
エコファミリー応援事業協賛企業　【応援パスポート特典】　※令和3年3月26日時点

※五十音順、敬称略

協賛企業名
店舗名

※企業名と異なる場合
パスポート特典内容

エコふぁみ
ポイント

郵便番号 住所 電話番号 URL

1 合資会社味由 うどん・そば 味由
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、1,000円以上ご飲食された方は１０％
割引します。

○ 838-0813 福岡県朝倉郡筑前町依井394-1 0946-22-5118

2 株式会社ICHI 焼肉酒家 牛さくら　京町本店
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、ドリンク一杯サービスします。

○ 802-0002 北九州市小倉北区京町1-5-22　1F 093-522-4355 http://gyusakura.owst.jp/

3 いち和株式会社 かねやす本店
お料理をご注文のお客様は、エコファミ
リー応援パスポートのご提示で、ソフトドリ
ンク１杯サービスします。

○ 808-0123 北九州市若松区有毛2464 093-741-1131 http://www.kaneyasu.com/

4 インド料理 ニューサイノ
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、デザート（アイス）をサービスします。

× 811-3218 福津市手光南1-6-1第3山田ビル 0940-42-1995 https://newsaino.jimdofree.com/

5 株式会社魚義 料亭　魚よし

1人5,500円以上の会費かつ10名様以上
で、エコファミリー応援パスポートをご提示
いただくと、①プレミアム飲み放題か②料
理グレードワンランクアップします。

○ 830-0017 久留米市日吉町25-2 0942-34-4285 https://www.facebook.com/ryouteiuoyoshi/

6 うどん人生たもん
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、手作りふりかけプレゼントします。

○ 830-1114 久留米市北野町高良1363-3 0942-78-0067

7 欧風Ｃｕｒｒｙ クルックー
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、お会計より５０円割引します。

× 812-0044 福岡市博多区千代4-29-51 河野ビル102 092-409-4998 https://www.instagram.com/Oufucurrykuruukuu

8 株式会社釜揚げ牧のうどん 釜揚げ牧のうどん

エコファミリー応援パスポートご提示の
上、お食事または商品購入のお客様にう
どん玉２玉と「うどん用特製みそ風味タレ
２個」をご提供します。※各店先着30名様

× https://www.makinoudon.jp/

9 キクヤス・カフェ
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、ソフトドリンク１杯サービスします。

○ 829-0301 築上町大字椎田991 0930-56-0132 http://kikuyasucafe.jimdo.com/

10 九州労働金庫

エコファミリー応援パスポートのご提示
で、自然のチカラで汚れを落とすフロッ
シュ食器用洗剤（100ｍｌ）をプレゼントしま
す。※各店先着5名様

× https://kyusyu-rokin.com/

11 一般社団法人こがみらい CREATE SPACE MIRACO
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、イートインのランチセットと日替定食を
30円引きします。

○ 811-3101 古賀市天神1-12-25　くまやビル1F 090-7440-5708 https://csmiraco.com/

12 讃岐うどん　いしい
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、350円以上のお食事された方に対し５
０円割引します。

× 830-0052 久留米市上津町2561-2 0942-22-5446

13
世界にひとつだけの焼きカレー
プリンセスピピ門司港

お食事された方は、エコファミリー応援パ
スポートのご提示と、当店会員登録で、和
牛ローストビーフ（ハーフサイズ）をプレゼ
ントします。

× 801-0841 北九州市門司区西海岸1-4-7 093-321-0303 http://princess-phiphi.com/

14 合資会社だいこう 旬の味　博多の味　まいど

エコファミリー応援パスポートのご提示
で、御食事をされる方に対し、博多辛子明
太子（１グループに１皿）をサービスしま
す。

○ 810-0021 福岡市中央区今泉1-21-3-2F 092-716-6466 https://maido14.owst.jp/
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15 ちっご川上津店
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、ソフトドリンク一杯サービスします。

○ 830-0052 久留米市上津町1182-2 0942-22-7373 https://www.facebook.com/chiggogawa/

16 ちゃぶ屋
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、500円以上お食事された方に対し、ソ
フトドリンク1杯サービスします。

× 806-0028 北九州市八幡西区熊手2-1-9 093-631-6122 https://chabuya.owst.jp/

17 電’Ｓ ながお
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、1,000円以上購入の方は10％割引しま
す。

○ 838-0126 小郡市二森271-3 0942-72-1491

18 どんぐり
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、1,000円以上ご飲食されたお客様に対
し、合計の５％を割引します。

× 871-0913 築上郡上毛町垂水338-1 0979-72-3988

19 箱崎水族舘喫茶室

エコファミリー応援パスポートのご提示
で、お一人様一回につき飲食代より１００
円引きいたします。（イベント等の場合適
用できない時があります）

○ 812-0053 福岡市東区箱崎1-37-21 092-986-4134 http://www.hakosui.net/

20 樋田電機店
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、抽選で粗品を進呈します。

○ 828-0021 豊前市八屋1891-17 0979-83-2559

21 ㈱ビストロくるるん デリ＆ビュッフェ　くるるん

道の駅おおき内レストランにてエコファミ
リー応援パスポートをご提示いただくと、
当店発行のポイントカードに通常の２倍の
ポイントを付与します。（一度に10ポイント
まで）

○ 830-0405 福岡県三潴郡大木町大字横溝1331-1 0944-75-2151 http://michinoeki.kururun.jp/e963.html

22 福岡トヨタ自動車株式会社

エコファミリー応援パスポートのご提示
で、
・オイル交換実施時のオイル交換費用を
当社の通常価格より５０％引きします。
・エコタイヤ交換時のタイヤ代を当社通常
価格より２０％引きします。
・バッテリー交換時のバッテリー代を当社
通常価格より１０％引きします。
・C.A.Wウォッシュメンテを１，１００円で提
供します。（通常価格２，２００円）
※全ての特典において国産車に限る

× https://www.fukuoka-toyota.jp/

23 ㈱ぶぜん街づくり会社 道の駅豊前おこしかけ
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、地場産お米店頭販売価格より1割引き
します。

○ 828-0011 豊前市四郎丸1041-1 0979-84-0544 http://www.okoshikake.jp

24 ふたばフーズ株式会社 華まる
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、お昼の定食・麺を会計で50円引しま
す。

○ 815-0033 福岡市南区大橋1-1-13ひがしビル 092-555-2218 http://www.hanamaru-fukuoka.jp/

25
有限会社ぼんちゃん
※令和3年5月から移転。

地酒屋　ぼんちゃん

エコファミリー応援パスポートのご提示
で、グループ全員にセカンドドリンクで純
米大吟醸をグラスで１杯ずつサービスしま
す。

○
810-0003
（移転後：
810-0002）

福岡市中央区春吉3-25-2
（R3.5月から　福岡市中央区西中洲11-6
三光ビル3階　に移転）

090-1346-8722 http://www.bonchan.co.jp/

26 宗像緑地建設㈱ 県営名島運動公園

エコファミリー応援パスポートを持参され
た利用者を対象に名島管理事務所でス
ポーツドリンクを無料提供します。※先着
100名

× 813-0043 福岡市東区名島2丁目43 092-681-1278 http://www.oftree.co.jp/najimapark/

27
六本松のくつした屋さん　How's
That

エコファミリー応援パスポートのご提示
で、一部商品を100円引きします。

○ 810-0044 福岡市中央区六本松1丁目4-11　MM202 090-6914-0559
https://www.howsthat-shop.com/
https://www.instagram.com/howsthat_shop/
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28 株式会社若勝 和牛焼肉　若勝
エコファミリー応援パスポートのご提示
で、毎月先着5名様に「小倉牛カルビ」を1
グループ１皿をサービスします。

× 802-0004 北九州市小倉北区鍛治町1-3-3奥２Ｆ 093-522-4129 http://www.wakakatsu.com
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釜揚げ牧のうどん　協賛店舗一覧表

No 店舗名 〒 住所 TEL

1 釜揚げ牧のうどん　加布里本店 819-1148 糸島市神在西2-23-1 092-322-3091

2 釜揚げ牧のうどん　今宿店 819-0168 福岡市西区今宿駅前1-21-16 092-806-5507

3 釜揚げ牧のうどん　周船寺店 819-1102 糸島市高田4-25-5 092-324-2110

4 釜揚げ牧のうどん　早良重留店 811-1101 福岡市早良区重留2-16-25 092-804-1151

5 釜揚げ牧のうどん　片江店 814-0142 福岡市城南区片江4-1-20 092-863-5326

6 釜揚げ牧のうどん　二丈バイパス店 819-1631 糸島市二丈福井466 092-325-1215

7 釜揚げ牧のうどん　大野城店 818-0135 太宰府市向佐野4-1-1 092-921-2050

8 釜揚げ牧のうどん　奈多店 811-0204 福岡市東区奈多1-10-7 092-608-4143

9 釜揚げ牧のうどん　白水店 816-0844 春日市天神山1-75 092-571-0905

10 釜揚げ牧のうどん　新宮店 811-2300 糟屋郡新宮町大字原上1398-1 092-963-3341

11 釜揚げ牧のうどん　空港店 816-0053 福岡市博多区東平尾2-4-30 092-621-0071

12 釜揚げ牧のうどん　久山店 811-2501 糟屋郡久山町久原3810 092-976-4011



九州労働金庫　協賛店舗一覧表
No. 店舗名称 郵便番号 住所 電話番号

1 九州労働金庫　本店営業部 810-8509 福岡県福岡市中央区大手門３－３－３ 092-714-7031

2 九州労働金庫　博多支店 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１０－５ 092-441-2127

3 九州労働金庫　天神支店 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通３－６－１１ 092-713-1191

4 九州労働金庫　ローンセンター天神 810-0001 福岡県福岡市中央区天神４－１－１ 092-724-4343

5 九州労働金庫　福岡県庁前支店 812-0044 福岡県福岡市博多区千代４－２９－５０ 092-631-3211

6 九州労働金庫　筑紫支店 818-0056 福岡県筑紫野市二日市北３－１－１８ 092-921-1122

7 九州労働金庫　古賀支店 811-3113 福岡県古賀市千鳥１－４－２４ 092-944-1011

8 九州労働金庫　北九州東支店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１　ＡＩＭビル2Ｆ 093-531-8520

9 九州労働金庫　北九州西支店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田２－５－１ 093-662-6011

10 九州労働金庫　ローンセンター北九州 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田２－５－１ 093-662-6041

11 九州労働金庫　行橋支店 824-0031 福岡県行橋市西宮市2-1-38 0930-22-0567

12 九州労働金庫　直方支店 822-0022 福岡県直方市知古１－３－３ 0949-24-1717

13 九州労働金庫　飯塚支店 820-0043 福岡県飯塚市西町２－６５ 0948-22-1500

14 九州労働金庫　田川支店 825-0017 福岡県田川市寿町３番１号 0947-44-4100

15 九州労働金庫　久留米支店 830-0022 福岡県久留米市城南町８－２８ 0942-33-7405

16 九州労働金庫　ローンセンター久留米 830-0022 福岡県久留米市城南町８番２８ 0942-33-7117

17 九州労働金庫　八女支店 834-0064 福岡県八女市蒲原１０５５番地の１ 0943-23-1055

18 九州労働金庫　柳川支店 832-0822 福岡県柳川市三橋町下百町６－４ 0944-73-5511

19 九州労働金庫　大牟田支店 836-0842 福岡県大牟田市有明町２－２－２５ 0944-53-4414



令和３年４月１日現在
№ 拠　点　名 〒 住               所 TEL

1 長浜店 810-0072 福岡市中央区長浜１丁目３番６号 (092)712-4812

2 室見店 814-0032 福岡市早良区小田部５丁目２２番２７号 (092)843-8575

3 次郎丸店 814-0165 福岡市早良区次郎丸２丁目９番３号 (092)873-2738

4 長尾店 814-0153 福岡市城南区樋井川３丁目２番４５号 (092)557-3700

5 博多店 812-0897 福岡市博多区半道橋２丁目７－６４ (092)411-0302

6 流通センター店 812-0063 福岡市東区原田４丁目１－６ (092)629-1010

7 千早店 813-0044 福岡市東区千早５丁目３１番５号 (092)681-3100

8 大橋店 815-0035 福岡市南区向野１丁目４－６ (092)553-2060

9 糸島店 819-1102 糸島市高田１丁目４－７ (092)322-3164

10 Ｕ－Ｃａｒ糸島 819-1105 糸島市潤２丁目５-３ (092)323-3423

11 新宮古賀店 811-3106 古賀市日吉３丁目２１番８号 (092)943-5051

12 福津店 811-3209 福津市日蒔野６丁目６番地の１ (0940)36-9530

13 宗像店 811-3406 宗像市稲元２丁目５番１号 (0940)33-6755

14 志免店 811-2244 粕屋郡志免町志免中央４丁目９番２５号 (092)936-0033

15 太宰府インター店 816-0941 大野城市東大利３丁目２－８ (092)587-7100

16 春日店 816-0814 春日市春日１丁目８４番 (092)513-5185

17 那珂川店 811-1213 那珂川市中原３丁目１３－２ (092)952-7200

18 筑紫野インター店 818-0052 筑紫野市武蔵４丁目８番８号 (092)928-7400

19 北九州本店 802-0073 北九州市小倉北区貴船町２番２号 (093)967-0330

20 小倉店 803-0844 北九州市小倉北区真鶴２丁目１番２０号 (093)561-4686

21 霧ヶ丘店 802-0052 北九州市小倉北区霧ヶ丘３丁目１２番９号 (093)923-8400

22 小倉東インター店 800-0241 北九州市小倉南区長野本町２丁目１番３５号 (093)471-7533

23 八幡店 806-0049 北九州市八幡西区穴生２丁目２番２号 (093)631-0931

24 高須店 808-0146 北九州市若松区高須西１丁目１番８号 (093)741-3303

25 行橋店 800-0323 京都郡苅田町大字与原１２８－１ (0930)23-3263

26 飯塚店 820-0067 飯塚市川津２１０－２ (0948)22-2123

27 直方店 822-0022 直方市知古７１１－４ (0949)24-4831

28 中間店 809-0014 中間市蓮花寺２丁目４番１３号 (093)245-6616

29 久留米本店 830-0033 久留米市天神町２-３８ (0942)32-6291

30 甘木店 838-0068 朝倉市甘木３２５－１ (0946)22-3785

31 久留米南店 830-0053 久留米市藤山町１７１６番地１ (0942)21-7713

32 柳川店 832-0806 柳川市三橋町柳河８１３－１ (0944)73-1535

33 大牟田店 836-0083 大牟田市長田町６番地 (0944)53-4584

福岡トヨタ自動車株式会社 エコファミリー応援事業 協賛店舗一覧


