まちなか避暑地参加店舗一覧（平成29年8月10日 現在）
エリア

店

名

特典内容

電話番号

店舗住所

門司区
吉志

ケーキショップ ファイ

冷たいデザートプレゼント

093-342-8335

門司区吉志1-17-1

黄金町

トレーニングスタジオ アクティブ

整体15分2,000円→500円 ※要予約

093-982-4817

門司区黄金町6-7

栄町

山吹かまぼこ 栄町本店

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

093-321-1100

門司区栄町2-18

赤煉瓦プレイス

Cafe de Brique（カフェドブリック）

ランチセットのソフトドリンクサービス

093-371-2600

門司区大里本町3-6-1
赤煉瓦プレイス内

インテリアギャラリー・オリーブの木

手作りガマ口１割引き

093-342-7290

門司区大里本町3-8-50

もじ楽の湯

入泉料50円引き ※他割引との併用不可

093-382-1010

門司区大里本町3-13-26

高田

アロマdeほぐし 門司駅前店

施術を受けられた方に、目元爽快！ヘッドマッサージプレゼント 093-371-1849

港ハウス

Ant Bee（アントビー）

カード提示でソフトクリームにチョコレートトッピングサービス

093-342-9711

門司区東港町6-72

西海岸

プリンセスピピ門司港

食事をした人にプチデザートサービス

093-321-0303

門司区西海岸1-4-7

本町

藤井家具

キャンディー小袋プレゼント

093-321-4652

門司区本町3-8

赤煉瓦ガラス館

商品を購入すると、「光るストラップ」をプレゼント

093-322-3311

門司区港町5-1 海峡プラザ1F

DeLi門司港店

バナナチップスプレゼント

093-322-1230

門司区港町5-1 海峡ブラザ西館1Ｆ

フィッシュスパ門司港

ドクターフィッシュ５分延長サービス

093-332-0048

門司区港町5-1 海峡プラザ1F

ミツバチカレー

１人2,000円以上の注文で、ドリンク1杯サービス

093-332-4511

門司区港町2-14

（有）古賀文具店

買い物した人に、塩アメ詰め合わせをプレゼント

093-381-0248

門司区柳町1-5-26

（有）佐伯商店

作業衣１割引き

093-381-4127

門司区柳町1-2-11

鶏料理 鍋処 一心堂

ファーストドリンク半額

093-372-1626

門司区柳町2-3-20

グランドアムール 門司店

ドリンク50円引き ※ペットボトル、パックジュースは除く

093-382-6424

門司区柳町2-5-30

門司の駅前Cafe喫茶BONGO

ランチセット880円→850円（スープ、サラダ、ドリンク付き）

093-342-7205

門司区柳町2-2-6

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

093-381-6455

門司区柳町1-8-28

ドリンク50円引き ※ペットボトル、パックジュースは除く

093-513-6339

小倉北区浅野1-1-1

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

080-8578-5145

小倉北区浅野1-1-1
小倉北区浅野1-1-1

大里本町

海峡プラザ

港町

門司区高田一丁目1-3

大里商店連合会

柳町

山吹かまぼこ 大里店

小倉北区
アミュプラザ小倉 グランドアムール アミュプラザ小倉店
小倉エキナカ
ひまわりプラザ

山吹かまぼこ ＪＲ小倉駅店

八女抹茶ソフトクリーム340円→300円（税込）

093-513-1181

フランス菓子 マシェリ

好きなケーキ１つ50円引き

093-592-5155

小倉北区朝日ヶ丘3-30

ハングリーウルフ

食事した人に、コーヒー（ホットorアイス）サービス

093-967-6796

小倉北区足原1-5-6-2F

FOOT STeP 2nd

靴修理５％OFF

093-931-6733

小倉北区足原2-10-8
ブウルヴァール足原1F

はまだ洋装店

ミネラルたっぷり富士山溶岩水の試飲OK

093-521-1259

小倉北区魚町2-1-8

創作鉄板ダイニング 和菜

ソフトドリンク１杯サービス

093-512-6668

小倉北区魚町2-5-8
ラフィナーレビル

グランドアムール 魚町店

ドリンク50円引き ※ペットボトル、パックジュースは除く

093-511-3939

小倉北区魚町2-1-1

和風居酒屋 竹家

店長オススメ１品サービス

093-533-3255

小倉北区魚町2-4-8-2F

肉処 天穂（てんすい）

「王様のステーキランチ」（税別2,000円）を注文した人に、
本日のシャーベットをサービス ※１日５人限定

093-513-2944

小倉北区魚町1-5-6
センチュリービルド1F

山吹かまぼこ 魚町店

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

093-541-0082

小倉北区魚町3-2-18

もみ処癒し屋 魚町店

施術を受けられた方に、目元爽快！ヘッドマッサージプレゼント 093-521-1849

小倉北区魚町1-1-16

SOBA 孝〝（GO）

おろしそば600円→500円

090-2511-0098

小倉北区魚町4-1-33

田中商店

牛厚切リブロースステーキ（オーストラリア産）
１枚1,000円→800円

093-533-3771

小倉北区魚町4-4-3

ぬかみそだき専門店 ふじた

真空代サービス ※３個以上から

093-551-1263

小倉北区魚町4-1-9

小倉旦過こめ工房 米夢マイム

阿武こしひかり（山口県萩市）1kg570円を100円引き
※１人1kg限定

093-521-2377

小倉北区魚町4-5-4

やまいち旦過本店

ちりめん50円引き

093-533-8044

小倉北区魚町4-5-3

やまいち旦過中央店

ちりめん50円引き

093-521-7399

小倉北区魚町4-4-1

RYO･SIN（リョウテンシン）

ごま団子140円→100円 各種パン１個100円→３個200円

090-1365-5713

小倉北区魚町4-1-20

片野

あつみ珈琲

食事した人にデザートサービス

093-982-3465

小倉北区片野1-1-10

上到津

リーズガーデン

商品５％OFF

093-234-7889

小倉北区上到津4-4-3

木町

いぶき整骨院

腹部温熱背骨矯正器30分無料

093-562-5606

小倉北区木町4-13-13-103

朝日ヶ丘

吉泉園

足原

魚町商店街

魚町

旦過市場
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エリア
コレット井筒屋

店

名

電話番号

店舗住所

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

093-541-3666

小倉北区京町3-1-1

エコクラフト

靴修理10％OFF

093-511-1552

小倉北区京町3-1-1 地下1階

花葡萄

ランチorディナービュッフェ 大人100円OFF
※他クーポンなど併用不可

093-514-1462

小倉北区京町3-1-1-12階

マイまくら

掛け布団カバー20％OFF

093-383-9411

小倉北区京町3-1-1-8階

創伸接骨院

足のむくみとり（機械）30分500円 ※特別メニュー

093-513-2113

小倉北区京町１丁目2-11

旬菜酒場 いちばん家

チャンポンまたは海鮮丼セットを50円引き

093-967-9508

小倉北区京町3-12-4

GLEAM OPTICAL

メガネ・サングラスを購入した人、1,000円OFF

093-383-9688

小倉北区京町1-5-17

もみ処癒し屋 本店

施術を受けられた方に、目元爽快！ヘッドマッサージプレゼント 093-521-1848

小倉北区京町3-6 カネヨシビル3F

もみ処癒し屋 京町店

施術を受けられた方に、目元爽快！ヘッドマッサージプレゼント 093-521-1847

小倉北区京町2-7-16 1F

清水

Chào Cafe（チャオカフェ）

デザート１品サービス

093-982-8062

小倉北区清水1-14-13

黄金

イタリアン・バール ラ・ベルデ

アイスコーヒーサービス

093-941-9360

小倉北区黄金1-12-11

重住

Wan Life

ドッグフード・トレーニンググッズ５％OFF

093-923-5500

小倉北区重住3-7-1

グランドアムール チャチャタウン小倉店

ドリンク50円引き ※ペットボトル、パックジュースは除く

093-522-8686

小倉北区砂津3-1-1

山吹かまぼこ チャチャタウン店

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

093-521-1451

小倉北区砂津3-1-1

（本館地下１階）山吹かまぼこ 小倉井筒屋店

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

093-522-2045

小倉北区船場町1-1

（本館3F）カフェ・モロゾフ

食事を注文すると、飲食代10％OFF

093-522-2330

小倉北区船場町1-1

（本館5F）パパスカフェ

食事を注文すると、ミニデザートをサービス

093-522-2884

小倉北区船場町1-1

（本館6F）茶房 花ごよみ

食事を注文すると、抹茶アイスをサービス

093-522-2680

小倉北区船場町1-1

（本館8F）銀座 星岡茶寮

食事を注文すると、コーヒー(アイスorホット）サービス

093-522-2880

小倉北区船場町1-1

（本館8F）とんかつ いな葉

食事を注文すると、ソフトドリンクをサービス
※アイスコーヒーは除く

093-522-2888

小倉北区船場町1-1

食事を注文すると、ソフトドリンクをサービス

093-522-2878

小倉北区船場町1-1

食事を注文すると、ソフトドリンクをサービス

093-522-2861

小倉北区船場町1-1

食事を注文すると、ソフトドリンクをサービス

093-522-2859

小倉北区船場町1-1

食事を注文すると、アイスウーロン茶をサービス

093-522-2808

小倉北区船場町1-1
小倉北区船場町1-1

Ｉ ｍ 専門店街

京町銀天街

山吹かまぼこ コレット井筒屋店

特典内容

京町

チャチャタウン
小倉

（本館8F）日本そば 永坂更科布屋太兵衛
（本館8F）ファミリーレストラン
小倉井筒屋

（本館8F）和食処 花み亭
（本館8F）鉄板焼 ほっこり家
（本館9F）ビオレ

食事を注文すると、ミニソフトクリームをサービス

093-522-2896

（新館4F）甘味喫茶 若竹

食事を注文すると、ソフトドリンクをサービス

093-522-2099

小倉北区船場町1-1

（新館8F）うどん・そば 椿亭

うどん御膳・そば御膳を注文すると、50円引き

093-522-2430

小倉北区船場町1-1

（新館8F）中国料理 耕治

食事をすると、持ち帰り用ジャスミン茶葉をプレゼント

093-522-2887

小倉北区船場町1-1

（新館8F）フレンチカジュアルレストラン
ルージュ・ブラン

食事をすると、ソフトドリンクまたはミニデザートをサービス

093-522-2877

小倉北区船場町1-1

（新館8F）洋食屋 きし川

食事をすると、アイスクリームをサービス

093-522-2879

小倉北区船場町1-1

（紫江 S1F）びっくりドンキー小倉紫江's店

食事を注文すると、飲食代10％OFF

093-541-5755

小倉北区船場町1-2紫江's1F

堺町

アパマンショップ 小倉店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-533-1111

小倉北区堺町一丁目3-15 1F

下到津

アパマンショップ 到津店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-592-2272

小倉北区下到津四丁目6-3

船場町

焼きもんや 菜 s

デザートサービス

093-522-8313

小倉北区船場町7-11

焼肉のひみつ基地 中井店

ソフトドリンク１杯サービス

093-582-8884

小倉北区中井2-1-31

洋風キッチン あらえびす

コーヒーまたはオレンジジュース1杯サービス

093-592-5539

小倉北区中井1-16-1-1F

リビオシティ小倉中井マンションギャラリー

冷たいソフトドリンクお一人様１杯

0120-149-144

小倉北区中井４丁目2-16

馬借

焼肉三丁目

アイスクリームまたはソフトドリンク１杯サービス

093-551-5295

小倉北区馬借3-9-9

東篠崎

アパマンショップ 北九州本店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-931-0009

小倉北区東篠崎一丁目5-1

真鶴

リンパ専門サロン クレマリア

施術時間10分延長

093-562-3606

小倉北区真鶴１-7-8

リバーウォーク
北九州

朝日さんさん広場

記念日新聞を100円引きの200円で ※月曜、8/11〜14は休み 093-563-1375

小倉北区室町1-1-1-4Ｆ

室町

室町̲chou chou（シュシュ）

リンパドレナージュを予約すると、酵素足浴10分（1,500円相当）
093-562-8510
サービス

小倉北区室町2-11-4 TMビル3F

明和町

びっくりドンキー小倉中津口店

飲食代10％OFF

中井

吉野町

アロマdeほぐし 三萩野店

093-513-6377

施術を受けられた方に、目元爽快！ヘッドマッサージプレゼント 093-932-1848

小倉北区明和町1-7
小倉北区吉野町10-19
パークプラザ三萩野2F

まちなか避暑地参加店舗一覧（平成29年8月10日 現在）
エリア

店

名

特典内容

電話番号

店舗住所

小倉南区
朽網西

けいデンタルクリニック

ホワイトニング20%OFF（10,800円→8,400円）
※電話予約が必要

小森

ケーキハウス こうのとり 小森店

1,000円以上購入すると、「潮ブッセ」1個プレゼント

093-452-3393

小倉南区小森492-1

星和台

住宅型有料老人ホーム ゆうゆう壱番館

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-961-0001

小倉南区星和台一丁目1-11

田原新町

アパマンショップ 曽根店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-472-2345

小倉南区田原新町三丁目10-15

徳力

ひですけ餅本舗 中村屋 徳力店

1,000円以上購入すると、「ひですけ餅」２個プレゼント

093-961-2223

小倉南区徳力3-7-6

沼本町

ミシン生活 小倉南本店

ミシンを購入すると、糸セットプレゼント

093-475-4450

小倉南区沼本町1-4-11

沼緑町

ケーキハウス こうのとり 沼本店

1,000円以上購入すると、「潮ブッセ」1個プレゼント

093-471-4788

小倉南区沼緑町5-1-50

093-474-1184

小倉南区朽網西5-4-6

東貫

Ciel

10分延長サービス

093-475-3623

小倉南区東貫1-4-23
プロニティＡ１号

富士見

Kopi Luwak（コピルアック）

ドリンク１杯サービス

093-981-5380

小倉南区富士見2-3-32

南方

Le monde hair（ルモンドヘアー）

カット・カラー・トリートメント9,800円〜（通常12,500円〜）
※税別

093-964-8233

小倉南区南方5-15-18

守恒本町

アパマンショップ 守恒店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-963-3333

小倉南区守恒本町一丁目5-1

横代東町

KENダンスファクトリー

コーヒー、ジュース無料

093-964-2855

小倉南区横代東町2-2-9

若園

ひですけ餅本舗 中村屋 若園店

1,000円以上購入すると、「ひですけ餅」２個プレゼント

093-931-1855

小倉南区若園1-22-12

若松区
有毛

かねやす本店

料理を注文すると、ソフトドリンク１杯サービス

093-741-1131

若松区大字有毛2464

カレー＆カフェ たべった

アイスコーヒーサービス

093-742-0028

若松区大鳥居300

CIENTO deseo

新規来店の人、リラクゼーションヘッドスパをサービス

093-741-4810

若松区大鳥居130-2

高須東

ミル・ベル・フルール

税込1,000円以上購入すると、ゼリー１個プレゼント

093-741-1881

若松区高須東4-3-7

高須南

FOOT STeP

靴修理５％OFF

093-742-5733

若松区高須南1-7-25K&Nビル1F

お茶の葉八 大黒屋

マイボトルを持参すると、アイス玉露が50円引き

093-772-1507

若松区二島1-3-1-1F

石焼きキッチン

カード提示でドリンクＳ100円

093-772-1641

若松区二島1-3-1-1F

どん太鼓

カード提示でドリンクＳ100円

093-772-1641

若松区二島1-3-1-1F

富士宮やきそば

カード提示でドリンクＳ100円

093-772-1641

若松区二島1-3-1-1F

横浜八景樓

カード提示でドリンクＳ100円

093-772-1641

若松区二島1-3-1-1F

ロッテリア

カード提示でドリンクＳ100円

093-772-1641

若松区二島1-3-1-1F

時代屋 土井

きものはぎれ３割引き

093-751-5333

若松区本町2-9-10

大鳥居

イオン若松

本町

まちなか避暑地参加店舗一覧（平成29年8月10日 現在）
エリア

店

名

特典内容

電話番号

店舗住所

八幡東区
荒生田

パン・サン・ジャック

5%OFF ※他サービスとの併用不可

093-651-2212

八幡東区荒生田2-2-50

河内

河内天然温泉 あじさいの湯

タオルプレゼント

093-653-4126

八幡東区河内2-3-36

昭和

お菓子のリーフ

1,000円以上購入すると、生チョコサンド１個プレゼント

093-654-6767

八幡東区昭和3-1-23

高見

パティスリー ミュゲ

ジェラート50円引き

093-652-7131

八幡東区高見2-7-7

中央

亀屋薬局

赤松葉のお茶をサービス

093-681-3939

八幡東区中央2-21-10

天神町

さんぞくや 帆柱店

ソフトドリンク１杯サービス

093-671-5153

八幡東区天神町1-20

平野

（独）国際協力機構 九州国際センター
（JICA九州）

図書室を利用すると、ロビーでの冷水無料サービス

093-671-6311（代）

八幡東区平野2-2-1

桃園

桃園シティボウル

ボウリング１ゲーム無料 ※他割引サービスとの併用不可

093-671-7566

八幡東区桃園2-1-20

八幡西区
浅川

スイーツダイニングオーロラ

喫茶メニュー500円以上で10%OFF

093-616-1850

八幡西区浅川2-15-51

永犬丸

パティスリーヒロ

カード提示で焼菓子1個プレゼント

093-603-0137

八幡西区永犬丸4-6-30-102

岡田町

K'sダンススポーツ 黒崎スタジオ

ソフトドリンク１杯サービス

093-621-5535

八幡西区岡田町1-44 尾畑ビル3F

沖田

ボディバランス小倉

初回お試し3,900円
※各種美容整体、カウンセリング、初診料込み

0120-011-291

八幡西区沖田4-16-6

御開

本城天然温泉 おとぎの杜

ミニかき氷サービス

093-692-4126

八幡西区御開1-19-1

(有)大伏写真場

来店して撮影予約すると5％OFF

093-601-2880

八幡西区折尾3-1-12

折尾スターレーン

ボウリングゲーム割引（靴代別）
一般・大学・専門学生 ３Ｇ：1,000円／人
高校生以下 ３Ｇ：800円／人

093-601-3900

八幡西区折尾5-1-5

ドルフィン折尾

無料休憩、冷たいミネラル水サービス ※多目的トイレあり

090-6895-4340

八幡西区折尾1-13-2

アパマンショップ 折尾店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-603-0002

八幡西区折尾三丁目8-24

若大勝

ミニデザートサービス

093-618-4193

八幡西区吉祥寺町6-1

占いの館 タロットs太朗

あなたに合った開運の幸運の石をプレゼント

0120-571-505

八幡西区熊手1-3-27

炙り炭焼！ステーキ居酒屋 ちたま

ステーキ３種盛セット1,300円→1,000円

093-631-1629

八幡西区熊手3-3-30-1F

ちゃぶ屋

食事した人にウーロン茶サービス

093-631-6122

八幡西区熊手2-1-9

山吹かまぼこ 黒崎井筒屋店

3,000円以上購入すると、「粗品タオル」をプレゼント

093-643-5128

八幡西区黒崎2-3-15

カフェ ブリック

ミニデザートサービス

093-641-8855

八幡西区黒崎1-8-7 銀映ビル 1F

MOYAIステーション96cafe

アイスコーヒー200円→100円

093-616-1533

八幡西区黒崎2-8-7

アパマンショップ 黒崎店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-645-5511

八幡西区黒崎４丁目1-8

温泉薬石浴 嵐の湯

入浴料2,000円→1,500円

093-621-1337

八幡西区菅原町2-14

黒崎メディカルフィットネスクラブ

酸素カプセル45分 2,500円→1,800円

093-621-1900

八幡西区菅原町2-14

カフェ楓

コーヒーゼリー無料

093-631-2100

八幡西区鉄王2-2-36銀杏庵 穴生
倶楽部内１F

Dining Yoshi〜洋風style kitchen〜

アイスクリームサービス

093-692-6241

八幡西区則松 7-1-11

Lucca deux（ルッカドゥ）

デザート１品サービス

093-602-5711

八幡西区則松6-6-5

萩原

ミシン生活 八幡店

ミシンを購入すると、糸セットプレゼント

093-622-3360

八幡西区萩原1-3-13-1F

東神原町

ザ ハウス オブ リンドマール

カード提示で１ドリンクサービス

093-642-3659

八幡西区東神原町2-23

船越

パティスリー セイ・トオイ

1,000円以上購入すると、焼菓子プレゼント

093-619-3200

八幡西区船越1-4-8

本城東

サポートセンター本城

高濃度水素水を無料でサービス

093-692-8811

八幡西区本城東6-1-16

森下町

ケアプラザ 倶楽部 雪月花

冷たい飲み物１杯サービス

093-645-2700

八幡西区森下町27-38

折尾

吉祥寺町

熊手

黒崎井筒屋

黒崎

菅原町

鉄王

則松

まちなか避暑地参加店舗一覧（平成29年8月10日 現在）
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店舗住所

戸畑区
エステサロン エル

リンパドレナージュ60分 通常6,480円→3,240円

093-871-5060

戸畑区浅生2-6-22

アパマンショップ 戸畑店

冷たい飲み物サービスと「ニコらす」うちわプレゼント

093-873-3003

戸畑区浅生二丁目9-20

プロムナードとばた

休憩所および無料カフェ、クッキーなどの提供

093-873-3050

戸畑区金比羅町4-40

メガネのヨネザワ

メガネクリーニング・型直し 無料

093-616-6628

戸畑区汐井町2-2-2F

麺家天狗

替玉１回無料

093-883-5686

戸畑区汐井町2-2-1F

浅生

金比羅町

イオン戸畑

