
エコファミリー応援事業協賛企業　【エコふぁみポイント付与】　※令和3年3月29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 郵便番号 住所 電話番号 URL

1 アクティブワン・タナカ 838-0116 小郡市力武1007-3 0942-75-1894

2 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

3 いけす居酒屋たかつ 811-3101 古賀市天神1-2-16 092-944-0295

4 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/

5 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/

6 株式会社イワタ・ライフサポート 811-2417 糟屋郡篠栗町中央1-5-3 092-692-2739

7 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/

8 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

9 エルスポット　マツバラ 819-0054 福岡市西区上山門1-3-32 092-881-7140
http://www.hitachi-
omisenavi.jp/store_info.asp?uid=53297

10 お料理　花うた 811-3114 古賀市舞の里2-11-16 092-287-6528

11 海〈KAI〉 811-3113 古賀市千鳥2-1-28 092-943-0563

12 株式会社　カノデンキ 811-0213 福岡市東区和白丘3-21-5 092-607-5000 http://www.kanodenki.co.jp

13
カレーハウスCoCo壱番屋　プラ
ムガーデン花見東店

811-3112 古賀市花見東4-13-29 092-941-0551

14 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/

15 喫茶　香 811-3122 古賀市薦野1416-16 092-946-2244

16 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/
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エコファミリー応援事業協賛企業　【エコふぁみポイント付与】　※令和3年3月29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 郵便番号 住所 電話番号 URL

17 有限会社　源寿司 源寿司 811-3111 古賀市花見南1-12-20 092-943-2400 https://genzushi.owst.jp/

18 七輪焼肉　炎牛 811-3104 古賀市花鶴丘1-7-12 092-940-1488 https://www.facebook.com/engu0808/

19 一般社団法人食品絆望産業 居酒屋　はげ坊主 814-0104 福岡市城南区別府6-3-3 092-841-0983 https://www.facebook.com/hagebouzu633/

20 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/

21 たこ丸 811-1346 福岡市南区老司2-10-2 070-5819-6559 takomaru.starfree.jp

22 株式会社　匠家 居酒屋　鶏家 811-3102 古賀市駅東1-1-11 092-410-9774 http://www.toriya.jp

23 株式会社丹青社 福岡よかもんひろば 812-0045
福岡市博多区東公園7番7号福岡県庁11
階

092-645-1835 https://yokamon-hiroba.jp/

24 中華屋　天風 天風 830-0021 久留米市篠山町250-1 0942-33-2450 https://faup201.gorp.jp/

25 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/

26 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

27 となりのグリル
農園野菜と大地の恵み　とな
りのグリル

811-3216 福津市花見が浜2-7-13 0940-72-4200 https://tonari-grill.jp/

28 ハーブの専門店　ファルム 811-3103 古賀市中央2-6-38 092-942-1077 https://falmu.com

29 博多サンヒルズホテル 812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-55 092-631-3331 https://www.hakata-sunhills.jp/

30 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/

31 ㈱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

32 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
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エコファミリー応援事業協賛企業　【エコふぁみポイント付与】　※令和3年3月29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 郵便番号 住所 電話番号 URL

33 veggie食堂　船出屋 811-3106 古賀市日吉3-17-12 092-980-2631 https://r.goope.jp/funadeya

34 ヒポポタマス 811-3103 古賀市中央2-13-1 092-943-8555

35 ふくまDENKI 820-0065 飯塚市中335-1 0948-22-3965

36 ㈱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

37 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
【店舗】福岡市南区大橋1-1-13ひがしビ
ル
【企業住所】福岡市東区上和白1336-1

092-555-2218 http://www.hanamaru-fukuoka.jp/

38
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/

39 マルゲリータ古賀 811-3101 古賀市天神4-12-26 092-940-1800

40 ㈲大和電器 エイム 大和 811-4146 宗像市赤間4-10-5 0940-32-2117
https://ps-
hp.jpn.panasonic.com/ps/search/14000852

41
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/

42 和酒ひこバル 830-0032 久留米市東町32-36 0942-80-2465 https://www.facebook.com/hikobar
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