１丁目店 福岡市城南区別府１丁目４－４５

9 福岡県庁前店 福岡市博多区千代４丁目２９－３５ 46 早良昭代１丁目店 福岡市早良区昭代１丁目２－８

10 博多中洲５丁目店 福岡市博多区中洲５丁目５－１３ 47 早良昭代３丁目店 福岡市早良区昭代３丁目7-13

11 博多東那珂１丁目店 福岡市博多区東那珂１丁目３－５ 48 戸畑駅店 北九州市戸畑区汐井町１－１

12 博多駅前１丁目店 福岡市博多区博多駅前１丁目１５－２０ 49 学術研究都市店 北九州市若松区ひびきの２－１

13 博多駅前３丁目店 福岡市博多区博多駅前３丁目２５－２１ 50 城野駅前店 北九州市小倉南区城野１丁目６－１

14 博多駅前４丁目店 福岡市博多区博多駅前４丁目１－１ 51 ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州ﾃﾞｺｼﾃｨ店 北九州市小倉北区室町１丁目１－１

15 博多住吉公園前店 福岡市博多区博多駅前４丁目６－２０ 52 小倉駅店 北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

16 エキサイド博多店 福岡市博多区博多駅中央街１－１ 53 小倉駅北口店 北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

17 博多駅筑紫口店 福岡市博多区博多駅中央街５－１２ 54 黒崎駅店 北九州市八幡西区黒崎３丁目１５－１

18 博多駅東２丁目店 福岡市博多区博多駅東２丁目３－１２ 55 八幡西三ヶ森１丁目店 北九州市八幡西区三ヶ森１丁目２－１０

19 博多駅南１丁目店 福岡市博多区博多駅南１丁目３－１ 56 折尾駅店 北九州市八幡西区堀川町１－１

20 博多駅南２丁目店 福岡市博多区博多駅南２丁目１９－１５ 57 八幡駅店 北九州市八幡東区西本町３丁目６－１

21 博多冷泉町店 福岡市博多区冷泉町１０－２８ 58 門司駅店 北九州市門司区中町２－１

22 中央渡辺通店 福岡市中央区高砂１丁目１－２７ 59 二日市駅店 筑紫野市二日市中央１丁目１－１

23 中央今泉２丁目店 福岡市中央区今泉２丁目４－２６ 60 二日市北２丁目店 筑紫野市二日市北２丁目１３－１８

24 中央大名２丁目店 福岡市中央区大名２丁目９－１３ 61 赤間駅店 宗像市土穴８３１

25 中央白金１丁目店 福岡市中央区白金１丁目１８－１６ 62 赤間城山峠店 宗像市武丸字水谷２３２８－１１

26 中央舞鶴２丁目店 福岡市中央区舞鶴２丁目１－１ 63 丸善CS近大産理店 飯塚市柏の森11-6

27 中央平尾２丁目店 福岡市中央区平尾２丁目１０－１ 64 ｍｍおんが病院店 遠賀郡遠賀町大字尾崎１７２５－２

28 中央赤坂３丁目店 福岡市中央区赤坂3丁目11-41 65 久留米一番街店 久留米市東町３４－４９

29 御島崎２丁目店 福岡市東区御島崎２丁目７－３０ 66 古賀駅店 古賀市天神１丁目１－１

30 香椎駅店 福岡市東区香椎駅前１－１１－１ 67 行橋駅店 行橋市西宮市２丁目１－１

31 ｍｍ千早駅店 福岡市東区水谷２丁目８３－１ 68 筑前前原駅前店 前原市前原中央１丁目１－１７

32 千早５丁目店 福岡市東区千早５丁目４－２５ 69 太宰府向佐野店 太宰府市向佐野２丁目１３－２４

33 唐原７丁目店 福岡市東区唐原７丁目１－１８ 70 大牟田駅店 大牟田市不知火町１丁目無番地

34 和白駅前店 福岡市東区和白３丁目１０－４ 71 大野城乙金台３丁目店 大野城市乙金台３丁目１６－１０

35 福工大前駅店 福岡市東区和白丘１丁目２２－２７ 72 八女新代店 八女郡広川町大字新代１３３２－６８

36 和白病院前店 福岡市東区和白丘２丁目１１－１５ 73 福間駅店 福津市中央３丁目１－１

37 南塩原４丁目店 福岡市南区塩原４丁目１３－１８  

・大分県（１９店舗） 
店 舗名 称 店 住所

1 ｍｍ大分大学旦野原ｷｬﾝﾊﾟｽ店 大分市大字旦野原字大迫680番地1

2 大分オアシスひろば店 大分市高砂町１２番

3 大分高城駅前店 大分市高城本町１番３号

4 大分西鶴崎１丁目店 大分市西鶴崎１丁目１２２－１２

5 大分青崎店 大分市青崎２丁目１－４６

6 大分皆春店 大分市大字皆春３００番地の１

7 大分古国府店 大分市大字古国府６０７－２

8 大分大道町３丁目店 大分市大道町３丁目４－５１

9 大分大道町４丁目店 大分市大道町４丁目２－３１

10 大分中央町２丁目店 大分市中央町２丁目７－２９

11 大分東浜１丁目店 大分市東浜１丁目５－１４

12 大分南津留店 大分市南津留１０－６

13 大分府内町１丁目店 大分市府内町１丁目１－２７

14 大分駅店 大分市要町１－１

15 中津駅店 中津市大字島田２１９－２

16 別府駅店 別府市駅前町１２－１３

17 別府光町店 別府市光町２１－１８

18 別府南的ヶ浜町店 別府市南的ヶ浜町５－１９

19 別府末広町店 別府市末広町３－７  

・熊本県（１２店舗） 

店舗名称 店住所

1 熊本花畑町店 熊本市花畑町１３－２１

2 熊本市役所前店 熊本市花畑町９－６

3 熊本九品寺１丁目店 熊本市九品寺１丁目７－１７

4 熊本秋津新町店 熊本市秋津新町２－１４

5 熊本駅店 熊本市春日３丁目１５－１

6 上熊本２丁目店 熊本市上熊本２丁目１８－５６

7 熊本新市街店 熊本市新市街６－１３

8 熊本中央街店 熊本市中央街４－１６

9 熊本本荘２丁目店 熊本市本荘２丁目３－２７

10 阿蘇西原店 阿蘇郡西原村大字布田字境塚１０３４－６

11 熊本富合店 下益城郡富合町古閑１０８３－３

12 熊本菊池旭志店 菊池市旭志伊坂５５５－１  

・佐賀県（３店舗） 

店舗名称 店住所

1 佐賀駅店 佐賀市駅前中央１丁目11-10号

2 佐賀駅バスセンター店 佐賀市駅前中央１丁目４２番地

3 鳥栖駅店 鳥栖市京町７０９番地  

・長崎県（３店舗） 

店舗名称 店住所

1 長崎三芳町店 長崎市三芳町１－５０

2 浦上駅店 長崎市川口町１－５０

3 長崎駅前店 長崎市尾上町１－１  

別 紙 


