
本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3丁目 25番 21 号

平成22年 1月 27日

２月１日にスタートする          

ポイント対象加盟店が揃いました。

ＳＵＧＯＣＡポイントの対象加盟店（平成２２年２月１日スタート分）が決定しま

したのでお知らせいたします。お買い物にもお得で便利なＳＵＧＯＣＡをぜひご利用

ください。

１． ＳＵＧＯＣＡポイントサービス開始日

平成２２年２月１日（月）

２． ＳＵＧＯＣＡポイント対象加盟店

   全２６６店舗
（詳細は、別紙をご参照ください。）       

３． 対象加盟店での「ＳＵＧＯＣＡポイント」サービス内容

ＳＵＧＯＣＡポイント対象加盟店で、ＳＵＧＯＣＡ電子マネーをご利用の際に

ＳＵＧＯＣＡポイントをおつけします。

例えば、トランドールでの電子マネーのご利用で、

２００円（税込）あたり１ポイント（０.５％分）付与！
※ １ポイント未満のポイントは切り捨てとなります。

（付与率は、店舗により異なります。詳しくは、別紙をご参照ください。）

ＳＵＧＯＣＡポイント対象加盟店については、今後も順次拡大していく予定です。

ＳＵＧＯＣＡポイント対象加盟店について詳しくは、ホームページをご覧ください。

ＳＵＧＯＣＡでお買い物  で検索

いよいよ始まるお得なＳＵＧＯＣＡポイント！

＜お問合せ先＞

事業開発本部企画部

カード事業プロジェクト

℡ 092-474-7259

おすすめポイント ①

博多デイトスでは、「デイトス倶楽部カード」をお持ちの方だと、あわせて

デイトス倶楽部カードのポイント（１００円に１ポイント）も付与されます！

（注）「デイトス倶楽部カード」のポイントは、ＳＵＧＯＣＡポイントではありません。

おすすめポイント ②

ドラッグイレブンでは、「パピーポイントカード」をお持ちの方だと、あわせて

パピーポイントカードのポイント（１００円に１ポイント）も付与されます！

（注）「パピーポイントカード」のポイントは、ＳＵＧＯＣＡポイントではありません。

ＳＵＧＯＣＡポイント対象店は、
このステッカーが目印です



■ ＳＵＧＯＣＡポイント加盟店 （平成22年2月1日スタート分）　

会社名（施設名） 店舗名 付与率
ドラッグイレブン ドラッグイレブンＪＲ八幡駅店

ドラッグイレブンＪＲ福工大前駅店
ドラッグイレブン下曽根駅前店
ドラッグイレブン大野城川久保店
ドラッグイレブン小倉魚町店
ドラッグイレブン西新店
ドラッグイレブン赤坂店
ドラッグイレブン中洲川端店
ドラッグイレブン博多駅前店
ドラッグイレブン天神警固店
ドラッグイレブン六本松店

ジェイアール九州フードサービス 驛亭　小倉駅店
驛亭　吉塚駅店
驛亭　博多デイトス店
うまや　博多駅前店
うまや　キャナルシティ店
博多味処ちくし
鉄板串焼ちくし
てえ吉（博多駅筑紫口）
福岡華都飯店（天神）
そば茶屋にはち（キャナルシティ）
ミニョン　博多店
ミニョン　マイング店
ミニョン　黒崎店
驛辯當　博多東口店
驛辯當　博多西口店
吉野家　エキサイド博多店
吉野家　博多駅地下街店
吉塚甘党屋
遠賀川甘党屋
まるうまラーメンぷらっと博多No.1
まるうまラーメンぷらっと博多No.3
まるうま博多デイトス店
まるうまラーメン吉塚駅店
ぷらっとラーメン小倉駅店
まるうま千早店
まるうま八幡店
門司港うどん店
玄海うどん店
小倉ホームうどん店
戸畑うどん店
山笠黒崎うどん店
大牟田うどん店
中津うどん店
紗舞館門司港駅店

トランドール トランドール　小倉駅アミュプラザ店
トランドールプチ　西小倉駅店
トランドール　戸畑駅店
トランドール　八幡駅店
トランドール　黒崎駅店
トランドール　海老津駅店
トランドール　赤間駅店
トランドール　東郷駅店
トランドール　福間駅店
トランドール　千早駅店
トランドール　吉塚駅店
トランドール　博多駅店
トランドール　南福岡駅店
トランドール　二日市駅店
トランドール　鳥栖駅店
トランドール　大牟田駅店
トランドール　中津駅店
トランドール　行橋駅店
トランドール　佐賀駅店
トランドール　直方駅店
トランドール　姪浜駅店
トランドールプチ　福工大前駅店

ジェイアール九州ファーストフーズ ミスタードーナツ・ＪＲ小倉ショップ
ミスタードーナツ・ＪＲ黒崎ショップ
ミスタードーナツ・ＪＲ佐賀ショップ
ケンタッキーフライドチキン・ＪＲ門司店
ケンタッキーフライドチキン・ＪＲ黒崎店
ケンタッキーフライドチキン・ＪＲ博多店
ケンタッキーフライドチキン・ＪＲ大牟田店
ケンタッキーフライドチキン・ＪＲ行橋店
ケンタッキーフライドチキン・エキサイド博多店
モスバーガー・エキサイド博多店
シアトルズベストコーヒー・博多駅筑紫口店
シアトルズベストコーヒー　九州大学病院店
サブウェイ　九州大学病院店

博多ターミナルビル 木村屋
（博多デイトス） 優乃華のやきそば屋

二葉亭　博多デイトス店
そば処・弥五郎　博多デイトス店
洋麺屋ピエトロ　博多デイトス店
博多めん処　峰松本家　博多デイトス店
皇上皇　博多デイトス店
実演手打うどん杵屋　博多デイトス店
ベティママ博多デイトス店

0.5%（200円に１Ｐ）
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会社名（施設名） 店舗名 付与率
博多ターミナルビル タピオカ専門店クィクリー　博多駅店
（博多デイトス） 久原本家　椒房庵　クッチーナ茅乃舎

博多うち川
長谷川
ワイン仕込辛子明太子あき乃家
竹八漬
壱岐の島
ひよ子本舗吉野堂　博多デイトス２号店
明月堂博多デイトスⅡ号店
筑紫菓匠　如水庵　博多デイトス２号店
岩政
きらら
久留米絣・博多織　そのや
福寿園　博多冨春園店
石村萬盛堂　博多デイトス店
明月堂博多デイトスⅠ号店
ひよ子本舗吉野堂　博多デイトス１号店
博多菓匠　左衛門　博多デイトス店
筑紫菓匠　如水庵　博多デイトス１号店
二○加せんぺい本舗　東雲堂
博多の女本舗二鶴堂
丸芳露　北島
はかたや本舗
スイート ロマン藤田屋　博多デイトス店
菓舗うぐ島
博多ラーメン市場
めんたい工房　ふく富
千鳥屋本家
焼鳥司
海鮮・天ぷら　味のろくでん
日本再生酒場　もつやき処い志井
立ち呑み酒場よかたい博多デイトス店
竹乃屋
もつ鍋おおやま　博多デイトス店
博多さかなや食堂　辰悦丸
カメラのキタムラ博多　博多デイトス店
ベイブルック　キュア
ランジェリーショップジュネワコー
マーブルインク
サリア
ＬＵＳＨ
バンテルン博多デイトス店
ポルカドット
コクミンドラッグ　博多ヘルシー店
ＩＴＳ’ＤＥＭＯ
ハンキーパンキー
ラティス
フレグランス　パフルール
ロニースコッツ
ムジコム
トゥディ　リュクス
ミスタードーナツ　博多ステーションショップ
上島珈琲店
デイトスサービスカウンター
イタリア料理カプリチョーザ
とんかつ浜勝　博多デイトス店
陶板焼き　ハンバーグ俵屋
てんぷら割烹　かじ天
印度カレー
カフェド・ヴァンヴェール
海鮮・天ぷら　味のろくでん
博多三昧　まるとく食堂
八仙閣　博多デイトス店
海鮮料理　まぐろ屋
因幡うどん　博多デイトス店
博多鯛めしと日本料理　石蔵
そば茶屋　文六　博多デイトス店
ステーキサロン・アンガス
サンマルクカフェ
カフェ　ザンドゥー　スウィート　ラボ
ミルク
占い博多の母
靴修理と合鍵の店リペアランド
スパクイーンズウェイ
ＳＯＨＯ博多デイトス店
サンデーシューズ
リンクイットオール
香鳥屋
占い五大院
シューズ　ハナビシ
アビアント
ロハスビクトリアス　博多デイトス
ユーシーシー　カフェ　コンフォート
シティコンタクト　博多デイトス店
イング
ラバーラ　　博多デイトス店
アンド　フォーエバー
チュチュアンナ
アモ

0.5%（200円に１Ｐ）
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〔 別　紙 〕

会社名（施設名） 店舗名 付与率
博多ターミナルビル ジュエル　博多デイトス店
（博多デイトス） オンデーズ　博多デイトス店

スーヴニール
ニコ　アンド
グリーンパークストピック
サマンサモスモス　ケイッティオ
レプシィムローリーズファーム
ＤＨＣ博多デイトス直営店
ジ　エンポリアム
ベルタ　デ　ビアンカ
オッズ　オネスト
プラティノ　ロッサ
トランジット　ラウンジ
ココ　ディール
オパール博多
あしながおじさん
クリーニングの洗光舎博多デイトス店
コスタコート
コクミンドラッグ　博多デイトス店
メトロ書店　博多デイトス店
グラタン　ドリアのグランタン

博多ターミナルビル 積文館書店
（佐賀デイトス） コクミンドラッグ

匠の店　佐賀工房
サンのり
北島
村岡屋

博多ターミナルビル 姪浜コクミン薬局
（姪浜デイトス） 福岡金文堂　姪浜店

ＳＯＨＯ姪浜デイトス店
福寿園　姪浜店
明月堂　姪浜デイトス店
カフェ・ド・風月

分鉄開発 ロッテリア 姪浜デイトス店
ジェイアール九州都市開発 ＪＲ九州ホテル小倉

ＪＲ九州ホテル福岡
小倉ターミナルビル 佳乃季

ドゥ・ラ・ガール
九州鉄道記念館 九州鉄道記念館
関門活魚 和洋レストラン　三井倶楽部
博多鉄道構内営業 寿軒ホームうどん売店
中央軒 ㈱中央軒　鳥栖駅待合室売店
門司港レトロビール 門司港地ビール工房

小倉焼鳥家元　羽鳥屋笑吾
ホテル日航福岡 ホテル日航福岡　ティー&カクテルラウンジ
八百治博多ホテル 株式会社八百治博多ホテル
アサヒビール園 アサヒビール園　博多店
うどん・そば筑前 うどん・そば筑前
大福 大福うどんエキサイド店
因幡うどん 因幡庵 エキサイド店
UCCフードサービスシステムズ UCCカフェプラザ　博多駅ビル店
ブレンズ ブレンズ
左衛門 博多菓匠　左衛門　博多駅マイング店
二鶴堂 ニ鶴堂マイング店Ａ
明月堂 ㈱明月堂　博多駅マイング店
ハウスオブローゼ マイング・ハウスオブローゼ

博多駅地下街・ハウスオブローゼ
千鳥屋本家 マイング・千鳥屋本家

千鳥屋本家　アミュプラザ小倉店
ヤマト運輸 ヤマト運輸中央街ＪＲカウンター
白洋舎 白洋舎博多駅サービス店
ＢＵＮコーポレーション カフェクロワッサン小倉駅店
サイバック サイバック博多駅前店

サイバック箱崎店
駅レンタカー九州 駅レンタカー小倉駅営業所

駅レンタカー博多駅営業所
駅レンタカー久留米駅営業所
駅レンタカー中津駅営業所

駐車場 ＪＲ戸畑駅立体駐車場
ＪＲ吉塚駅立体駐車場
ＪＲ吉塚駅駐車場
エキサイド博多駐車場
ＪＲ門司駅立体駐車場
ＪＲ八幡駅立体駐車場
ＪＲ福間駅立体駐車場
ＪＲ福工大前駅立体駐車場
ＪＲ千早駅地下駐車場　
フレスタ南福岡駐車場
南福岡元町立体駐車場
ＪＲ二日市駅立体駐車場

コインロッカー ロッカー・小倉駅
（ＳＵＧＯＣＡ対応ロッカー） ロッカー・戸畑駅

ロッカー・黒崎駅
ロッカー・折尾駅
ロッカー・香椎駅
ロッカー・吉塚駅
ロッカー・博多駅東口改札前
ロッカー・博多駅旅行支店前

0.5%（200円に１Ｐ）

3


	100127ＳＵＧＯＣＡポイント加盟店プレス.pdf
	100127別紙・ポイント加盟店リスト（100127プレス）

