
ID クーポン対象店名 町名以下 代表TEL番号 ホームページアドレス グルメ 小売り コンビニエンスストア・スーパーマーケット観光施設 遊興関連 スポーツ 交通機関 その他

3002 萬力屋 杵築市大字杵築157番地 0978-62-3060 https://manrikiya.jp 小売り

3003 ホームプラザナフコ杵築店 杵築市大字日野1690番地1 0978-64-0261 http://www.nafco.tv 小売り

3005 ローソン杵築北浜店 杵築市大字杵築北浜665-29 0978-63-3556 コンビニ・スーパー

3006 ローソン杵築猪尾店 杵築市大字猪尾64番地1 0978-62-4800 コンビニ・スーパー

3007 海鮮亭　ざこば 杵築市大字猪尾203-1 0978-63-6771 グルメ

3008 魚市魚座 杵築市大字守江4775-9 0978-63-9100 グルメ

3011 ギャラリーKAN 速見郡日出町大字大神4012番地4 0977-73-2400 http://www.kamajii.jp/ グルメ

3012 やまが亭　喜楽 速見郡日出町藤原7121-1 0977-73-2261 グルメ

3013 ホテル＆リゾーツ別府湾 速見郡日出町平道入江1825 0977-72-9800 https://www.daiwaresort.jp/beppu 観光施設

3014 割烹寿司　幸喜屋 速見郡日出町2543番地1号 0977-72-2421 https://www.koukiya.jp/ グルメ

3015 牟礼鶴酒造 豊後大野市朝地町市万田570番地 0974-72-0101 小売り

3016 メガネのヨネザワ　フレスポ豊後大野店 豊後大野市三重町大字赤嶺2004-1 0974-24-0337 小売り

3017 ベスト電器大分三重店 豊後大野市三重町市場５区トキハインダストリー3F 0974-22-5710 https://bestdenki.ne.jp 小売り

3019 道の駅　きよかわ 豊後大野市清川町砂田1574番地1 0974-35-2117 http://www.mitinoeki-kiyokawa.com 小売り

3022 神徳菓子舗 津久見市中央町18番地1号 0972-82-2465 なし 小売り

3024 湯布院かほりの郷はな村 由布市湯布院町川上3015-1 0977-84-4000 https://www.yufuin-hanamura.jp/

3026 湯布院薫風工房 由布市湯布院町川上」1511番地1 0977-28-8858 小売り

3027 ゆふいん椿 由布市湯布院町川北1371-2 0977-28-8100 https://yufuin-tsubaki.info 小売り

3028 四季倶楽部ゆの香湯布院 由布市湯布院町川上1986-21 0977-85-5183 http://www.shikiresorts.com/ グルメ

3033 楓の小舎 由布市湯布院町川上字重見1270番地の28 0977-28-8181 https://www.yufuin-kaede.com 観光施設

3036 九州自動車歴史館 由布市湯布院町川上1539-1 0977-84-3909 http://ret.car.coocan.jp/ 観光施設

3038 由布院玉の湯 由布市湯布院町川上2731-1 0977-84-2158 http://www.tamanoyu.co.jp 観光施設

3044 山荘わらび野 由布市湯布院町川北952-1 0977-85-2100 http://www.warabino.net 観光施設

3047 道の駅　ゆふいん 由布市湯布院町川北899番地の76 0977-84-5551 https://michinoekiyufuin.com 小売り

3048 グランマ 由布市湯布院町川上2794の2 0977-85-5456 http://blog.livedoor.jp/grandma5456/ 小売り

3049 雑貨衆　遊季家 由布市湯布院町川上1551-12 0977-84-4768 https://you-ki-ya.com/ 小売り

3050 由布院温泉　別荘ふるさと 由布市湯布院町川南89番2号 0977-84-2777 http://www.bessou-furusato.com 観光施設

3056 金門抗。 由布市湯布院町川上460-6 0977-28-8828 http://kinmonco.com 小売り

3057 旅館志美津 由布市湯布院町湯平263番地 0977-86-2111 http://www.r-shimizu.jp 観光施設

3058 コミチカフェ 由布市湯布院町川上3001-8 0977-84-2611 https://komichi-café.shopinfo.jp/ グルメ

3060 居酒屋ぐっさん 由布市湯布院町川上3075-1 グルメ

3061 由布院ガラスの森 由布市湯布院町川上1477-1-1F 0977-85-5015 小売り

3063 名苑と名水の宿　梅園 由布市湯布院町川上2106-2 0977-28-8288 http://www.yufuin-baien.com グルメ

3064 茶房湯の坪庵 由布市湯布院町川上1524-1 小売り

3065 幸せふくろう 由布市湯布院町川上1510-2 0977-85-2243 なし 観光施設

3066 旅館いづもや 由布市湯布院町湯平311 0977-86-2045 小売り

3067 福ふくまねきや 由布市湯布院町川上2952-3 グルメ

3068 森の宿　野乃花 由布市湯布院町塚原134-82 0977-28-2528 http://yufuin-nonoka.jp/ 小売り

3071 おきぱん 由布市湯布院町湯平338-1 なし グルメ

3072 たけお 由布市湯布院町川上2931 0977-84-5385 小売り

3073 ボトルショップ由布院ワイナリー 由布市湯布院町川上1511番地1 0977-84-5900

3074 ゆのひら上柳屋 由布市湯布院町湯平1007 0977-86-2104 http://www.kamiyanagiya.jp 小売り

3076 ゆふいんバーガーハウス 由布市湯布院町川上3050番地2 グルメ

3077 湯布院長寿畑　湯の坪本店 由布市湯布院町川上1524-1 0977-28-8486 https:www.sanyocoffee.com 小売り

3078 まちゃあきの店 由布市湯布院町川上1551-11 0977-85-5417 グルメ



ID クーポン対象店名 町名以下 代表TEL番号 ホームページアドレス グルメ 小売り コンビニエンスストア・スーパーマーケット観光施設 遊興関連 スポーツ 交通機関 その他

3079 la.porte 由布市湯布院町川上2798-2 0977-85-2390 観光施設

3088 ドラッグイレブン大分医大前店 由布市挾間町医大ケ丘3丁目1233-2 097-586-3030 https://www.drugeleven.com/

3089 由布の彩　YADOYAおおはし　 由布市湯布院町川北1235 0977-84-5565 https://yufunoirodori-oohashi.jp/ 小売り

3091 お宿木蓮 由布市湯布院町川上1892 0977-84-5555 https://hpdsp.jp/mokuren/ 小売り

3093 おやど二本の葦束  由布市湯布院町川北918番地18 0977-84-2664 http://www.2hon-no-ashitaba.co.jp グルメ

3095 レストラン洋灯舎 由布市湯布院町川上1561 0977-84-3011 グルメ

3099 花川堂 由布市湯布院町湯平338-1 0977-86-2529 小売り

3104 想い出の宿　はなせん 由布市湯布院町川上2485-9 0977-84-3783 グルメ

3106 レストランラルコル 由布市湯布院町川上1536番地1 0977-84-5880

3109 HOMME BLUECAFE 由布市湯布院町川上1535-2 0977-84-5878 グルメ

3110 フロラージュ 由布市湯布院町川上1536番地1 0977-28-8020 グルメ

3113 ぽたら 由布市湯布院町川上1502-2 0977-84-5252 http://www.yufu-bijin.com/ グルメ

3114 海賊船 由布市湯布院町川上1502-2 0977-84-5252 http://www.yufu-bijin.com/ 小売り

3115 角打屋 由布市湯布院町川上1502-2 0977-84-5252 http://www.yufu-bijin.com/ 小売り

3117 メガネのヨネザワ　南大分店 大分市二又町3-1-1 097-545-5211

3121 創造空間　kamenos 速見郡日出町豊岡4745 https://kameyastyle.com 小売り

3122 割烹　能良玄家 速見郡日出町2573番地 0977-72-2037 https://www.norakuroya.jp 小売り

3123 癒しの宿　鷹勝 由布市湯布院町湯平791 0977-86-2828 https://yado-takasho.jp 小売り

3124 ゆふいん夢蔵本店 由布市湯布院町川上3001-5 0977-84-3178 グルメ

3125 ゆふいん夢蔵　由布見通り店 由布市湯布院町川上野田3052-1 0977-84-3178 小売り

3127 GABUGABU 由布市湯布院町川上1510-2 0977-84-5501 グルメ

3128 TIMEKEY 由布市湯布院町川上1510-2 0977-84-5501 グルメ

3129 ギャラリースペース・スリー 由布市湯布院町川上2989-6 0977-84-3885 小売り

3131 dining KUMU 由布市湯布院町川上3048-10 0977-85-3700 グルメ

3134 モスバーガー大分駅前店 大分市府内町1丁目1-7 097-538-7272 https://www.mos.jp グルメ

3136 アタックス鶴崎店 大分市鶴崎2155-1 097-522-1500 https://mummys.co.jp/ グルメ

3138 大戸屋ごはん処　トキハわさだ店 大分市大字玉沢字楠本755-1 097-586-1888 https://www.ootoya.com 小売り

3139 大戸屋ごはん処　大分明野店 大分市明野東町1丁目1-1 097-552-5858 https://www.ootoya.com グルメ

3140 アタックス敷戸店 大分市鴛野964-1 097-547-9121 https://mummys.co.jp/ グルメ

3142 ドラッグイレブン新春日店 大分市大分市新春日町2丁目3-9 097-514-1538

3144 モスバーガートキハわさだタウン店 大分市大字玉沢755-1 097-588-8878 https://www.mos.jp コンビニ・スーパー

3153 ホームプラザ　ナフコ日田店 日田市大字上野字ダイム1-16 0973-25-5691 小売り

3157 旅の宿　さつき 日田市本町1-1 0973-22-2862 http://www.satuki.jp 小売り

3158 天領まちの駅 日田市豆田町８番３３号 0973-22-2033

3159 日田の宿　よろづや 日田市隈1-3-12 0973-22-3138 http://www.hita-yoroduya.com グルメ

3160 渕上屋 日田市豆田町8-18 0973-22-5618 小売り

3161 浮羽別館　新紫陽 日田市天瀬町桜竹瀧ノ下357 0973-57-3178 http://www.ukiha.co.jp/shinshiyo 小売り

3163 瀬音・湯音の宿　浮羽 日田市天瀬町赤岩3-5 0973-57-3171 http://www.ukiha.co.jp/shinshiyo 小売り

3167 串亭むくの 日田市元町15-23イトウビル1F 0973-23-0009 グルメ

3169 崔おばさんのビックリホルモン家　別館日田店 日田市日田市大字十二町697-1 0973-24-2911 小売り

3170 焼肉・しゃぶしゃぶ将軍 日田市日田市中央2丁目6-24 0973-22-6247 http://www.hita-yakiniku.com 観光施設

3171 いた屋本家 日田市港町3-29 0973-22-1182 スポーツ

3174 松浦松翁堂 日田市隈1丁目3-31 0973-22-2358 観光施設

3175 日本丸館 日田市豆田町4-15 0973-23-6101 http://www.iwaoyakuho.com/ 小売り

3177 フォレストアドベンチャー・奥日田 日田市中津江村合瀬3750 https://fa-okuhita.foret-aventure.jp/ 小売り
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3178 日田カステラ本家　福寿 日田市豆田町11-11 0973-22-2728

3179 こだわり大分 日田市豆田町6番16号 0973-22-1288 http://www.kodawarioita.jp

3180 日田天領水の里　元氣の駅 日田市大字庄手635番地1 0973-25-5255 http://www.genkinoeki.com 小売り

3183 （有）かどよし商店 日田市天瀬町馬原3735-1 0973-57-3283 グルメ

3186 マックハウス　日田店 日田市大字十二町岸高585-1 0973-27-5159 https://www.mac-house.co.jp 小売り

3189 ホテルニューうすき 臼杵市市浜千代田区１組 0972-64-0777 http://usuki-yunosato.com グルメ

3191 （有）風連鍾乳洞 臼杵市野津町大字泊 0974-32-2547 http://www.furen-shonyudo.com グルメ

3193 小手川酒造株式会社 臼杵市大字臼杵538番地 0972-62-3335 http://www.fundokin.co.jp/kotegawa/ 小売り

3196 ホテル　蔵 臼杵市大字臼杵字祗園洲21番地の1 0972-64-0616 http://www.horikawa-omoya.jp

3199 旅館　うみのや 臼杵市佐志生3053の2の8 0972-68-3111

3201 フンドーキン醤油株式会社　小手川商店 臼杵市大字臼杵501番地 0972-63-2111 http://www.fundokin.co.jp

3202 臼杵湯の里 臼杵市深田中対田11 0972-65-3711 http://usuki-yunosato.com グルメ

3203 ふぐ料理・寿司・会席料理　木屋 臼杵市唐人町5組 0972-62-5223 http://www.us.oct-net.jp/~kiya/

3208 ペッパーランチ　ゆめタウン別府店 別府市楠町382-7 0977-76-5558 http://www.pepperlunch.com グルメ

3209 新玉旅館 別府市浜脇２丁目1-13 0977-22-8166 観光施設

3210 海地獄 別府市大字鉄輪559番地の1 0977-66-0121 http://www.umijigoku.co.jp 観光施設

3214 馬家　溝 別府市石垣東10丁目2-41 0977-21-1060 グルメ

3216 天然記念物　坊主地獄 別府市小倉6組 0977-66-1581 http://www.bouzujigoku.com 観光施設

3219 大戸屋ごはん処　大分別府店 別府市石垣東10-4-32 0977-75-8844 http://www.ootoya.com グルメ

3220 鈴よし 別府市石垣東9丁目5-32 0977-26-1790 http://suzuyosi.webcrow.jp/ グルメ

3222 別府旅館　湯元美吉 別府市鉄輪上6組 0977-66-0328

3227 ホテル芳泉鶴 別府市北浜3丁目10番23号 0977-26-4666 http://www.h-housenkaku.net/ グルメ

3234 モスバーガー別府海岸通り店 別府市浜町3-25 0977-22-1717 http://www.mos.jp

3235 モスバーガートキハインダストリー鶴見園店 別府市大字南立石2139-19 0977-26-2488 http://www.mos.jp グルメ

3236 モスバーガー大分別府店 別府市大字南立石10丁目6-6 0977-21-8282 http://www.mos.jp グルメ

3240 宝泉寺観光ホテル　湯本屋 玖珠郡九重町大字町田2032番地 0973-78-8311 https://www.yumotoya.jp/

3241 九重悠々亭 玖珠郡九重町湯坪662 0973-79-2231

3242 九重いやしの里ホテル大高原 玖珠郡九重町大字湯坪字小松5761 0973-79-3301 http://www.daikogen.jp

3243 ホームプラザナフコ玖珠店 玖珠郡玖珠町大字山田147 0973-73-9271

3245 くじゅう　野の花の郷 玖珠郡九重町田野1672-18 0973-79-3375 http://nonohananosato.jp

3246 ファミリーマート玖珠大隈店 玖珠郡玖珠町大字大隈983-1 0973-72-9009

3247 Tea&Herbtea36 玖珠郡九重町湯坪628-2 0967-44-1736 http://www.samu36.jp

3249 （有）成就苑 玖珠郡玖珠町戸畑1066番地 0973-73-8456

3251 スターダストヴィレッジ星生 玖珠郡九重町大字田野228-314 0973-79-3316 http://stay-hossho.com

3252 名水の宿　宝珠屋 玖珠郡九重町大字湯坪638 0973-79-2529 http://www.houjyu.jp/

3260 ビストロ　エスポワール 国東市国東町小原145番地1 0978-72-3034 http://www.bistro-espoir-net

3266 割烹　志まる 国東市国東町田深923-2 0978-72-2779 http://www.shimaru.com

3271 地酒と海鮮　海坊主よっちゃん 大分市中央町１丁目4番22号 097-537-2100

3282 CARANDONEL 由布市湯布院町川上2939-4 0977-75-9475

3283 オーベルジュ楓乃木 中津市耶馬渓町深耶馬3190 0979-55-2222 グルメ

3284 ホームプラザ　ナフコ中津南店 中津市加来2283-72 0979-32-3015 小売り

3285 朱華 中津市豊後町876番地 0979-22-3239 http://bungo.shu-ka.jp グルメ

3286 うまいもんや山水茶寮 中津市蛭子町1丁目2 0979-64-6363 http://www.sansuisaryou.com グルメ

3291 農家レストラン　洞門パティオ 中津市本耶馬溪町樋田180 0979-52-2250 http://do-patio.com/. グルメ

3292 別邸　兆 中津市島田8 0979-64-9777 http://kitalo.com/kizashih.html グルメ
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3293 和風　味処　鬼太郎 中津市豊田町2-16 0979-22-0304 http://kitalo.com/ グルメ

3294 からあげ専門店　げんきや（舷喜屋） 中津市金手35-2 0979-64-6933 http://www.nakatsu-genkiya.com

3299 人形工房かじか 竹田市直入町大字長湯3122-2 0974-75-3199 http://www.kajika-nagayu.com

3305 久住ワイナリー 竹田市久住町大字久住3990番地1 0974-76-1002 http://www.kuju-winery.co.jp

3306 長湯バル　ねはんや 竹田市直入町長湯8005-3 0974-75-3988 https://nehanya.wixsite.com/home

3313 幾久屋 豊後高田市新地1917 0978-24-4151

3314 メガネのヨネザワ　豊後高田店 豊後高田市高田2272-1 0978-23-1060

3316 真玉温泉　山翆荘 豊後高田市城前156-1 0978-53-4390 http://www.spaland.jp

3321 道の駅　やよい 佐伯市弥生大字上小倉898-1 0972-46-5951 https://www.michinoeki-yayoi.com/

3322 鮮度壱番 佐伯市葛港3番21号 0972-22-0037 https://uminoichiba.jp

3323 ナフコ　佐伯店 佐伯市西浜1番25号 0972-25-1401 http://www.nafco.tv

3324 さいき　海の市場　〇 佐伯市葛港3番21号 0972-22-0007 https://uminoichiba.jp

3325 寿司源 佐伯市駅前1丁目2-20 0972-22-0373

3327 佐伯回転寿司　マルマン 佐伯市城下東町1-13 0972-28-5600 http://www.marumansushi.com

3332 あぶり屋 佐伯市船頭町13番27号 0972-22-1749 グルメ

3333 メガネのヨネザワ　佐伯店 佐伯市中村東町8-40 0972-22-4550

3334 魚彩　さくら亭 佐伯市城下東町8-10 0972-23-3020 http://sakuratei.net

3335 麹の杜 佐伯市上岡字船河内2810番28 0972-48-9386 http://kojinomori.jp/

3338 かくまさ 宇佐市南宇佐2213-1 0978-37-0581

3340 久保酒蔵　株式会社 宇佐市長洲3581-1 0978-38-0109 http://www.kubosyuzou.jp

3341 （有）　時枝　酒店 宇佐市四日市1165 0978-32-0055

3342 おきらく酒家　うっかり八兵衛 宇佐市大字四日市1460-3 0978-33-4400 https://ukkari-hachibei.com/

3343 由布院その田 宇佐市安心院町木裳352 0978-44-2677

3346 カレーハウスCOCO壱番屋　宇佐四日市店 宇佐市大字四日市78-4 0978-34-9021

3347 里の駅　小の岩の庄 宇佐市安心院町戸方7番地の1 0978-34-2224

3350 フリューゲル久住 竹田市久住町栢木6049-89 0974-64-7839 http://flugel-kuju.com

3351 デリカ・ミート吉野　（（株）吉野） 竹田市直入町大字長湯8195-38 0974-75-2929

3352 宿房翡翠之庄～The King fisher resort 竹田市直入町長湯7443番地1 0974-75-2300 http://www.s-kawasemi.com/

3353 ホームプラザ　ナフコ　竹田店 竹田市大字三宅1852-3 http://www.nafco.tv

3354 割烹丸清 中津市東本町2-12 0979-22-4055 http://www.marukiyo.co.jp グルメ

3356 中津駅名店街中津市土産品販売　（協） 中津市大字島田219番地 0979-25-1810 小売り

3357 ホームプラザ　ナフコ　中津店 中津市大字大新田183-1 小売り

3358 セブン-イレブン　大分中春日町店 大分市中春日町15-12 097-536-0733

3360 禅海茶屋 中津市本耶馬溪町曽木2066-7 0979-52-2123 https://yabakei.com グルメ

3363 セブン-イレブン　大分弁天店 大分市弁天2-2-3 097-533-0341

3368 焼肉工房　シンキ 大分市都町3丁目6番20号 097-574-6259 http://shinki.owst.jp

3372 高崎山　おさる館　(株)高崎 大分市大字神崎字ウト3078 097-537-9294

3373 旬彩和食　山盛り 大分市長浜町1丁目9番13号 097-532-5194

3374 ホテル　ルートイン　大分駅前 大分市金池町1-3-1 097-513-5000 https://www.route-inn.co.jp

3376 ルミーナ　大分店 大分市中央町2丁目3番18号 097-532-2311

3378 メガネのヨネザワ　米良バイパス店 大分市下郡南4-2-19 097-567-9061

3380 ミセスファッションみやこ　中央町店 大分市中央町2丁目7-33 097-533-7385

3384 ホームプラザ　ナフコ　西大分店 大分市大字生石145-43 097-513-4911

3385 ホームプラザ　ナフコ　パークプレイス大分店 大分市公園通り西2丁目3-2 097-525-9951 http://www.nafco.tv

3386 ホームプラザ　ナフコ　東大分店 大分市大字森620 097-523-6417 http://www.nafco.tv
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3387 寿楽庵 大分市城崎町2-1-5 097-537-2611 http://www.jyurakuan.com

3389 レストラン　石合船 大分市中央町3-5-13 097-536-3648

3390 メガネのヨネザワ　鶴崎店 大分市西鶴崎3-5-12 097-523-1211

3396 とんかつ　とん樹 大分市府内町3丁目7-8 097-513-3555

3397 よしだ会館 大分市大字太平23-1 097-576-0288

3398 ウェルネス　わさだ 大分市玉沢755-1 097-588-8600 http://www.wellness-beppu.com

3408 ドラッグイレブン　松岡店 大分市大字毛井16 097-528-7350

3409 トキハ　本店 大分市府内町2丁目1番4号 097-538-1111 https://www.tokiwa-dept.co.jp/honten/

3410 トキハ　わさだタウン 大分市玉沢 097-586-1111 https://www.tokiwa-dept.co.jp/wasadatown/

3413 Lalcool Shot 大分市中央町1丁目4-8 097-513-6373

3416 ファミリーマート　大分横瀬店 大分市大字横瀬2195-5 097-548-7890

3419 ドラッグイレブン　畑中店 大分市畑中3丁目2番2号 097-514-9813 https://www.drugeleven.com/

3420 セブン-イレブン　大分長浜町2丁目店 大分市長浜町2丁目14番15号 097-536-4305

3421 セブン-イレブン　大分城崎町店 大分市城崎町1丁目79番 097-536-6218

3422 セブン-イレブン　大分金池町店 大分市金池町4丁目3140番1 097-534-0122

3423 崔おばさんのビックリホルモン家　中央町 大分市中央町2丁目8番23号1F 097-513-1129

3424 崔おばさんのビックリホルモン家　高城店 大分市日岡1丁目1番25号 097-553-1129

3425 崔おばさんのビックリホルモン家　南大分店 大分市畑中1丁目4番8号 097-545-4129

3428 高崎山自然動物園 大分市大字神崎字3098番地1 097-532-5010 https://www.takasakiyama.jp

3433 三味ざぼん店 別府市北浜1丁目4の5 0977-23-1664 http://www.sanmi-zabon.com/ 小売り

3436 大分香りの博物館 別府市北石垣48-1 0977-27-7272 http:oita-kaori.jp 観光施設

3439 （別府ステーションホテル　西館）　ホテル　スター 別府市田の湯町10-29 0977-25-1188

3441 馬肉料理　大阿蘇 別府市北浜1-11-18 0977-21-0965 グルメ

3442 ゆとりろ　別府 別府市亀川野田22 0977-67-5152 http://www.yutorelo-beppu.com

3443 別府　風雅 別府市堀田7-1 0977-26-7711 http://beppu-fuga.com/

3444 わんこの宿　ゆるり 別府市野田114-1 0977-75-8771 http://www.wanko-yururi.com

3445 ローソン　別府亀川店 別府市亀川浜田町2-6 0977-66-1166 コンビニ・スーパー

3446 ローソン　別府亀川四の湯町店 別府市亀川四の湯町20-28 0977-66-8776 コンビニ・スーパー

3447 いで湯の宿　丸神屋 別府市大字鉄輪318番地の1 0977-66-1808 http://www.marugamiya 観光施設

3449 和音 別府市汐見町7-26 0977-24-1453 グルメ

3450 豊前屋旅館 別府市明礬2組 0977-66-0537 http:www.buzenya.net/ 観光施設

3451 ホームプラザ　ナフコ　別府鶴見店 別府市大字鶴見769-1 0977-27-6831 http://www.nafco.tv 小売り

3452 ホームプラザ　ナフコ　別府店 別府市若草町12-3 0977-24-1436 http://www.nafco.tv 小売り

3455 大阪王将　大分別府店 別府市餅ヶ浜10-10 0977-73-5528 https://www.osaka-osho.com グルメ

3456 ルミーナ　別府店 別府市中央町6番22号 097-532-2311 小売り

3458 炙り屋　浜右衛門 別府市北浜2-7-31 0977-23-6790 グルメ

3459 ヴォルケーノ　ステーキレストラン 別府市北浜1-2-15 0977-80-1883 グルメ

3460 トキハ　別府店 別府市北浜2-9-1 0977-23-1111 https://www.tokiwa-dept.co.jp/beppu/ 小売り

3462 ローソン　別府生目店 別府市大字南立石字上向原1082の206 0977-26-5026 コンビニ・スーパー

3464 一般社団法人別府市観光協会駅案内所 別府市駅前町12　別府駅構内 0977-24-2838 http://kyokai.beppu-navi.jp/

3466 一般社団法人別府市観光協会 別府市上野口町1番15号　別府市役所1階 0977-24-2828 http://kyokai.beppu-navi.jp/ 小売り

3468 株式会社　井上酒造 日田市大字大肥2220-1 0973-28-2211 https://kakunoi.com/

3469 民宿　いこい 国東市安岐町西本1104-1 https://welcomeikoi.wixsite.com/ikoi

3470 かぼす工房 臼杵市大字臼杵627番地 0972-63-5487 https://store-13525.business.site/

3472 ミセスファッションみやこ　臼杵店 臼杵市江無田266-5サンリブ臼杵2F 0972-63-1385
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3473 くつろぎの温泉宿　山田別荘 別府市北浜3-2-18 0977-24-2121 http://yamadabessou.jp

3474 居酒屋　とり串　別府店 別府市石垣東10-4-29 0977-25-1915 グルメ

3475 ひらもと　惣菜店 別府市東荘園2丁目3 0977-21-0464 グルメ

3477 ダイニングキッチン　とり串　日出店 速見郡日出町1832番地高橋ビル1F 0977-72-8677

3481 ローソン　中津駅南口店 中津市豊田町8-3 0979-23-7053 コンビニ・スーパー

3483 山荘　神和苑 別府市大字鉄輪345番地 0977-66-2111 http://www.kannawaen.jp/

3489 ダイワロイネット　ホテル大分 大分市荷揚町2-3 097-535-0022 http://www.daiwaroynet/oita/

3491 炭火焼鳥　匠 玖珠郡九重町湯坪2-506-20 0973-79-3655

3497 ゆめマート　宇佐 宇佐市法鏡寺500番地 0978-34-9601 https://youme-kitakyushu.co.jp/

3498 メガネのヨネザワ　サンリブ臼杵店 臼杵市江無田266-5 0972-64-7220

3500 チョロ松 別府市北浜1-4 グルメ

3502 凡真留是 別府市駅前町12-13（えきマチ1丁目別府内） 0977-73-9540 小売り

3504 7diner 別府市北浜1丁目11-10　愛媛屋ビル別館 0977-25-1838 グルメ

3510 クラフト館　蜂の巣 由布市湯布院町川上1507-1 0977-84-5850

3511 ひすいの宿　黎明 由布市湯布院町川上2212-35 0977-85-5016 https://www.yufuin.reimei.com

3513 オープンキッチン　和っ華 由布市湯布院町川上2941番地1 0977-77-2480

3514 ローソン　湯布院　乙丸店 由布市湯布院町川上松ノ木 0977-84-5454

3515 メガネのヨネザワ　津留店 大分市東津留1-6-11 097-552-5600

3517 本場インドカレーレストラン　プルニマ大分店 大分市坂ノ市南1-9-16 097-592-4140 https://www.ypurunima.jp

3518 ホームプラザ　ナフコ鶴崎店 大分市三佐2900-1 097-503-7581

3521 亀八寿司 佐伯市中村南町７番12号 0972-22-5818 https://www.kamehachi-sushi.com/

3528 ココペリ　ウエスタン　ライディング 竹田市久住町久住4048番地5 https://kokopelli-horse.com

3532 オートバックス　日田店 日田市新治町312-1 0973-28-5944 https://csc-autobacs.com

3535 道の駅　さがのせき 大分市大平989番地の6 097-576-0770

3536 ファッションコンシェルジュ　みやこ　セントポルタ店 大分市中央町2丁目5-22越後屋ビル1F 097-537-3857

3540 小さなお宿　つきのほたる 中津市耶馬渓町深耶馬2142-1 0979-55-2259 http://www.tukinohotaru.com

3541 たまごキッチン　ママン 中津市中央町2丁目4番5号 0979-23-8844 http://www.e-kominami.net/

3542 焼き焼き工房　ぱぱん 中津市中央町2丁目4番5号 0979-23-8844 http://www.e-kominami.net/

3543 ゆめマート　中津 中津市永添603番地 0979-23-3224 小売り

3545 Green parks topic ゆめタウン別府 別府市楠町382-7　ゆめタウン別府1F 0977-25-3701 http://www.izumi.co.jp/youmetown/beppu/ 小売り

3546 ファミリーマート　JR別府駅店 別府市駅前町12-13 0977-73-8010 コンビニ・スーパー

3548 大江戸温泉物語　別府清風 別府市北浜2-12-21 0570-050268 https://beppu.ooedoonsen.jp グルメ

3549 エステの宿　上の杜 由布市湯布院町川上1023-5 0977-84-4473 https://kannomori.net

3550 ローソン　佐伯池船店 佐伯市池船町22-3 0972-23-0690 コンビニ・スーパー

3551 ローソン　佐伯稲垣店 佐伯市大字稲垣字大田242-1 0972-23-6767 コンビニ・スーパー

3552 里の駅　ふるさと市場　R213 国東市安岐町下原2235 0978-67-3362 小売り

3553 鹿鳴館（二階展望食堂） 中津市耶馬渓町大字深耶馬3152番地4 0979-55-2025 グルメ

3555 温泉閣 別府市鉄輪風呂本1組 0977-66-1767

3557 ローソン　宇佐四日市店 宇佐市四日市387-9 0978-32-8501 コンビニ・スーパー

3558 やまさ旅館 宇佐市安心院下毛1785番地 0978-44-0002 http://www.suppon-yamasa.jp グルメ

3559 Green parks topic イオンモール三光 中津市三光佐和1032　イオンモール三光1F 0979-26-8342 http://sankon-aeonmall.com 小売り

3560 城島高原パーク　ペーター 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp 観光施設

3561 城島高原パーク　アリスのテーブル 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp 観光施設

3562 城島高原パーク　森の食卓 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp 観光施設

3563 城島高原パーク　ジョリエ 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp 観光施設
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3564 城島高原パーク　ハイジの家 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp 観光施設

3565 城島高原パーク　メアリーアーデンス 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp 観光施設

3566 城島高原パーク　 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp 観光施設

3567 城島高原パーク　ゴルフクラブ 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp スポーツ

3568 城島高原ホテル 別府市大字東山123番地の1 0977-22-1166 https://www.kijimakogen-park.jp

3569 ファミリーマート　大在プラザ店 大分市大字政所字村田103-2-2 097-528-9755 コンビニ・スーパー

3570 サンドラッグ臼杵江無田 臼杵市江無田266-5サンリブ臼杵店内 0972-64-0991 小売り

3571 サンドラッグ稙田店 大分市大字田尻441-1 097-586-1772 小売り

3573 サンドラッグ東大道店 大分市東大道1-12-14 097-540-7188 小売り

3584 もと湯の宿　黒田や 別府市大字鶴見676番地2 0977-66-9656 https://www.kurodaya.info

3587 ホテル鉄輪 別府市大字鶴見676番地2 0977-66-8222 https://www.hotel-kannawa.com

3590 旅館　山城屋 由布市湯布院町湯平309-1 0977-86-2462 https://www.e-yamashiroya.jp

3591 道の駅あさじ 豊後大野市朝地町板井迫1016-1 0974-64-1210 michinoeki-asaji.com グルメ

3592 ホテル　ますの井 豊後大野市三重町市場95 0974-22-1050 https://www.masunoi.com

3596 サケギャラリー東西 国東市国東町網井392-1 0978-72-1181 www.nishinoseki.com 小売り

3597 ローソン　別府石垣西6丁目店 別府市石垣西6丁目1番52号 0977-21-3557 コンビニ・スーパー

3606 ビ・ボーン 東国東郡姫島村2080番地 0978-87-2844 小売り

3607 東みやげ店 東国東郡姫島村2071番地1 0978-87-3436 小売り

3609 由布院ときの色 由布市湯布院町川上2939-4 0977-84-5858 http://www.yufuin-tokinoiro.com グルメ

3610 マックハウスSSF　あけのアクロス店 大分市明野東1-1-1　あけのアクロスタウン二番街 097-552-0015 http://www.mac-house.co.jp 小売り

3613 くまざわ書店　大分店 大分市公園通り西2-1　パークプレイス大分2F 097-520-7813 https://www.kumabook.com 小売り

3614 くまざわ書店　大分明野店 大分市明野東1-1-1　あけのアクロスタウン二番街2階 097-552-7511 https://www.kumabook.com 小売り

3615 水神之森 竹田市直入町長湯2907 0974-75-3490 http://www.suijinnomori.com

3616 希感舎 大分市大字松岡6717 097-524-6551 http://www.kikansha.info グルメ

3620 ファミリーマートJR中津駅店 中津市大字島田219-2 0979-85-0045 コンビニ・スーパー

3622 ファミリーマート大分府内町店 大分市府内町1丁目1番27号 097-548-5331 コンビニ・スーパー

3624 おんた焼きSAKO 日田市豆田町9-29 0973-24-3822 小売り

3625 ホームセンターセブン高田SS 豊後高田市新地1747-1 0978-24-2829 http://www.hc7.co.jp 小売り

3626 新美賀久寿司 津久見市中央町23番5号 0972-82-2411 グルメ

3629 オロチと柊 大分市中央町2-1-23サンクビル2F 097-538-3007 グルメ

3630 ホームセンターセブン香々地店 豊後高田市香々地4067番地の1 0978-54-3140 http://www.hc7.co.jp 小売り

3631 ホームセンターセブン四日市SS 宇佐市大字四日市字1087-1 0978-33-2611 http://www.hc7.co.jp 小売り

3632 ホームセンターセブン中津SS 中津市大字牛神石原24番地 0979-27-1355 http://www.hc7.co.jp 小売り

3633 ホームセンターセブン車検工場 宇佐市大字四日市字1096-1 0978-25-6607 http://www.hc7.co.jp 小売り

3634 ホームセンターセブン山香SS 杵築市山香町大字内河野2942-1 0977-28-5835 http://www.hc7.co.jp 小売り

3635 ホームセンターセブン宇佐SS 宇佐市大字岩崎379-1 0978-34-7981 http://www.hc7.co.jp 小売り

3636 ホームセンターセブン国東SS 国東市国東町大字小原2638 0978-72-9011 http://www.hc7.co.jp 小売り

3637 ホームセンターセブン豊前SS 豊前市大字久松117-1 0979-84-0369 http://www.hc7.co.jp 小売り

3638 ホームセンターセブン四日市店 宇佐市大字四日市字松山1127-1 0978-33-1180 http://www.hc7.co.jp 小売り

3639 ホームセンターセブン宇佐店 宇佐市大字岩崎376-1 0978-37-3311 http://www.hc7.co.jp 小売り

3640 ホームセンターセブン安心院店 宇佐市安心院町折敷田68-1 0978-44-2366 http://www.hc7.co.jp 小売り

3641 ホームセンターセブン高田店 豊後高田市新地1722-1 0978-24-0017 http://www.hc7.co.jp 小売り

3642 ホームセンターセブン国東店 国東市国東町大字小原字池田2568-1 0978-73-2020 http://www.hc7.co.jp 小売り

3643 ホームセンターセブン山香店 杵築市山香町大字内河野字六反田2990番地 0977-28-5456 http://www.hc7.co.jp 小売り

3644 ファミリーマート寺崎町1丁目店 大分市寺崎町1-2-9 097-555-9822 コンビニ・スーパー
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3645 ファミリーマート大分津守店 大分市津守396-1 097-504-7400 コンビニ・スーパー

3646 ファミリーマート大分市役所店 大分市荷揚町2-31　大分市役所B1 097-514-3201 コンビニ・スーパー

3647 ファミリーマート豊後大野緒方店 豊後大野市緒方町馬場14番1 0974-24-4001 コンビニ・スーパー

3648 ファミリーマート大分県立病院西口店 大分市豊饒3丁目11番2号 097-573-6789 コンビニ・スーパー

3649 ファミリーマート大分乙津港町店 大分市乙津港町2丁目5番38号 097-503-6006 コンビニ・スーパー

3650 ファミリーマート臼杵インター店 臼杵市大字望月清太郎63-1 0972-64-0880 コンビニ・スーパー

3651 ファミリーマート別府中央町店 別府市中央町2番6号 0977-73-8101 コンビニ・スーパー

3652 ファミリーマート大分都町4丁目店 大分市都町4丁目2番19 097-548-5666 コンビニ・スーパー

3653 ファミリーマート中戸次店 大分市大字中戸次4813番地 097-597-7921 コンビニ・スーパー

3654 ファミリーマート大分羽屋店 大分市畑中1丁目1番5号 097-573-5477 コンビニ・スーパー

3655 ファミリーマート大分下戸次店 大分市大字下戸次1538-5 097-597-8860 コンビニ・スーパー

3656 ファミリーマート米良バイパス店 大分市大字羽田97-1 097-567-6675 コンビニ・スーパー

3665 個室たびとお座敷 大分市府内町2-2-5 097-532-2010 グルメ

3667 ローソン日田中央1丁目店 日田市中央1丁目412-1 0973-24-7666 コンビニ・スーパー

3671 トリック３Ｄアート湯布院 由布市湯布院町川上3001-8 0977-84-5058 http://www.trick3dart-yufuin.com 観光施設

3672 由布院　ZEN 由布市湯布院町川北596 0977-85-7700 http://www.hanare-yufuin-zen.com グルメ

3673 由布院　元（旧　ダイニングキッチン ZEN） 由布市湯布院町川北596 0977-76-5159 http://www.hanare-yufuin-zen.com/facility.html グルメ

3675 こだわりもん　だんや 大分市府内町2-3-29　2F 097-535-0147 グルメ

3676 ダイレックス　大在店 大分市大字城原　2400 0975-24-3539 https://www.ds-direx.co.jp/ 小売り

3677 ローソン　日田高瀬店 日田市大字高瀬字今市85-1 0973-24-2005 コンビニ・スーパー

3682 山荘　無量塔　タンズバー 由布市湯布院町川上1264番地2 0977-84-5000 http://www.sansou-murata.com/ グルメ

3684 ダイレックス　やまなみ店 別府市大字鶴見283-1 0977-67-5545 https://www.ds-direx.co.jp/ グルメ

3686 ダイレックス　杵築店 杵築市大字杵築字北浜665-88 0978-64-0202 https://www.ds-direx.co.jp/ 小売り

3687 ダイレックス　わさだ店 大分市大字市1181番地 097-548-7866 https://www.ds-direx.co.jp/ 小売り

3688 ダイレックス　宇佐店 宇佐市上田76-1 0978-34-6811 https://www.ds-direx.co.jp/ 小売り

3690 ダイレックス　日出店 速見郡日出町3834番地15 0977-72-9823 https://www.ds-direx.co.jp/ 小売り

3692 ローソン　済生会　日田病院前店 日田市住吉ノ後783-1 0973-23-7733 小売り

3696 レモネード＆スイーツ　リモ 由布市湯布院町川上1079-15 0977-85-7220 小売り

3698 ローソン　日田インター店 日田市大字渡里字下瀬井手94-2 0973-22-1858 グルメ

3701 ダイレックス　日田中央店 日田市三本松2丁目７番33号 0973-27-6402 https://www.ds-direx.co.jp/ コンビニ・スーパー

3703 ダイレックス　森店 大分市皆春751-1 097-527-3372 https://www.ds-direx.co.jp/ 小売り

3704 ダイレックス　下郡店 大分市下郡1751番1 097-567-8810 https://www.ds-direx.co.jp/ 小売り

3709 ファミリーマート　大分東春日町店 大分市春日町７番７号 097-573-7033 グルメ

3710 ローソン　日田南友田店 日田市大字友田字田中519-4 0973-25-1680 グルメ

3712 ファミリーマート　豊後大野三重市場店 豊後大野市三重町市場290番1 0974-24-0100 コンビニ・スーパー

3714 別府湾サービスエリア　玄林館上り線　フードコート 別府市大字内竈扇山3677番43の2 0977-66-1260 https://www.timehills.jp/ 交通機関

3715 別府湾サービスエリア　玄林館上り線　売店 別府市大字内竈扇山3677番43の2 0977-66-1260 https://www.timehills.jp/ 交通機関

3721 まるい商事 東国東郡姫島村2066番地10 0978-87-3505 小売り

3722 ファミリーマート　大分皆春店 大分市大字皆春300番地の1 097-503-5575 コンビニ・スーパー

3723 A＆BeeHOTEL 大分市三佐5丁目119番 097-522-7788 小売り

3727 ダイレックス　中津中殿店 中津市中殿町3丁目2-1 0979-26-1101 https://www.ds-direx.co.jp/company/outline/ 小売り

3728 ダイレックス　佐伯店 佐伯市中の島2丁目4番3号 0972-20-5233 https://www.ds-direx.co.jp/company/outline/ 小売り

3730 柚子茶ゆずっ子 由布市湯布院町川上1098番地 097-556-6000 https://www.yuzukko.com/ 小売り

3731 マルマタしょう油 日田市隈2丁目2-36 0973-22-2050 https://marumata-s.com 小売り

3732 gogo clothing store 大分市大手町2-2-8　アイビル1-1F 097-574-9464 http://www.gogo-clothing.com/ 小売り
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3734 日豊観光バス株式会社 大分市大字森町234番地の1 097-521-2800 www.nippo-taxi.co.jp 交通機関

3736 ドラッグコスモス荘園店 大分市荘園6組ー1 0977-73-7890 小売り

3737 ドラッグコスモス南荘園店 別府市南荘園町25組 0977-27-8831 小売り

3738 ドラッグコスモス天満店 別府市天満町15-15 0977-73-8733 小売り

3739 ドラッグコスモス別府中島店 別府市中島町8-2 0977-73-5506 小売り

3740 ドラッグコスモス鶴見店 別府市鶴見491-5 0977-27-8611 小売り

3741 ドラッグコスモス石垣店 別府市石垣東5丁目2-45 0977-73-5211 小売り

3742 ドラッグコスモス平田店 別府市平田町4-3 0977-27-6474 小売り

3743 ドラッグコスモス大畑店 別府市大畑10組 0977-73-9177 小売り

3744 ドラッグコスモスやまなみ店 別府市春木1組1 0977-73-9009 小売り

3745 ドラッグコスモス下郡バイパス店 大分市片島378-1 097-503-8070 小売り

3746 ドラッグコスモス寒田店 大分市寒田1011-1 097-504-7060 小売り

3747 ドラッグコスモス大在店 大分市竹下2丁目3-7 097-528-9413 小売り

3748 ドラッグコスモス大分高田店 大分市下徳丸14 097-503-6404 小売り

3749 ドラッグコスモス賀来店 大分市賀来新川1丁目1-17 097-586-5335 小売り

3750 ドラッグコスモス新貝店 大分市新貝5-18 097-555-9622 小売り

3751 ドラッグコスモス西大在店 大分市角子南1丁目1-4 097-503-6805 小売り

3752 ドラッグコスモス森町店 大分市森町西1丁目1-1 097-503-6310 小売り

3753 ドラッグコスモスわさだ店 大分市市1267 097-588-8933 小売り

3754 ドラッグコスモス下郡店 大分市下郡南3丁目6-11 097-567-8315 小売り

3755 ドラッグコスモス猪野店 大分市猪野1252 097-503-5755 小売り

3756 ドラッグコスモス三佐店 大分市三佐3丁目2-10 097-503-6336 小売り

3757 ドラッグコスモス坂ノ市店 大分市坂ノ市中央3丁目4-10 097-524-3775 小売り

3758 ドラッグコスモス大分新川店 大分市勢家1396-41 097-540-6633 小売り

3759 ドラッグコスモス上宗方店 大分市上宗方667-41 097-588-8245 小売り

3760 ドラッグコスモス松岡店 大分市松岡5180-1 097-525-9633 小売り

3761 ドラッグコスモス東元町店 大分市六坊北町6-27 097-573-6101 小売り

3762 ドラッグコスモス汐見店 大分市汐見2丁目34-31 小売り

3763 ドラッグコスモス下郡東店 大分市下郡東1丁目5-20 097-554-3040 小売り

3764 ドラッグコスモス戸次店 大分市中戸次5111-5 097-586-7007 小売り

3765 ドラッグコスモス城原店 大分市城原1819-1 097-524-2260 小売り

3766 ドラッグコスモス王子港町店 大分市王子港町1-31 097-513-3188 小売り

3767 ドラッグコスモス光吉店 大分市光吉1173 097-503-9506 小売り

3768 ドラッグコスモス森町バイパス店 大分市森町526-1 097-524-0555 小売り

3769 ドラッグコスモス高松東店 大分市高松東2-6-1 097-573-1158 小売り

3770 ドラッグコスモス古国府店 大分市古国府花園2丁目8-1 097-513-8015 小売り

3771 ドラッグコスモス鬼崎店 由布市挾間町鬼崎182-1 097-586-3563 小売り

3772 ドラッグコスモス狭間北方店 由布市挾間町北方下角100-3 097-586-3220 小売り

3773 ドラッグコスモス杵築店 杵築市大内4532-7 0978-66-4123 小売り

3774 ドラッグコスモス国東店 国東市国東町小原1926-2 0978-73-2081 小売り

3775 ドラッグコスモス大分空港店 国東市武蔵町糸原上神手4129-10 0978-64-8107 小売り

3776 ドラッグコスモス日出駅前店 速見郡日出町川崎845-1 0977-28-0131 小売り

3777 ドラッグコスモス日出店 速見郡日出町3878番地4 0977-28-0333 小売り

3778 ドラッグコスモス新地店 臼杵市江無田231 0972-64-7124 小売り

3779 ドラッグコスモス江無田店 臼杵市江無田1479-3 0972-64-6084 小売り
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3780 ドラッグコスモス臼杵店 臼杵市市浜1371 0972-64-6120 小売り

3781 ドラッグコスモス津久見店 津久見市高洲町16-23 0972-85-0202 小売り

3782 ドラッグコスモス佐伯常磐店 佐伯市常磐東町7-7 0972-20-4381 小売り

3783 ドラッグコスモス佐伯女島店 佐伯市女島区8903-1 0972-20-5135 小売り

3784 ドラッグコスモス脇津留店 佐伯市鶴岡西町2丁目325 0972-20-0103 小売り

3785 ドラッグコスモス中の島店 佐伯市中の島1丁目7-7 0972-20-3666 小売り

3786 ドラッグコスモス三重店 豊後大野市三重町芦刈481-79 小売り

3787 ドラッグコスモス竹田店 竹田市拝田原山下212 0974-64-0108 小売り

3788 ドラッグコスモス日ノ出店 日田市日ノ出町3-1 0973-25-5393 小売り

3789 ドラッグコスモス友田店 日田市南友田町962-1 0973-25-5520 小売り

3790 ドラッグコスモス日田三和店 日田市三和158-1 0973-25-5022 小売り

3791 ドラッグコスモス日田若宮店 日田市竹田417-4 0973-27-6464 小売り

3792 ドラッグコスモス玉川店 日田市十二町792-5 0973-25-6477 小売り

3793 ドラッグコスモス玖珠店 玖珠郡玖珠町大隅175-1 0973-73-9121 小売り

3794 ドラッグコスモス玖珠山田店 玖珠郡玖珠町山田10-1 0973-73-9388 小売り

3795 ドラッグコスモス鶴居店 中津市永添133-1 0979-26-0728 小売り

3796 ドラッグコスモス中津北店 中津市蛎瀬854-2 0979-26-1970 小売り

3797 ドラッグコスモス中津中央店 中津市中殿町3丁目1-3 0979-25-2677 小売り

3798 ドラッグコスモス中津田尻店 中津市田尻1186-1 0979-26-9013 小売り

3799 ドラッグコスモス相原店 中津市相原3306 0979-85-0711 小売り

3800 ドラッグコスモス大貞店 中津市大貞389-5 0979-27-6001 小売り

3801 ドラッグコスモス豊後高田店 豊後高田市高田2252-2 0978-23-0052 小売り

3802 ドラッグコスモス宇佐店 宇佐市辛島198-1 0978-34-6096 小売り

3803 ドラッグコスモス四日市店 宇佐市閤355 0978-34-6117 小売り

3804 ドラッグコスモス柳ヶ浦店 宇佐市住吉町1丁目10 0978-38-7277 小売り

3805 ドラッグコスモス西本町店 宇佐市四日市380-1 0978-34-6040 小売り

3806 ドラッグコスモス明野店 大分市明野北5丁目1-3 097-504-1557 小売り

3807 パークプレイス大分 大分市公園通り西2丁目1番 097-520-7780 https://shop.parkplace-oita.com/

3855 牧の戸峠　レストハウス 玖珠郡九重町大字湯坪牧の戸峠 0973-79-2042 小売り

3856 駄菓子屋の夢博物館 豊後高田市新町1007番地5 0978-23-0008 https://dagashi-yumehaku.com/ 観光施設

3858 ファミリーマート三重原店 豊後大野市三重町芦刈481-17 0974-26-4035 コンビニ・スーパー

3859 相澤漆芸工房 日田市豆田町10-2 0973-22-7588 小売り

3861 ストーンマーケット　パークプレイス大分店 大分市公園通り西2-1　パークプレイス大分内 097-528-7898 https://www.stone-m.com/ 小売り

3862 ストーンマーケット　ゆめタウン別府店 別府市楠町382-7　ゆめタウン別府内 097-726-6751 https://www.stone-m.com/ 小売り

3872 生一本　新宮通り店 別府市元町10-3 0977-23-2308 グルメ

3873 和食堂　生一本 別府市駅前本町1-5　つるみカーパーク1F 0977-21-3909 グルメ

3874 生一本　本店 別府市北浜1丁目14-1　三浦ビル1F 0977-24-2881 グルメ

3875 四季亭はな村 別府市野口中町7番22号 0977-21-7711 http://www.4-hanamura.jp/ グルメ

3877 イタリアントマトカフェ　ゆめタウン別府店 別府市楠町382-7　ゆめタウン別府店1F 0977-26-6636 グルメ

3878 日の春旅館 由布市湯布院町川上1082-1 0977-84-3106 http://www.hinoharu.jp/

3880 冨士屋　一也百ホール＆ギャラリー 別府市鉄輪上1組 0977-66-3251 https://www.fujiya-momo.jp/ グルメ

3881 株式会社シティタクシーホールディングス 大分市原川2丁目3番4号 097-503-4311 https://www.ojk-citytaxi.jp 交通機関

3884 うめの補聴器センター 大分市中央町1-1-13　モリムラビル1F 097-540-5408 https://umeno-hac.com/ 小売り

3886 オーベルジュ　ア・マ・ファソン 玖珠郡九重町湯坪瀬の本628-10 0967-44-0048 http://www.amafacon.com グルメ

3887 Green Parks fuuwa パークプレイス大分 大分市公園通り西2-1パークプレイス大分内 097-520-7589 oita-p@greenparks.jp 小売り



ID クーポン対象店名 町名以下 代表TEL番号 ホームページアドレス グルメ 小売り コンビニエンスストア・スーパーマーケット観光施設 遊興関連 スポーツ 交通機関 その他

3889 フラワーマウンテン　もくあみの杜 由布市湯布院町川上1558-2 0977-76-5822 小売り

3890 アルカヤ靴店　もくあみの杜 由布市湯布院町川上1558-2 0977-75-9837 小売り

3893 アルカヤ靴店　湯布院 由布市湯布院町川上3049-10 0977-85-7620 https://www.facebook.com/alkayayufuin/ 小売り

3894 民宿　マリンハウス　村さ来 東国東郡姫島村831番地 0978-87-2612 観光施設

3895 ファミリーマート　大分新栄町店 大分市新栄町11番30号 097-503-1991 コンビニ・スーパー

3896 別府湾サービスエリア　玄林館下り線　売店 別府市大字内竈字扇山3677番地43の2 0977-66-1260 交通機関

3897 別府湾サービスエリア　玄林館下り線　フードコート 別府市大字内竈字扇山3677番地43の2 0977-66-1260 交通機関

3898 薪窯ピッツァ＆Gallery花民 別府市小倉1-1 0977-80-7337 グルメ

3905 ファミリーマート　大分大学旦野原店 大分市大字旦野原字大迫680番地 097-504-7331 コンビニ・スーパー

3909 ホテル　さわやかハートピア明礬 別府市大字鶴見1190番地の1 0977-66-1321

3915 だるま旅館 東国東郡姫島村1553番地 0978-87-2026 グルメ

3916 別府温泉ー竹と椿のお宿ー花別府 別府市上田の湯町16-50 0977-22-0049 グルメ 小売り

3918 徳丸商店 国東市武蔵町池ノ内401-2 0978-68-0070 小売り

3920 勝手にサワー白木屋大分駅前店 大分市末広町1-1-18　ニッセイ大分駅前ビル 097-534-1488 グルメ

3922 あじ処安兵衛 中津市島田207-15 0979-22-7065 グルメ

3924 ワタナベ時計店 別府市駅前町12-13　Bパッサージュ 0977-25-7060 小売り

3925 天空の大地 久住高原ホテル 竹田市久住町大字久住4031 0974-76-1211 観光施設

3926 星野リゾート　界別府 別府市北浜2-14-29 03-5159-6322

3931 A＆BeeHOTEL 大分市三佐5丁目119番 097-522-7788 観光施設

3932 ゆふいん夢ひろば 由布市湯布院町川上2635番地 0977-84-3402 観光施設

3933 ゆふいん森のホテル　Shan-Jewel 由布市湯布院町川上1350-1 0977-76-5500 小売り

3934 酒のコタニ 別府市中央町8-14 0977-23-0698 小売り

3936 久住高原ゴルフ倶楽部 竹田市久住町大字白丹3866番地 0120-67-5910 スポーツ

3938 お菓子の菊家 由布市挾間町赤間向ノ山740番地 097-583-3200

3963 蛍の宿いぶき 玖珠郡九重町大字湯坪984-1 0973-79-2356 観光施設

3964 natural bakery cram 別府市船小路町3番30号 0977-22-4141 グルメ

3965 ACLOBATICS 大分市東大道1-6-1　学校法人後藤学園サテライトキャンパス内 097-574-4971 グルメ

3967 ヤマダデンキ　テックランド大分日田店 日田市十二町浄明寺1-1 0973-23-8131 小売り

3968 ホームセンターセブン玖珠SS 玖珠郡玖珠町大字山田字豆田74-1 0973-72-9204 小売り

3969 食楽　ななせ街道 大分市野津原2263-2 097-588-2111 グルメ

3972 ファミリーマート　大分オアシス店 大分市高砂町12番 097-514-3100 コンビニ・スーパー

3973 ファッションセンターしまむら　日出店 速見郡日出町3902-18 0977-28-0029 小売り

3974 ファッションセンターしまむら　中津店 中津市蛎瀬847 0979-26-1084 小売り

3975 ファッションセンターしまむら　杵築店 杵築市大字大内4526-1 0978-66-6067 小売り

3976 ファッションセンターしまむら　三重店 豊後大野市三重町小坂4109-28 0974-24-0211 小売り

3977 ファッションセンターしまむら　挟間店 由布市挟間町北方45番地1 097-586-3463 小売り

3978 ファッションセンターしまむら　玖珠店 玖珠郡玖珠町大字大隈宮田178-1 0973-72-9560 小売り

3979 ファッションセンターしまむら　日田店 日田市大字友田819-1 0973-27-5191 小売り

3980 ファッションセンターしまむら　わさだ店 大分市大字市1144 097-548-7551 小売り

3981 ファッションセンターしまむら　佐伯店 佐伯市長島町1-492 0972-20-4465 小売り

3982 ファッションセンターしまむら竹田店 竹田市大字拝田原505-1 0974-64-0064 小売り

3983 ファッションセンターしまむら　臼杵店 臼杵市大字市浜字大平木1229 0972-64-0140 小売り

3984 バースデイあけのアクロスタウン店 大分市明野東1-1-1 097-555-9733 小売り

3985 バースデイ　ゆめタウン中津店 中津市蛭子町3丁目99番 0979-26-0026 小売り

3986 バースデイ　わさだ店 大分市大字市1144 097-548-7556 小売り
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3987 カジュアル＆シューズ　アベイル　わさだ店 大分市大字市1145 097-548-7558 小売り

3988 カジュアル＆シューズ　アベイル　あけのアクロスタウン店 大分市明野東1-1-1 097-555-9706 小売り

3989 ファッションセンターしまむら 豊後高田店 豊後高田市古浜2277-1 0978-23-0938 小売り

3990 ファッションセンターしまむら 大在店 大分市大在浜1-7-195 097-524-2202 小売り

3991 シャンブルコスモタウン 佐伯店 佐伯市鶴岡西町2-123 0972-28-5155 小売り

3992 ファッションセンターしまむら 猪野店 大分市猪野137-1 097-524-0417 小売り

3993 ファッションセンターしまむら 宇佐店 宇佐市大字上田寺ノ前192-2 0978-34-6288 小売り

3994 グランヴィリオホテル別府湾-和蔵- 速見郡日出町大字平道1780-1

3995 野津原タクシー 大分市花園2-11-42 097-549-3666 交通機関

3998 第一交通株式会社別府営業所 別府市石垣東９丁目２番２０号 0977-23-5331 http://www.daiichi-koutsu.co.jp 交通機関

3999 風の丘 由布市湯布院町川上2485-3 0977-70-9140 グルメ

4000 豆吉本舗　由布院店 由布市湯布院町川上1409 0977-85-7335 http://mansaiji.jp/ 小売り

4003 ドラッグコスモス湯布院店 由布市湯布院町川上1074-1 0977-28-4300 小売り

4004 ドラッグコスモス中津蛭子店 中津市蛭子町2丁目10-2 0979-85-2300 小売り

4006 有限会社　原井商事 宇佐市大字南宇佐2218-1 0978-37-0039 小売り

4007 民宿まるに丸 佐伯市蒲江大字西野浦2643番地 0972-42-1600 http://kamae-umigyo.com/ 観光施設

4010 湯布院　芋丸　栗丸 由布市湯布院町川上1526-1 小売り

4014 海業 佐伯市蒲江大字西野浦2566-1 0972-42-1600 観光施設

4015 大鳳閣 佐伯市内町1-15 0972-23-8448 グルメ

4016 （株）トキハインダストリー　別府フードキッチン 別府市北浜2丁目9番１号 0977-23-1178 コンビニ・スーパー

4017 （株）トキハインダストリー　わさだタウンスーパーマーケット 大分市玉沢楠本755-1 097-588-8811 コンビニ・スーパー

4018 活魚料理ふぐ料理いそよし 佐伯市府内町4-19 0972-24-1027 グルメ

4020 有限会社川口屋 国東市国東町田深493番地 0978-72-0074 kunisaki-kawaguchiya.com グルメ

4021 満月 中津市耶馬溪町深耶馬3153-9 0979-55-2741 小売り

4024 手造りおはぎ田舎庵 日田市豆田町146-1 0973-24-7182 https://r.goope.jp/ohagi-inakaan/ グルメ

4025 セブンイレブン別府春木店 別府市大字北石垣字瓜畑1517-1 0977-26-7771 コンビニ・スーパー

4026 アトリエ　とき 由布市湯布院町川上2666-1 https://ateliertoki.jp/ 小売り

4034 酒肴美味　六根 大分市中央町2丁目123番地の2 097-534-2177 グルメ

4035 久留米絣会館　湯布院ギャラリー 由布市湯布院町川上2989-1 0977-85-2826 https://k-kuwano.jp 小売り

4036 久留米絣会館　かすりや日田 日田市豆田町12-3 0973-23-2112 https://k-kuwano.jp 小売り

4040 らーめん食堂　太士 日田市三本松1-12-8 グルメ

4046 ドラッグコスモス畑中店 大分市畑中一丁目3番5号 092-433-0664 小売り

4048 ダイニング義々 日田市新治町368番地 0973-24-7333 グルメ

4049 数多　ききや店 日田市元町16-17柳橋ビル2階 グルメ

4050 華大和 日田市隈2丁目2-5 0973-22-1455 グルメ

4053 ドラッグコスモス杵築猪尾店 杵築市猪尾60-1 097-864-2330 小売り

4054 諭吉コルリ 中津市留守居町591 0979-53-9523 グルメ

4055 むろや醤油 中津市諸町1831 0979-22-0207 小売り

4056 餃々　大分都町店 大分市都町2丁目1番29号第1多田ガラスビル1F 097-532-2800 グルメ

5001 クアパーク長湯 竹田市直入町長湯3041-1 0974-64-1444

5004 ＹＵＭＥＹＡ　ＫＡＩ． 臼杵市二王座160 0972-62-8062 https://www.yumeya-kai.com

5006 湯布院ガーデンホテル　ドッグ＆リゾート 由布市湯布院町中川1120 0977-28-2008

5007 本野はきもの工業 日田市三芳小渕町1080-3 0973-22-4460 http://motono-hakimono.com/

5008 日田天領水の宿 日田市中ノ島町685-6 0973-24-0811 https://www.kanponoyado.japanpost.jp/index.html

5009 ジュエルアンドウ 佐伯市駅前1-2-18 0972-23-4733 https://www.lets-begin.info/saiki/jewel-ando/
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5010 高原の隠れ家　スパ・グリネス 玖珠郡九重町湯坪字瀬の本628-2 0967-44-0899 www://spa-greenness.com

5011 からいち 中津市古魚町1645番地 0979-24-3663 karaichi.net

5012 御宿　八遇來 由布市湯布院町川上1270-81 0977-85-5110

5013 ホテル　ヴィラ　くにさき 国東市国東町小原3204-1 0978-72-2116 https://villa-kunisaki.jp

5014 ゆふいん泰葉 由布市湯布院町川上1270-48 0977-85-2226 http://www.yasuha.co.jp/

5015 与八郎カフェ＆スイーツ 別府市風呂本1組 0977-27-7002

5016 眺望の宿しおり 別府市大字南立石2218番5 0977-22-9771 http://www.yado-shiori.jp/

5017 臼杵豆腐とふるさと懐石　やを傳 臼杵市江無田243番地の1 0972-62-3424

5018 からあげの鳥しん 中津市宮夫218-1 0979-23-5232 https://nakatsu-karaage.com/

5020 菊水旅館 宇佐市法鏡寺95-4 0978-32-0442

5021 セブンイレブン大分小池原店 大分市小池原1005番地1 097-552-7039

5022 セブンイレブン大分横田１丁目店 大分市横田1丁目400番 097-552-7039

5023 キャンピング大分 大分市賀来2111 097-549-0555 https://www.camping-oita.com/

5026 九重星生ホテル 玖珠郡九重町田野230番地 0973-79-3111 http://www.hosshouhotel.co.jp

5027 別府　はなみずき 別府市御幸2組 0977-66-6969 http://www.beppu-hanamizuki.jp/

5030 岡本屋旅館 別府市明礬4組 0977-66-3228 https://www.okamotoya.net/

5031 （有）酒井商店　大分空港ＳＳ 国東市安岐町塩屋313-7 0978-67-1281

5034 ホテルソラージュ大分・日出 速見郡日出町大神7505番地 0977-72-1800 http://www.solage.jp/

5035 別府温泉　杉乃井ホテル 別府市観海寺1 0977-24-1141 https://www.suginoi-hotel.com/

5038 血の池地獄 別府市野田778番地 0977-66-1191 http://chinoike.com

5039 別府漬物有限会社 別府市上原町7-15 0977-22-6101 http://tukemono-ouji.com/

5041 血の池地獄売店 別府市野田778番地 0977-66-1191 http://chinoike.com

5043 地酒の店　はかり屋 由布市湯布院町川上1080-1 0977-84-2067

5048 山荘天水 日田市天瀬町桜竹601 0973-57-2424 https://www.tensui.net/

5049 鶴橋とんちゃん 別府市北浜2-8-15 0977-76-5196 https://tonchan-tsuruhashi.com

5051 上野屋旅館 竹田市直入町長湯7961番地 0974-75-3355 http://www.uenoya.info/

5054 束ノ間 由布市湯布院町川上444-3 0977-85-3105 https://tsukanoma.club

5057 旭饅頭 日田市豆田町5-20 0973-22-4751 https://www.asahimanjyu.com/

5058 みょうばん湯の里 別府市大字鶴見1311番地の1 0977-66-8166 http://www.yuno-hana.jp/

5059 山下湖ロッジ 由布市湯布院町川西2174-143･148 0977-84-3156 https://yamashita-ko-lodge.jp/

5061 喫茶アップル 別府市小倉六組 0977-66-7901

5062 ニューデイリーヤマザキストア安岐たかはし店 国東市安岐町成久45-1 0978-67-2218

5064 悠彩の宿　望海 別府市北浜3丁目8番7号 0977-22-1241 https://www.bokai.jp

5065 湯沢家 別府市御幸5組1 0977-66-6440

5066 有限会社　一竹 竹田市会々2266-4 0974-63-2138 ittiku.net/#

5067 １店舗目：中国料理 李白 ２店舗目：洋食レストラン カテリーナ 大分市府内町1-4-28 097-536-2777 https://oita-centuryhotel.com/

5068 リゾーピア別府 別府市堀田7組の1 0977-25-2111 https://ct.rion.mobi/resorpia.beppu/

5069 カフェバーリヒト 日田市豆田町3の10 0973-25-0010 https://cafebar-licht.com

5070 由布院　蔓蕩蒼 由布市湯布院町中川1081 0977-28-2211 www.matousou.jp

5072 すてーき茶寮和くら 日田市隈2丁目4-13 0973-24-2728 http://www.wakura.com

5074 丸長旅館 竹田市直入町長湯7995-2 0974-75-2010

5075 海鮮玉手箱丼丸　新港町店 別府市新港町1-21河登ビル1階 0977-84-7388 https://kaisentamatebakodonmaru.business.site/

5076 株式会社　別府交通センター 別府市新港町6-46 0977-24-1816

5077 菓子禅高田屋 豊後高田市金谷町633-1 0978-22-3033 k-takadaya.com

5078 フィッシュスパ湯布院 由布市湯布院町川上1524-1湯の坪横丁内 092-287-9692 http://www.lohast.jp
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5079 七輪焼き　和作　　　 由布市湯布院町川上3064-4 0977-85-2848 info@yufuinn-wasaku.com

5081 旭窓酒舗 日田市豆田町8-12 0973-22-3232

5084 湯布院アミューズ 由布市湯布院町川上1503-1 092-287-9692 http://www.lohast.jp

5085 山紫水明の宿　わさく 由布市湯布院町川上2166-3

5086 由布院別邸　樹 由布市湯布院町川上2652-2 0977-85-4711 https://bettei-itsuki.jp/

5087 丹羽茶舗 中津市京町1530-1 0979-22-0123 http://niwachaho.jp

5090 九州饂飩物語 由布市湯布院町川北2-11GEM CASTLE YUFUIN 1F 092-287-9692 http://www.lohast.jp

5092 元祖豊後肉汁うどん　九州饂飩物語　湯の坪街道店 由布市湯布院町川上字湯の坪1098-1 092-287-9692 http://www.lohast.jp

5093 リンガーハット大分別府店 別府市若草町128番地

5094 リンガーハット西大分店 大分市王子西町6-22

5097 大分東急ゴルフクラブ 大分市広内字払川227-1 097-529-2311 www.tokyu-golf-resort.com/oita/

5098 リンガーハットゆめタウン別府店 別府市楠町382-7ゆめタウン別府2階フードコート内

5099 開花亭～全室露天・内湯付き離れの宿 由布市湯布院町川上2150 0977-28-8878 https://www.kaikatei.info/

5100 さわやか別府の里 別府市堀田4-2 0977-26-1117

5101 湯布院和食処一ＩＣＨＩ 由布市湯布院町川上1487-2 092-287-9692 http://www.lohast.jp

5102 つたや高塚本店 玖珠郡玖珠町戸畑10210高塚地蔵尊第3駐車場前 0973-57-2118 https://e-youkan.com

5103 御宿　由布乃庄 由布市湯布院町塚原1009 0977-84-5755 yufunoshou.com

5104 日乃新 由布市湯布院町川北3-3 0977-84-5515 http://www.yufuin-hinoshin.co.jp/

5105 柚富の郷　彩岳館 由布市湯布院町川上2378-1 0977-44-5000 https://www.saigakukan.co.jp

5106 ｂａｍｂｏｏ　ｂａｍｂｏｏ 別府市中央町1ー30堀ビル1階

5107 杜の湯リゾート 別府市大字鶴見字照湯1413-13 0977-85-7000 http://morinoyu-resort.com

5108 おにやまホテルお土産品店 別府市大字鉄輪335-1 0977-23-0311 http://www.takarabussan.com/

5109 山のホテル夢想園 由布市湯布院町川南1248 0977-84-2171 http://www.musouen.co.jp

5111 ホテルトレンド大分駅前 大分市末広町1-1-27 097-574-8988 https://hotel-trend.jp/oitaekimae/

5112 イタリア料理　イルマジック 日田市中央1-6‐33小山ビル1F 0973-22-8777

5117 かんなわ　ゆの香 別府市御幸四組 0977-67-2682 https://www.kannawa-yunoka.com

5119 ゆふいん花愛 由布市湯布院町川南108－1 ゆふいん山水館内

5125 カガシヤ　わさだ本店 大分市市527 097-547-7078 ｗｗｗ.kagashiya.com

5131 トビラボ　ベップ 別府市井田4組 ひろみや1F https://instagram.com/tobilabo

5133 由布院いよとみ 由布市湯布院町川南848番地 0977-84-2007 http://www.iyotomi.jp

5134 天領酒場三丁目 日田市隈2丁目1-20 0973-22-8155

5135 野外劇場ＴＡＯの丘　カフェ 竹田市久住町大字白丹板木7571-2 0974-76-0950 http://www.drum-tao.com/nature-theater/

5136 野外劇場ＴＡＯの丘　受付 竹田市久住町白丹板木7571ー2 0974-76-0950 http://www.drum-tao.com/nature-theater/

5137 野外劇場ＴＡＯの丘　グッズ 竹田市久住町大字白丹板木7571-2 0974-76-0950 http://www.drum-tao.com/nature-theater/

5138 野外劇場ＴＡＯの丘　ＢＡＲ 竹田市久住町白丹板木7571ー2 0974-76-0950 http://www.drum-tao.com/nature-theater/

5139 人力車　えびす屋湯布院店 由布市湯布院町川上3731-1 0977-28-4466 www.ebisuya.com

5142 松の花 佐伯市内町3-29 0972-24-0282

5143 里の旅リゾート　ロッジきよかわ 豊後大野市清川町宇田枝158 0974-35-3601 https://lodge-kiyokawa.jp/

5145 ヤキトリ　バードスタイル 別府市新別府3 0977-26-7350

5148 由布院六花 由布市湯布院町川上3612-2 0977-76-8460 https://yufuinonsen.jp

5151 朝日屋旅館 玖珠郡九重町湯坪761 097-379-2114 https://asahiya.jp/

5153 焼肉　牛楽 別府市石垣西1-3-46 0977-23-4056

5159 御宿　さくら亭 由布市湯布院町川上2172 0977-85-2838

5160 あまべの郷　関あじ関さば館 大分市白木949 097-575-2338 http://sekiajisekisabakan.com

5165 由布院ステンドグラス美術館 由布市湯布院町川上2461-3 0977-84-5575 http://www.yufuin-sg-museum.jp
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5167 伯亭若の屋 日田市豆田町7-31 0973-24-3737 www.wakanoya.com

5168 旅館ななかまど 玖珠郡九重町湯坪743-1 0973-79-3011 http://www.ryokan-nanakamado.jp/

5169 くじゅうやまなみ牧場 玖珠郡九重町田野1681-14 http://www.yamanami-farm.jp

5170 八丁原ヴューホテル 玖珠郡九重町湯坪739 0973-79-2234 http://www.hachobaru.jp/

5171 梅酒蔵おおやま 日田市大山町西大山4587番地 0973-52-3004 https://www.umehibiki.jp/umesyugura/

5172 ホテルシーウェーブ別府 別府市駅前町12-8 0977-27-1311 http://www.beppuonsen.com/

5178 べっぷ　野上本館 別府市北浜1丁目12番1号 0977-22-1334

5180 ＡＩＲＳＴＲＥＡＭ　ＣＡＦＥ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ 宇佐市上高1ノ39 0978-25-6739 https://www.instagram.com/cafetransmitter/

5181 有限会社御宿泉水 玖珠郡九重町湯坪1037 0973-79-2717 https://oyadosensui.jp/

5182 ボン・フルール　カガシヤ 大分市中央町2-7-27 097-532-3425 ｗｗｗ.kagashiya.com

5183 奥日田温泉うめひびき 日田市大山町西大山4587番地 0973-52-3700 https://www.umehibiki.jp/

5184 リーガルシューズ大分店 大分市中央町2-5-21 097-532-4960 ｗｗｗ.kagashiya.com

5185 パティスリー夢の樹 別府市北浜1丁目4-24 0977-22-5109

5186 カフェ＆レストラン　フィオーレ 豊後高田市見目4060番地 0978-54-2200

5187 お茶の館　茶華本 別府市駅前町3番6号 0977-26-6577 https://chakapon.base.shop 小売り

5188 割烹旅館　かんな和別邸 別府市火売1組 0977-27-7880 http://www.kannawa-bettei.com/

5189 道の駅かまえ 佐伯市蒲江蒲江浦5104番地1 0972-42-0050 https://buri.fish

5190 別府ステーションホテル 別府市駅前町13-4 0977-24-5252 http://www.beppuonsen.com/

5191 コスタ・デル・ソル　ひじ 速見郡日出町川崎4144-1 0977-28-0220 http://spavillage-hiji.com/

5193 渓谷の宿二匹の鬼 玖珠郡九重町田野947-5 0973-79-2144 http://kyusuikei.com/nihikinooni/

5194 ホテルベイグランド国東 国東市国東町小原4005 0978-72-4111 www.hotel-baygrand.com

5196 グッデイ明野店 大分市明野東1丁目1番47号 097-503-1557 https://gooday.co.jp/

5200 グランプラザ中津ホテル 中津市東本町1-2 0979-24-7111 http://www.grand-plaza.jp

5201 安西旅館 東国東郡姫島村1485番地-1 0978-87-2034 https://www.japanesehotel-anzai.com/

5202 ハーモニーランド 速見郡日出町大字藤原5933番地 0977-73-1155 https://www.harmonyland.jp/

5203 うなぎの幸栄　大道店 大分市大道町4丁目3-33 097-545-4587 https://unagono-kouei.com

5204 レストラン　ムジカ 宇佐市安心院町下毛2081-5 0978-44-1009

5205 匠晴の宿　心庵 別府市弓ケ浜町3番10号 0977-75-8400 https://sin-an.com

5207 日本旅館　器　別府鉄輪 別府市鉄輪東4-2 0977-85-7782 https://nihonryokan-utsuwa.com

5208 徳の宿　ふぶ庵 別府市春木1-1 0977-75-8950 https://fubuan.com

5209 高村ふとん店 臼杵市臼杵460 0972-62-2735

5210 清美堂本店 由布市湯布院町川上3027-4 0977-85-3500

5213 彌助すし本庄町店 日田市本庄町3-9 0973-22-2216 http://hita-yasuke.com グルメ

5214 グッデイ下郡店 大分市下郡3231番6 097-503-9131 https://gooday.co.jp/

5216 株式会社おおいた姫島 東国東郡姫島村2051番地 0978-87-2067 oita-himeshima.jp

5220 旬菜鄙屋 由布市湯布院町川上2755-2 0977-84-5700 http://www.hananomai.net/meal.html

5223 グッデイ別府店 別府市鶴見972番4 0977-27-7737

5227 旅館　喜楽 別府市御幸4組 0977-66-1585 http://www.e-kiraku.com.

5228 有限会社　恵比寿屋　二宮酒舗 別府市元町8-11 0977-21-0669 info@ninomiya-shuho.com

5229 お食事処ゆふいん土地食庵ばんから 由布市湯布院町川上1770 0977-84-5105 https://tabelog.com/oita/A4402/A440201/44009936/

5231 アートホテル大分 大分市都町2丁目1-7 097-538-8701 https://www.art-oita.com

5236 布善製菓本舗 日田市隈1-2-29 0973-22-2514

5237 由布院ワイナリー 由布市湯布院町中川1140-5 0977-28-4355 http://www.yufuin-winery.jp

5238 有限会社たつまき 別府市野田782番地1 0977-66-1854 http://www.beppu-jigoku.com/tatsumaki/

5239 龍巻地獄株式会社 別府市野田782番地1 0977-66-1854 http://www.beppu-jigoku.com/tatsumaki/
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5244 山あいの宿　喜安屋 玖珠郡九重町湯坪527 0973-79-3341 https://www.kiyasuya.jp

5245 塙 大分市中央町2丁目6番20号 097-536-8867

5250 トラベルイン吉富 竹田市大字竹田町134番地 0974-62-3185 http://yoshitomi.co.jp/

5252 良の家 大分市東原2丁目1番18号 097-551-6060 http://www.yosinoya.co.jp/

5253 焼肉羊馬 大分市東原2丁目1番18号 097-551-6060 http://www.yosinoya.co.jp/youma/index.html

5254 良の湯　舞千花 大分市東原2丁目1番18号 097-551-6060 http://www.yosinoya.co.jp/onsen/index.html

5255 荻の里温泉 竹田市荻町新藤1131番地 0974-64-9595 https://oginosato.com グルメ

5257 ほたるの宿　仙洞 由布市湯布院町川上2634-1 0977-84-4294 http://yufuin-sendou.com/

5258 御宿　ゆふいん亭 由布市湯布院町川上山畔1027-3 0977-85-4296 http://yufuintei.com/

5259 癒しの里　観布亭 由布市湯布院町川上1065-2 0977-28-8818 http://yufuin-kanputei.com/

5260 癒しの宿　彩葉 別府市鉄輪上6組 0977-67-1680 http://beppu-iroha.com/

5262 和の宿　狭霧亭 由布市湯布院町川上811-1 0977-85-4292 http://yufuin-sagiritei.com/

5263 山荘　四季庵 由布市湯布院町塚原字黒笠木135-7 0977-85-3484 http://sikian.com/

5264 湯けむりの里　東屋 別府市鉄輪上1029-1 0977-27-7547 http://beppu-azumaya.com/

5265 和の宿　夢月 別府市小倉3組 0977-27-2888 http://beppu-mutsuki.com/

5267 ニューグロリア大分ホテル 大分市寿町11-31 097-534-6421 http://gloria-oita.com/

5270 絶景の宿　さくら亭 別府市鉄輪上1063-1 0977-27-6747 http://beppu-sakuratei.com/

5271 亀川温泉　遊湯 別府市亀川浜田町7-12 0977-85-8200 http://kamegawa-yuyu.com/

5275 ダイニングバー　ボルドー 佐伯市城東町2-35葡萄の木ビル 0972-23-5558

5276 焼肉一力 別府市駅前本町6-37 0977-24-6783

5277 八景店 中津市耶馬溪町深耶馬3153-7 0979-55-2036

5279 かまど地獄 別府市大字鉄輪621番地 0977-66-0178 https://kamadojigoku.com

5280 海浜旅庵しおじ 豊後高田市見目5708 0978-54-3382

5281 ＯｉｔａＭａｄｅ　赤レンガ本店 大分市府内町2丁目2番1号赤レンガ館 097-513-2828 https://oitamade.jp/

5282 ゆふいん花由 由布市湯布院町川北913番地11 0977-85-5000 https://www.hanayoshi.co.jp/

5284 アウトドアスポーツワールド　山渓 大分市生石1-3-1 097-537-3333 グルメ

5291 有限会社赤司日田羊羹本舗 日田市豆田町8-15 0973-22-2240 https://www.youkanya.co.jp/

5292 二の丸館 速見郡日出町2612番地1 0977-72-4255 https://hijinavi.com

5293 ゆふいん山水館 由布市湯布院町川南108番地1 0977-84-2101 www.sansuikan.co.jp

5301 会員制ホテル由布院倶楽部 由布市湯布院町川上2952番地1 0977-28-2600 http://www.yufuinclub.jp

5302 そば処よしぶ 玖珠郡九重町菅原735 0973-78-8581

5304 萱島酒類株式会社 竹田市竹田町398番地 0974-63-3816 http://bungoseimei.com/flow

5305 グリーンリッチホテル大分駅前 大分市末広町1-1-20 097-573-3333 https://greenrichhotels.jp/oita/

5306 メガネのヨネザワ別府鶴見店 別府市大字鶴見2878 0977-26-5101

5307 亜李蘭別邸　高城 大分市高城新町3番1号 097-552-8929 https://ariran-group.com/

5308 亜李蘭別邸　中津 中津市丸山町63番地 0979-24-0856 https://ariran-group.com/

5309 亜李蘭別邸　光吉 大分市曲1495-1 097-567-9981 https://ariran-group.com/

5310 焼肉　蔵や 大分市都町3丁目4-8 097-532-1717 https://yakinikukuraya.owst.jp

5313 セブンイレブン別府新宮通り店 別府市北浜1丁目691-2 0977-26-0017

5314 亜李蘭別邸　別府 別府市餅ケ浜町8番2号 0977-27-5860 https://ariran-group.com/

5315 シャディサラダ館新別府店 別府市実相寺1-1 0977-22-0200

5316 お食事・酒処　富喜 大分市三川新町1-1-23 097-503-0883

5317 亜李蘭別邸　佐伯 佐伯市中村東町9-12 0972-22-1129 https://ariran-group.com/

5318 シャディサラダ館日出中央店 速見郡日出町3888番地2

5320 御肉匠庵　春日那 大分市南春日町2番36号 097-573-6881 https://harubina.co.jp/
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5323 安部石油株式会社 豊後高田市新町2718-1 0978-22-2817

5324 田染荘 豊後高田市田染真中142番地1 0978-26-2008 https://www.owl.ne.jp/~tashibu/

5325 フィッシング・アウトドアショップ　アイ・エヌ・ジー 大分市角子南2-1-15 097-521-5577 http://fishing-ing.com/

5327 つばめ舎珈琲店 由布市湯布院町川上1524-1 0977-85-7037

5328 楽天食堂 大分市都町3-4-7久野ビル1F 097-533-1237

5330 旅荘ゆつぼ亭 玖珠郡九重町湯坪1104-3 0973-79-2698 http://www.yutubotei.com/

5331 湯布院　神楽 由布市湯布院町川上1520-1 0977-75-9570 www.yufuin-kagura.com

5332 亜李蘭別邸　大分駅南 大分市東大道1丁目3番1号アクロスプラザ大分駅南内 097-529-6679 https://ariran-group.com/

5336 福味屋 由布市湯布院町川上1076-6 0977-24-0072 http://www.fukumiya.jp

5337 ほっぺのひみつ（ナルゲストハウス） 宇佐市四日市1441-2 0978-32-0147 https://no2icecream.wixsite.com/hoppenohimitsu

5339 居酒屋　はねの子　樹　～いつき～ 別府市駅前町8-14 0977-75-9560 https://www.instagram.com/itsuki_hanenoko/?igshid=1k0zppo47uzxj

5345 博多麺王　日田 日田市吹上町8番15号 092-432-7111 http://www.menou.jp/

5348 Ｃａｆｅ＆ＫｉｔｃｈｅｎＤａｉｊｕ 由布市湯布院町川上2701番地 0977-85-5152 グルメ

5349 インド料理夢や下郡店 大分市北下郡1699-1-105 097-556-0039 グルメ

5350 インド料理夢や三重店 豊後大野市三重町市場426-2 0974-22-7037 グルメ

5354 大分リーガルホテル 大分市府内町1-1-29 097-536-3000 https://greenrichhotels.jp/oita-regal/

5360 月うさぎ 佐伯市女島2-2 0972-22-0099 https://www.tsukiusagi-saiki.com グルメ

5361 ちくでん 別府市北浜1-6-1 0977-25-2277 http://www.chikuden.com グルメ

5362 有限会社　別府九石販売 別府市中島町15-19 0977-21-0700 小売り

5363 安部カキ店 別府市中央町6-22別府駅市場内 0977-24-6581 小売り

5364 株式会社トヨタレンタリース大分　大分店 大分市中春日町16番17号 097-537-0100

5365 エディオン大分本店 大分市光吉963-1 097-567-8811 小売り

5366 株式会社トヨタレンタリース大分　大分駅前店 大分市東大道1丁目3番1号 097-545-0155

5367 由布院ラスク 別府市石垣東1丁目1番7号 0977-85-4033 http://yufuin-rusk.com/ グルメ

5368 株式会社トヨタレンタリース大分　高城駅前店 大分市日吉町12-27 097-552-0112

5370 寿司割烹にし村 豊後大野市三重町市場1667 0974-22-2415 グルメ

5371 株式会社トヨタレンタリース大分　大分南店 大分市田中町2丁目1番1号 097-545-1110

5372 株式会社トヨタレンタリース大分　別府店 別府市新港町3-31 0977-22-7171

5373 株式会社トヨタレンタリース大分　別府駅前店 別府市田ノ湯町10-29丸子ビル1F 0977-25-0077

5374 八面山金色温泉 中津市三光田口584-1 0979-26-8066 kanaio.co.jp

5375 株式会社トヨタレンタリース大分　大分空港店 国東市安岐町下原684-1 0978-67-0007

5376 株式会社トヨタレンタリース大分　日田店 日田市大字十二町字前田550-4 0973-24-0117

5377 大分クレインホテル都町店 大分市都町3-5-8 097-537-8377 http://ｗｗｗ.crane-hotel.com 観光施設

5378 箭山香露庵 中津市三光田口584-1 0979-26-8066 koganesansou.com グルメ

5379 涛音寮　茶房さんがいや 国東市国見町伊美2017 0978-82-1328 https://www.touinryou-sangaiya.com/ グルメ

5380 株式会社トヨタレンタリース大分　中津駅南口店 中津市中殿町3丁目26-13 0979-23-0100

5382 久世福商店　パークプレイス大分店 大分市公園通り西2-1 097-576-8530 小売り

5385 株式会社トヨタレンタリース大分　宇佐駅前店 宇佐市岩崎御勝田1228-1 0978-38-3312

5387 株式会社トヨタレンタリース大分　佐伯店 佐伯市上岡1541の1番地 0972-22-0117

5389 株式会社トヨタレンタリース大分　臼杵店 臼杵市市浜堂尻1148番 0972-64-0180

5390 ｆｕｆｕ 由布市湯布院町川上2989番地6 097-785-3281 小売り

5391 西出開花堂 竹田市竹田町456番地 0974-63-2355 小売り

5392 イエローハット　鶴崎森町店 大分市森字嶋ノ下552 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り

5394 林田かまぼこ 国東市国東町田深363番地 0978-72-0450 http://www.hayashida-kamaboko.com グルメ

5395 イエローハット　南大分店 大分市豊饒二丁目4番1号 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り
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5397 イエローハット　日田店 日田市南友田町994番地 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り

5399 イエローハット　中津店 中津市宮夫183 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り

5401 イエローハット　別府みなと町店 別府市船小路町4番30号 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り

5403 イエローハット　宇佐辛島店 宇佐市辛島281-1 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り

5405 イエローハット　佐伯ときわ店 佐伯市常盤東町3-30 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り

5406 串焼きのたつみ 大分市府内町2-4若竹ビル2F 097-537-1188 グルメ

5407 イエローハット　１０号戸次店 大分市中戸次4575-9 097-544-3110 https://www.yellowhat.jp/ 小売り

5411 有限会社万千百園 中津市本耶馬渓町跡田1457番地の1 0979-52-2657 http://machioen.web.fc2.com 小売り

5415 焼肉元相　本店 別府市石垣東10丁目5番28号 0977-23-2980 https://www.gansou.co.jp グルメ

5416 別府丸万　北浜店 別府市北浜1丁目3-28丸万ビル 0977-26-2995 https://beppu-momoyaki.net/ グルメ

5417 南大分給油所 大分市田中町8-4 097-532-1155 http://www.shibatasekiyu.co.jp/ 小売り

5419 下郡給油所 大分市片島369 097-532-1155 http://www.shibatasekiyu.co.jp/ 小売り

5421 セブンイレブン豊後大野三重赤嶺 大分市梅が丘3丁目22番4号 コンビニ・スーパー

5424 寒田給油所 大分市寒田952-31 097-532-1155 http://www.shibatasekiyu.co.jp/ 小売り

5425 ビーハニー由布院店 由布市湯布院町川上1481-1 0977-85-2733 www.bhoney-onlineshop.com グルメ

5429 西の台給油所 大分市三芳椎迫4-1 097-532-1155 http://www.shibatasekiyu.co.jp/ 小売り

5432 明野給油所 大分市小池原1100-1 097-532-1155 http://www.shibatasekiyu.co.jp/ 小売り

5435 大在給油所 大分市花江川3-8 097-532-1155 http://www.shibatasekiyu.co.jp/ 小売り

5436 御菓子処　不老軒石垣 別府市石垣西7丁目4番25号メゾン21A 0977-26-6116 小売り

5439 日出給油所 速見郡日出町2299番地1 0977-28-0300 URL:http://www.seike-sekiyu.com/company.html 小売り

5445 焼肉　大昌苑 大分市賀来北2丁目1-28 グルメ

5446 杵築ふるさと産業館 杵築市大字杵築665-172 0978-62-2000 小売り

5448 リラクゼーションサロン　ＲＥＬＡＩＲ 別府市石垣西3丁目1番1号クレアコート石垣102 0977-26-2211 http://beauty.hotpepper.jp/kr/slH000500545/

5449 イトダネーム　大分支店 大分市新川西15組 097-533-0154 https://www.itoda-m.com/ 小売り

5452 魚民　日田駅前店 日田市元町15-3大分共和ビル1階 0973-24-7588 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802561 グルメ

5457 湯布院ホテル森のテラス 由布市湯布院町川北928 0977-28-2000 http://forest-terrace.co.jp/

5458 魚民　大在駅前店	 大分市政所字宮迫3788-7 11.モンテローザ大在ビル1階 097-525-9388 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802575 グルメ

5460 中津からあげ　もり山　万田本店 中津市万田566番地5 0979-24-2222 https://morikara.net 小売り

5462 シーサイドホテル美松大江亭 別府市北浜3丁目14-17 0977-23-4301 http://www.oyadooetei.jp 観光施設

5465 魚民　稙田トライアル店　 大分市上宗方南2-1-7メガセンタートライアル稙田店1階 097-588-8488 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802763 グルメ

5466 セブンーイレブン別府荘園店 別府市荘園8-3 097-726-3888 コンビニ・スーパー

5467 レンタルきもの和楽庵 杵築市杵築372-4 0978-63-1210 https://www.kit-suki.com/

5469 べっぷ地獄めぐり　海地獄切符売り場 別府市鉄輪559-1 0977-66-1577 観光施設

5470 魚民　日出店 速見郡日出町3898-10 20.モンテローザビル 0977-72-2688 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802838 グルメ

5473 由布院オルゴールの森 由布市湯布院町川上1477-1 2階 0977-85-5085 小売り

5477 魚民	佐伯長島町店 佐伯市長島町1-15-13 31.モンテローザ佐伯ビル 0972-24-3988 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802919 グルメ

5480 有限会社アリタ商店 速見郡日出町3862番地10 0977-72-5218 www.aritashoten.com 小売り

5482 白木屋　大分都町店 大分市都町2-1-4東石ビル1階 097-538-4788 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=829060 グルメ

5484 白木屋　別府東口駅前店 別府市駅前本町1-4PLAZA一番街3階 0977-23-3088 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=829138 グルメ

5488 目利きの銀次　別府東口駅前店 別府市駅前町11-17えきマチ1丁目別府BIS南館1階 0977-21-7688 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=855103 グルメ

5491 有限会社　上田椎茸専門店 別府市大字鶴見950番地の58 0977-67-0005 https://www.shiitake-konbu.com 小売り

5492 目利きの銀次　坂ノ市店 大分市坂ノ市中央4-6-20 30.モンテローザ坂ノ市ビル 097-592-7288 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=855173 グルメ

5493 箸屋一膳　金鱗湖店 由布市湯布院町川上2093-2 0977-84-4108 小売り

5494 山内農場　大分駅前店 大分市末広町1-1-30青松ビル2階 097-534-2088 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=859142 グルメ

5495 キタノイチバ　大分駅前店 大分市末広町1-1-30青松ビル3階 097-533-4288 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=873024 グルメ
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5496 倖せな色男 大分市中鶴崎2丁目4番28号 097-523-3402 グルメ

5497 キタノイチバ　別府東口駅前店 別府市駅前本町1-4PLAZA一番街2階 0977-22-9188 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=873033 グルメ

5498 目利きの銀次　大分南口駅前店 大分市東大道1-3-1KCA･アクロスプラザ大分駅南1階 097-544-9088 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=855144 グルメ

5499 白木屋　中津南口駅前店 中津市東本町1-10中津大交ビル別館1階 0979-24-4588 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=801442 グルメ

5500 草八 日田市豆田町12-4 0973-24-6337 http://www.souhachi.com/hita/index.html グルメ

5502 府内わっぱ食堂 大分市府内町3-2-25 097-548-6454 グルメ

5503 由布のお宿　ほたる 由布市湯布院町川北1791ー1 0977-84-5151 https://www.yufuin-hotaru.com/

5504 グリルみつば 別府市北浜1-4-31 0977-23-2887 http://www.mituba.info/ グルメ

5507 明屋書店賀来店 大分市賀来北2丁目9番15号 097-548-7373 https://www.haruya.co.jp/ 小売り

5508 （有）ふく屋 由布市湯布院町川上2939-6 0977-84-3410 小売り

5509 有現会社　肉のかなおか 豊後高田市新町890番地2 0978-22-2137 http://www.nikunokanaoka.com/ 小売り

5513 湯布院　とうき 由布市湯布院町川上3052-1 小売り

5518 ＢＡＲ５５６ 別府市北浜1-15-11愛媛屋ビル1階BAR556 https://www.instagram.com/bar556inbeppu/ グルメ

5520 湯布院カントリーロードユースホステル 由布市湯布院町川上441-29 0977-84-3734 http://countryroadyh.com/ 小売り

5522 秀月 玖珠郡九重町湯坪528 0973-73-0050 http://shugetu.com/

5523 炭火焼肉Ｄｉｎｉｎｇ彩香園 大分市都町2丁目5-20第3マルタケビル1F 097-513-4885 http://saikouen.com グルメ

5526 耶馬渓「炭蕎麦」・渓石園 中津市耶馬溪町大島2286-1渓石園 0979-54-2770 グルメ

5527 モンブラン 豊後高田市新町992-15 0978-22-3207 小売り

5528 セブンイレブン大分花江川店 大分市花江川141 097-523-6365 コンビニ・スーパー

5529 別府湯けむりの丘ユースホステル 別府市御幸7組 0977-77-1792 http://www.yukemuri-yh.com/

5530 株式会社　つちや 竹田市竹田1998 0974-63-3322 https://hotel-tsuchiya.com/ グルメ

5533 ＥＮＥＯＳセルフ九重 玖珠郡九重町大字右田粟野1265-1 0973-76-2379 小売り

5535 株式会社明屋書店臼杵野田店 臼杵市野田205 0972-64-7171 小売り

5536 炭火焼肉レストラン　家族亭　中津店 中津市万田607-1 0979-23-4129 https://kazokutei.info/ グルメ

5538 天空湯房 清海荘 別府市北浜3丁目14-3 0977-22-0275 観光施設

5540 マルコ商事（株）津久見インターＳＳ 津久見市大字上青江3773番地7 0972-82-1150 http:www.maruko-shoji.jp 小売り

5541 ジャパニーズダイニング海老酔 大分市都町2-4-28 097-547-7731 グルメ

5544 オーケーはとタクシー株式会社 大分市大字三芳2025番地の1 097-544-1395 http://www.hatokotsu.com 交通機関

5545 グッデイ大在店 大分市汐見1丁目303 097-592-4706 https://gooday.co.jp/ 小売り

5547 文教スタヂオ　九重営業所 玖珠郡九重町田野1214-2九重"夢"大吊橋観光写真部 小売り

5548 小松酒造場 宇佐市長洲3341 0978-38-0036 https://hojun.jimdofree.com/ 小売り

5555 寿しろばた　八條 大分市中央町2-5-24クインビル101 097-547-7731 グルメ

5556 新鮮市場　大貞店 中津市大貞字中ノ林389-2 097-578-7891 http;//www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5557 泳ぎカワハギと冠地どり　五十六屋 大分市中央町2-3-10二八堂ビル1F 097-547-7731 グルメ

5558 想夫恋本店 日田市若宮町416-1 0973-24-3188 http://www.sofuren.com/ グルメ

5559 魚バカ一代　大漁旗　中央町店 大分市中央町2-7-29晃星堂ビル1F 097-547-7731 グルメ

5560 株式会社ふたばタクシー 大分市花園2丁目11番42号 097-579-6907 http://www.futabataxi.jp/ 交通機関

5561 新鮮市場　宇佐店 宇佐市葛原字東ノ田234番地 097-578-7891 http;//www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5562 想夫恋友田店 日田市南友田町110-5 0973-24-6280 グルメ

5563 おとなの大漁旗 大分市中央町1-3-12 097-547-7731 グルメ

5564 五十六屋　都町店 大分市都町2-3-4 097-547-7731 グルメ

5565 想夫恋中津店 中津市中央町2丁目1ー41 0979-64-6563 http://www.sofuren.com/ グルメ

5566 割烹　みつご 臼杵市大字臼杵524-1 0972-62-5107 http://mitugo.net グルメ

5568 ホリデイズ 由布市湯布院町川上3019-1 0977-85-4037 小売り

5569 新鮮市場　友田店 日田市大字友田802-1 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー
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5570 想夫恋羽屋店 大分市上田町2丁目1番1号 097-546-3435 http://www.sofuren.com/ グルメ

5571 匙屋 由布市湯布院町塚原4-84 0977-84-5153 http://www.kainobuokoubou.com 小売り

5574 新鮮市場　山の手店 別府市山の手町3250-1 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5575 想夫恋花月店 日田市天神町48-5 0973-24-2218 http://www.sofuren.com/ グルメ

5577 あげ処ぶんごや 中津市上宮永2丁目146-1 0979-64-6550 グルメ

5578 エスペランサ 由布市湯布院町川上1505-6 0977-85-4039 小売り

5579 新鮮市場　鶴見店 別府市馬場1組3 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5584 かみ風船　中央町店 大分市中央町2丁目15番 097-536-5858 http://www.kamifu-sen.net グルメ

5585 新鮮市場　南大分店 大分市豊饒2丁目5番14号 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5587 ゆふいん雑貨家 由布市湯布院町川上1504-2 0977-85-4039 小売り

5589 新鮮市場　野津原店 大分市野津原字小深町892-1 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5592 カガシヤ８８店 大分市高城新町1-12 097-532-3913 ｗｗｗ.kagashiya.com 小売り

5593 カガシヤイオン高城店 大分市高城西町28-1イオン高城店1階 097-532-3913 ｗｗｗ.kagashiya.com 小売り

5594 サンカガシヤ 大分市大字森字鍬原648-1 097-532-3913 ｗｗｗ.kagashiya.com 小売り

5595 ジュンヌカガシヤ 大分市公園通り西2-1パークプレイス大分1階 097-532-3913 ｗｗｗ.kagashiya.com 小売り

5596 カガシヤ別府店 別府市船小路町5番 097-532-3913 ｗｗｗ.kagashiya.com 小売り

5597 カガシヤ中津店 中津市蛭子町3-99番地ゆめタウン中津1階 097-532-3913 ｗｗｗ.kagashiya.com 小売り

5598 かみ風船　若松通店 大分市府内町3丁目41番 097-536-2313 http://www.kamifu-sen.net グルメ

5599 新鮮市場　新川店 大分市新川町2丁目1396-6 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5600 パサール湯布院 由布市湯布院町川北5-17 0977-84-2310 小売り

5602 しんきや旅館 別府市風呂本2組 0977-66-0962 https://shinkiya.com/

5603 新鮮市場　花高松店 大分市花高松1丁目2番8号 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5605 新鮮市場　大在店 大分市汐見2丁目310番地 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5606 パサール新川 大分市大字勢家1137番地D-plaza1F 097-536-0400 小売り

5607 新鮮市場　松岡店 大分市松岡字市場5171-1 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5608 パサール佐伯 佐伯市鶴岡西町2丁目134番地コスモタウンフリーモール佐伯 0972-24-3405 小売り

5610 新鮮市場　臼杵店 臼杵市野田字唐木田214-1 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5611 売店「旅人」、セブンイレブン大分空港店、レストラン「スカイライン」、カフェ「アズール」 国東市安岐町下原13番地 0978-67-3800 https://www.oita-airport.jp 小売り

5613 新鮮市場　三重店 豊後大野市三重町小坂字柳井瀬4109-16 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5614 ホテル別府パストラル 別府市鶴見東荘園1-4 0977-23-4201 http://www.pastoral.jp/

5615 新鮮市場　佐伯店 佐伯市女島8988-1 097-578-7891 http://www.shinsen-market.jp/ コンビニ・スーパー

5626 活魚廻転寿し　水天　石垣店 別府市石垣西10-2954 0977-21-0465 グルメ

5627 活魚廻転寿し　水天　山の手店 別府市山の手町3264-1 0977-24-4400 グルメ

5628 活魚廻転寿し　水天　王子店 大分市西春日町4-86 グルメ

5629 活魚廻転寿し　水天　小池原店 大分市大字小池原1146-1 097-556-7733 グルメ

5635 別府銘品蔵店 別府市駅前町12番13号B-Passage内 092-434-5760 https://www.jr-retail.co.jp/ 小売り

5636 コスメドラッグファン　佐伯中央店 佐伯市中村南町1329-3 0972-24-0689 小売り

5640 コスメドラッグファン　古国府店 大分市古国府四丁目1番7号 097-573-5800 小売り

5643 お食事処 山もみじ 玖珠郡九重町田野1203-1 0973-79-2336 観光施設

5645 ゆふいん笑ねこの宿 由布市湯布院町川南1607-2 0977-85-7355 yufuin-waraneko.com

5648 東匠庵 由布市湯布院町川南1044-1 0977-28-8077 http://www.tosyoan.com

5649 コスメドラッグファン　別府駅店 別府市駅前町11-17BIS南館40130号 0977-84-7739 小売り

5650 大分はとタクシー株式会社 大分市鴛野1046番地の8 097-569-6501 http://www.hatokotsu.com 交通機関

5651 北海道ダイニングＨＡＬ 別府市駅前本町5-30駅前ビル2階 0977-22-0230 グルメ

5654 こだわり食品大分屋 大分市宮崎696-1コムボックス大分1F 097-574-5268 小売り
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5655 原次郎左衛門蔵　本店 日田市中本町5-4 0973-23-4145 http://www.soysauce.co.jp 観光施設

5657 日田バスターミナル元町十八番地 日田市元町18番1号 0973-22-7681 コンビニ・スーパー

5659 ベスト電器アクロスプラザ大分駅南店 大分市東大道1-3-1アクロスプラザ大分駅南2階 097-544-0011 https://www.bestdenki.ne.jp/store/アクロスプラザ大分駅南店/ 小売り

5662 株式会社アーク　　新川西ステーション 大分市新川西4組 097-536-6214 小売り

5664 富士甚商事株式会社　土橋ＳＳ 臼杵市大字福良1887-1 0972-62-3051 小売り

5666 株式会社アーク　古国府ステーション 大分市広瀬町2丁目4番1号 097-544-0478 小売り

5669 株式会社アーク　三佐ステーション 大分市三佐八坂原653 097-521-6254 小売り

5677 株式会社アーク　西大分ステーション 大分市王子町8番8号 097-534-1956 小売り

5680 株式会社アーク　津守ステーション 大分市大字津守字古道下504-1 097-569-8921 小売り

5683 コスメファン　ゆめタウン別府店 別府市楠町382-7ゆめタウン別府1階 0977-84-7464 小売り

5684 株式会社アーク　稙田ステーション 大分市大字横瀬字田代60-2 097-541-0027 小売り

5687 株式会社アーク　春木川ステーション 別府市北石垣字御塚1187番1号 0977-66-4136 小売り

5690 ダイニングバー結 中津市島田本町45 0979-64-7723 https://diningbaryui.jimdofree.com/ グルメ

5692 湯平温泉 花合野 由布市湯布院町湯平257-2 0977-86-2061 https://www.kagono.com/

5698 友喜美荘 竹田市直入町長湯7497-1 0974-75-3000 yukimiso.com 観光施設

5700 満寿屋 臼杵市臼杵413番地 0972-64-7122 https://kugehonten.jp/ 小売り

5701 さかな市場　都町店 大分市都町1-2-9 097-532-8157 https://f035857.gorp.jp/ グルメ

5709 エッチ美容室 別府市北浜2-1-28 0977-22-4005 http://www.beauty-h.info/ 小売り

5713 スカイレンタカー大分花園店 大分市花園2丁目7-2 097-547-7012 https://www.skyrent.jp 交通機関

5715 お菓子のうめだ 佐伯市鶴望2616-4 0972-24-1231 http://www.ginjyo-an.jp/ グルメ

5717 大分県立美術館ミュージアムショップ 大分市寿町2番1号 097-529-5177

5718 株式会社明屋書店コスモタウン佐伯店 佐伯市鶴岡西町2丁目199番地 0972-20-5959 小売り

5719 グッデイ日田店 日田市大字渡里字下瀬井手98番1 0973-23-7454 https://gooday.co.jp/ 小売り

5720 別府亀の井ホテル 別府市中央町5番17号 0977-22-3301 https://www.kamenoi.com/

5722 湯布院　塚原高原　山荘どんぐり 由布市湯布院町塚原4-31 0977-84-3123 http://www.yufuin-donguri.com

5723 昭和シェル石油　西尾商店セルフ日出ｓｓ 速見郡日出町1666番地の1 0977-72-2837 小売り

5724 湯布院醤油屋本店 由布市湯布院町川上湯の坪1098-1 097-784-4800 http://yufuin-syouyuya.jp/ 小売り

5726 ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ 別府市大字鉄輪499-18 0977-66-1000 https://anaicbeppu.com/

5727 日豊タクシー 大分市森町234番地の1 097-521-1309 http://www.nippo-taxi.co.jp/ 交通機関

5730 日豊光タクシー 大分市森町234番地の1 097-521-1309 http://www.nippo-taxi.co.jp/ 交通機関

5731 日豊新星タクシー 大分市森町234番地の1 097-521-1309 http://www.nippo-taxi.co.jp/ 交通機関

5733 日豊春日タクシー 大分市森町234番地の1 097-521-1309 http://www.nippo-taxi.co.jp/ 交通機関

5734 光タクシー 津久見市宮本町8番1号 097-521-1309 http://www.nippo-taxi.co.jp/ 交通機関

5735 マインズ　日出本店 速見郡日出町2701番地-1 0977-75-6006 https://www.minds-curry.com グルメ

5737 グッデイ中津店 中津市中殿町3丁目3番地15 0979-24-4230 https://gooday.co.jp/ 小売り

5739 マインズ　大分店(西大分店） 大分市二又町3-2-63（上白木99-7） 097-574-6257 https://www.minds-curry.com グルメ

5743 鬼石坊主地獄 別府市大字鉄輪559番地の1 0977-27-6655 https://oniishi.com/ 観光施設

5749 ＲＯＵＴＥ１０ 別府市北浜1-15-11愛媛ビル1階 0977-75-8272 グルメ

5752 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス　大分新川店 大分市新川町2-1261-1 097-513-1444 https://www.sakoda.co.jp 小売り

5762 ＣＡＦＥ　ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＡＭＩＣＥＮＡ 別府市北浜1-3-12別府駅前クリニックビル1F 0977-22-0509 グルメ

5763 グッデイ　中津大貞店 中津市大字大貞389番1 0979-27-6610 http://www.gooday.co.jp 小売り

5766 大衆酒場　里ごころ 国東市安岐町下原2143番地1 0978-67-3200 グルメ

5767 大はら茶屋 日田市田島2-656-6 0973-24-7577 o-haracyaya.jp グルメ

5772 たけた駅前ホステルｃｕｅ 竹田市竹田町560-1 0974-63-0179 https://solairodays.com/ 小売り

5773 湯布院乙屋 由布市湯布院町2921-3 0977-84-5778 http://www.otoya333.sakura.ne.jp 小売り
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5774 白楽天 臼杵市臼杵474番地 0972-72-1016 グルメ

5776 こけし 大分市徳島2-3-24 097-521-0465 グルメ

5777 シールドベース ヤナリ 中津市日ノ出町1-350-22 0979-24-7311 グルメ

5779 湯布院焼酎蔵 由布市湯布院町川上字岳本1611-1 097-722-6131 http://yufuin-syouyuya.jp/ 小売り

5781 杵築城 杵築市杵築16-1 0978-62-4532 https://www.kit-suki.com/ 観光施設

5782 大原邸 杵築市杵築207 0978-63-4554 https://www.kit-suki.com/ 観光施設

5783 磯矢邸 杵築市杵築211-1 0978-63-1488 https://www.kit-suki.com/ 観光施設

5784 佐野家 杵築市杵築329 0978-62-2007 https://www.kit-suki.com/ 観光施設

5785 御宿・料亭　春光園 臼杵市臼杵祇園西区三組 0972-63-3128 http://usuki-shunkouen.com/#modal_2 グルメ

5787 株式会社　明屋書店　豊後高田店 豊後高田市新地1940番地 0978-22-1414 小売り

5788 きつき城下町資料館 杵築市南杵築193-1 0978-62-5750 https://www.kit-suki.com/ 観光施設

5789 一松邸 杵築市南杵築193-1 0978-62-5761 https://www.kit-suki.com/ 観光施設

5790 重光家 杵築市本庄893-1 0978-62-5556 https://www.kit-suki.com/ 観光施設

5791 ウッドアート楽 日田市大山町東大山474-3 0973-52-2032 https://woodart-raku.com/ 小売り

5793 美湯の宿　両築別邸 別府市大字南立石2498番地3 0977-26-0022 https://www.ryoutiku.com/

5794 ギャラリーＳＯＲＡ 由布市湯布院町川上1535-2 0977-51-4127 https://www.instagram.com/gallery.sora/ 小売り

5795 株式会社明屋書店　宇佐店 宇佐市辛島33番地 0978-33-4646 小売り

5796 由布岳一望の宿　美星 由布市湯布院町川南苗代田547-1 06-6809-1472 https://kirara-yufuin.jp/ 観光施設

5797 別府　和み月 別府市上人本町11-18 06-6809-1472 https://nagomitsuki.jp/ 観光施設

5798 ケーズデンキ パークプレイス大分本店 大分市公園通り西2丁目2番 097-528-7373 小売り

5799 やすらぎの宿　由布 別府市大字鉄輪字大平井114番地3 0977-66-8536 グルメ

5800 ケーズデンキ 春日浦店 大分市王子北町3番55号 097-540-5353 小売り

5801 杵築観光案内所 杵築市杵築665-172 0978-63-0100 https://www.kit-suki.com

5802 湯布院鉄鍋火屋本店 由布市湯布院町川上無田1524-1 097-722-6131 http://yufuin-syouyuya.jp/ 小売り

5803 薬味家 由布市湯布院町川上湯の坪1098-1 097-722-6131 http://yufuin-syouyuya.jp/ 小売り

5804 醤油菓子の店 由布市湯布院町川上湯の坪1098-1 097-722-6131 http://yufuin-syouyuya.jp/ 小売り

5805 ホームセンターグッデイ宇佐北店 宇佐市大字南敷田字野添848 0978-32-7505 https://gooday.co.jp/ 小売り

5806 ワイナリーレストラン朝霧の庄 宇佐市安心院町下毛828-2 0978-44-1236 http://www.asagirinosho.com/ グルメ

5807 中和国際株式会社 大分市錦町1-13-19 097-576-7082 https://chuwacorporation.com 小売り

5809 杵築駅観光案内所 杵築市八坂1987 0978-63-0100 https://www.kit-suki.com

5811 ホテル日航大分オアシスタワー　フレンチレストラン　シエル・アジュール 大分市高砂町2-48 097-533-6109 https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/restaurant/ciel_azur/ グルメ

5815 ホテル日航大分オアシスタワー　オールデイダイニング　セリーナ 大分市高砂町2-48 097-533-5427 https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/restaurant/serena/ グルメ

5816 有限会社　竹永海商 国東市国東町田深298番地8 0978-72-0299 wakame1ban.com 小売り

5819 ホテル日航大分オアシスタワー　日本料理　折鶴 大分市高砂町2-48 097-533-5491 https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/restaurant/orizuru/ グルメ

5820 ホテル日航大分オアシスタワー　売店 大分市高砂町2-48 097-533-5427 https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/ 小売り

5822 株式会社明屋書店高城店 大分市城東町9番16号 097-551-1100 小売り

5824 かいがけ温泉きのこの里 由布市挾間町田代774 097-583-5299 観光施設

5826 自然食カフェ　ななぴーす 速見郡日出町大神6119-1　 http://nana-peace.business.site/ グルメ

5827 ゆふいんフローラハウス 由布市湯布院町川南71-1 0977-84-2718 info@y-florahouse.com 観光施設

5838 焼肉きんぐ大分森町店 大分市大字森町181-1 097-576-7603 https://www.monogatari.co.jp/ グルメ

5839 杉養蜂園　湯布院店 由布市湯布院町川上1099-6 096-245-5538 https://sugi-bee.com 小売り

5842 ファミリーマート臼杵野津町店 臼杵市野津町宮原3696 0974-24-3755 コンビニ・スーパー

5843 旅籠　香乃蔵 由布市湯布院町川西243-1 0977-28-2228

5844 ローソン大分千代町四丁目店 大分市千代町4ー4ー4 097-536-7978 コンビニ・スーパー

5845 東はとタクシ－株式会社 別府市石垣西十丁目五番三十号 0977-23-7509 http://www.hatokotsu.com 交通機関



ID クーポン対象店名 町名以下 代表TEL番号 ホームページアドレス グルメ 小売り コンビニエンスストア・スーパーマーケット観光施設 遊興関連 スポーツ 交通機関 その他

5846 ローソン大分萩原三丁目店 大分市萩原3ー1ー1 097-504-3336 コンビニ・スーパー

5847 ローソン大分王子中町店 大分市王子中町40番地 097-513-5302 コンビニ・スーパー

5848 ローソン大分東春日店 大分市東春日町13ー10 097-573-7111 コンビニ・スーパー

5849 焼肉平安 中津市豊田町4番地の8 0979-23-4089 グルメ

5850 和雑貨とクラフトショップ　ＩＣＨＩＺＡ 別府市駅前町12-13えきマチ1丁目別府b-passage内 http://ichiza.net/ 小売り

5851 ＱＵＥＲＣＵＳ 由布市湯布院町川上2413-2 0977-85-8996 https://www.yufuin-quercus.com/ グルメ

5853 株式会社明屋書店フリーモールわさだ店 大分市木上2103 097-586-1441 小売り

5854 御宿　田　離宮 由布市湯布院町川上2417-1 0977-76-8898 https://www.yufuin-den-rikyu.com/

5857 国宝臼杵石仏 臼杵市深田804-1 0972-65-3300 https://sekibutsu.com/ 観光施設

5860 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 大分市大字神崎字ウト3078番地の22 097-534-1010 https://www.umitamago.jp 観光施設

5865 ローソン佐伯野岡町二丁目店 佐伯市野岡町2-15-27 0972-48-0296 コンビニ・スーパー

5870 こはね 大分市府内町2-2-20いたやビル1階 097-533-8235 https://kohane.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS.1000333816.EAIaIQobChMIle7a94n97wIVDlRgCh2aXwcPEAAYAyAAEgL5TPD_BwE&dspn=GBDCSNE31yBXiW59IZC4pOO3BTLLPH-cy2JIi3dkwekgjlHvjGpUA0FNAYK30RtEWfdNmz5BAD グルメ

5871 日出町的山荘 速見郡日出町2663番地 0977-72-2321 http://tekizanso.com/ グルメ

5873 別府はとタクシ－株式会社 別府市野口中町二番一号 0977-24-6042 http://www.hatokotsu.com 交通機関

5875 海鮮の宿まつ浦 大分市横田2-10-28 0972-33-1191 http://matsuura-kaisen.com/ 観光施設

5876 森藩別邸温泉茶屋 別府市大字鶴見1356-6 0977-75-8575 観光施設

5877 なしか！ラーメン舞鶴橋店 大分市南津留11-2 097-556-4404 グルメ

5880 ほっと遊！ｓｐｒｉｎｇ 別府市駅前町12-13 0977-75-8711 小売り

5881 セブン‐イレブン別府流川通店 別府市光町21番18号 0977-23-0315 コンビニ・スーパー

5884 好きやねん　別府店 別府市北浜一丁目15番14号シーサイド冨士吉ビル1F https;//m.facebook.com・sukiyanen グルメ

5885 レストラン庭の食卓・四季 大分市要町1-14JR九州ホテルブラッサム大分8F 097-578-8792 http://shiki.maruhide.info/ グルメ

5886 なしか！ラーメン明磧店 大分市田中町3丁目12番12号 097-545-2593 グルメ

5887 草庵秋桜 由布市湯布院町川上1500 0977-85-4567 https://www.yufuin-kosumosu.jp/

5888 おにく処秀　府内町店 大分市府内町1-4-16　河電ビル1F 097-543-2939 http://shu.maruhide.info/ueno/index.html グルメ

5890 なしか！ラーメン米良バイパス店 大分市下郡北3丁目26番24号 097-567-7811 グルメ

5895 ｃａｆｅ　ｅｒｉｎａ 由布市湯布院町塚原40-78 0977-28-8107 https://erina-kb.com/ グルメ

5898 カフェさんぽみち 臼杵市臼杵677-6 0972-86-9031 グルメ

5901 レストハウスやまなみ 玖珠郡九重町田野260番地の2 0973-79-2345 resthouse-yamanami.com 観光施設

5903 株式会社　まきのとコーポレーション　九重観光ホテル 玖珠郡九重町田野230 0973-79-2211 http://www.kuju-kh.com/ 観光施設

5905 秋子想　ホテル風早 日田市豆田町8-11/大分県日田市豆田町8-25 0973-22-2113 kazahaya@giga.ocn.ne.jp グルメ

5907 別府市竹細工伝統産業会館 別府市東荘園8丁目3組 0977-23-1072 https://takezaikudensankaikan.jp/ 観光施設

5908 ザヴィレッジ由布院温泉グランピング 由布市湯布院町川上1996-1 0977-75-9201 www.thevillageyufuin.com

5909 ヤマダデンキ　テックランド三光店 中津市三光佐知1011 0979-27-7855 小売り

5910 別府市竹細工伝統産業会館ＳＨＯＰ＆ＣＡＦＥ 別府市東荘園8丁目3組 0977-23-1072 https://takezaikudensankaikan.jp/ 小売り

5911 ベスト電器 イオン挾間店 由布市挾間町北方77イオン挾間ショッピングセンター2F 097-583-6360 https://www.bestdenki.ne.jp/ 小売り

5912 ヤマダデンキ　テックランド中津店 中津市大字大新田字4番通174番地1 0979-85-0717 小売り

5914 ヤマダデンキ　テックランド杵築店 杵築市大字杵築字北浜665-873 0978-68-8858 小売り

5915 ヤマダデンキ　テックランド臼杵店 臼杵市大字市浜1241-3 0972-83-5388 小売り

5916 ヤマダデンキ　テックランド宇佐店 宇佐市辛島195-2 0978-25-6647 小売り

5920 ベスト電器　大分中津店 中津市下池永114 0979-23-4711 小売り

5925 やまさ旅館 宇佐市安心院町下毛1785 0978-44-0002 http://www.suppon-yamasa.jp/ グルメ

5926 ベスト電器　高城店 大分市仲西町1-11-3 097-551-3800 https://www.bestdenki.ne.jp/ 小売り

5931 奥ゆのひら花灯り 由布市湯布院町湯平675-1 0977-86-2211 観光施設

5935 有限会社　荒金石油店 別府市石垣東3-4-4 0977-25-3636 小売り

5937 ヤマダデンキ　テックランド大分佐伯店 佐伯市鶴岡西町2丁目139 0972-22-7171 https://www.bestdenki.ne.jp 小売り
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5939 旅館　筑新 別府市風呂本一組 0977-66-1358 https://beppu-chikushin.com/

5940 キッチンウスダ 豊後大野市緒方町平石2433番地 0974-42-4128 http://www.kitchen-usuda.com グルメ

5942 株式会社井之上屋 別府市元町4-13 グルメ

5943 ホテルエリアワン大分 大分市府内町3-3-7 097-537-8878 https://www.hotel-areaone.com/oita/

5946 和の宿割烹　三國屋 国東市国見町伊美2280番地1 0978-82-0168 http://www14.plala.or.jp/mikuni8/ グルメ

5950 ベルクール 大分市下郡南5-3-5 097-567-7550 https://www.bellecour.jp/ グルメ

5952 大塚酒店 日田市中央1丁目5番12号 097-322-2470 https://www.otsukasaketen.com/ 小売り

5957 コトリカフェ 別府市光町6-14 https://www.instagram.com/kotoricafe_beppu グルメ

5962 坂ノ市ＳＳ 大分市久原中央1丁目2番21号 097-593-0141 https://iro.idex.co.jp/ 小売り

5968 小代商工株式会社 大分市横尾3733-1 097-576-8280 http://www.koshiro-shoko.jp

5969 べっぷ昭和園 別府市乙原3783-1 0977-22-3211 https://beppu-showaen.jp/

5970 農家レストラン　べべんこ 玖珠郡九重町大字田野2407-1 0973-79-3110 www.eaglefarm.net/bebenko/ グルメ

5971 ヤマダデンキ ＹＡＭＡＤＡ  ｗｅｂ．ｃｏｍ  大分本店 大分市北下郡11-5A 097-554-3160 https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=160 小売り

5972 道の駅水辺の郷おおやま 日田市大山町西大山4106番地 0973-52-3630 http://www.mizubenosato-oyama.com/ 小売り

5973 ヤマダデンキ テックランド別府駅前店 別府市駅前本町4-20 0977-73-4748 https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=321 小売り

5974 ヤマダデンキ 家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ大分わさだ店 大分市市1206 097-588-8886 https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=590 小売り

5976 ヤマダデンキ テックランド豊後高田店 豊後高田市玉津2094-1 0978-23-1222 https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=1125 小売り

5977 道の駅やまくに 中津市山国町中摩3485番地4 0979-62-3680 グルメ

5978 ヤマダデンキ ヤマダアウトレット皆春店 大分市皆春1503番地 097-524-0660 https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=1540 小売り

5987 ＧＯＬＤＥＮ  ＮＯＯＤＬＥＳ  サムライ 日田市隈1丁目4-2 0973-28-6323 グルメ

5991 レストランリボン 別府市石垣西二丁目1番35号 0977-22-1259 グルメ

5993 ホテルサンバリーアネックス・和洋ダイニング「若潮」 別府市石垣東10丁目1-20 0977-26-6555 http://www.hotelsunvalley.com/ グルメ

5999 懐古乃宿　萬作屋 玖珠郡九重町湯坪260-5 0973-73-0085 https://mansakuya.com/

6001 ステイカフェエント 日田市元町11-1 097-323-5701 https://www.ento-hita.com/ 観光施設

6004 ＹＡＭＡＴＯ 臼杵市市浜大坪1388 0972-63-5000 http://www.e-298.com/ 小売り

6005 セブンーイレブン大分荷揚町店(ID6005-1) 大分市荷揚町9-21 097-532-1788 コンビニ・スーパー

6019 日出給油所 速見郡日出町字年の神3856番地1.2.3.4 0977-21-2141 https://www.nishisekiyu.jp/ 小売り

6021 里の駅　つくみマルシェ 津久見市四浦2218-10 0972-82-9521 https://tsukumiryoku.com/publics/index/155/ 小売り

6022 ｊａｍ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ｋｏｔｏｋｏｔｏｙａ 由布市湯布院町川上3037ー6 0977-85-3168 https://www.kotokotoya.com 小売り

6029 ウェルネス日出 速見郡日出町3878番地-13-1F 0977-76-5432 www.wellness-beppu.com

6033 松伴 国東市国東町鶴川235-1 0978-72-0087 グルメ

6034 彩乃宿　浮羽 別府市小倉1組 0977-22-0023 https;//www.ukiha.com

6036 ベスト電器　大分別府店 別府市北中7-2 0977-27-9200 https://www.bestdenki.ne.jp/ 小売り

6037 カントリーイン麓舎 由布市湯布院町川上1469-2 0977-84-2963 https://yufuin-fumotoya.com/room/index.html グルメ

6043 セブン‐イレブン湯布院川上店 由布市湯布院町川上3736-1 0977-85-2505 コンビニ・スーパー

6044 セブン‐イレブン湯布院湯の坪店 由布市湯布院町川上3011-4 0977-84-5538 コンビニ・スーパー

6045 別府冷麺専門店一休の泪 別府市石垣西10丁目-7ウエスティンやまなみビル1F 0977-25-3118 http://ikkyunonamida.com/ グルメ

6047 こはね　離れ 大分市府内町2-2-16 1階 097-538-1088 https://www.hotpepper.jp/strJ001040207/?vos=evhppxy0010&pog=cr(488313426884)kw(%E3%81%93%E3%81%AF%E3%81%AD%20%E5%BA%9C%E5%86%85%E7%94%BA)mt(b)dv(c)fi()gi(108192415097)ti(kwd-918201070753)ci(1120423266 グルメ

6048 １２３Ｆａｃｔｏｒｙ／アンドゥ　パークプレイス大分店 大分市公園通り西2丁目1パークプレイス大分2階フードコート内 097-520-7731 グルメ

6049 陣吾郎 大分市中央町1-4-22サクラヤビル1階 097-547-7552 https://jingoro.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS.1000334917.EAIaIQobChMIp7uDsqX_7wIVCjdgCh3ZawUWEAAYASAAEgK_5vD_BwE&dspn=PZZhrglLCOMi6229Yh2MQp6_uZZMRD434iALViu0PxZLBJAiQ8Raxe9x-yrsWNdG1oS9husDb グルメ

6051 花鳥風月 大分市中央町1-5-8 2階 097-574-9298 https://kachofugetsu.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS.1000335303.EAIaIQobChMI_f6-gKf_7wIVijMqCh0-hwEfEAAYASAAEgLQgvD_BwE&dspn=PZZhrglLCOMi6229Yh2MQp6_uZZMRD434iALViu0PxYG1UI1MVd-jvZs8r3viwDFwyTS グルメ

6052 別府わくわく温泉かっぱの湯 別府市汐見町3番17号 0977-21-0600 http://www.beppu-kappanoyu.com/ 遊興関連

6055 羽屋 大分市都町2-2-6ニュー都町ビル1階 097-532-6828 https://www.hotpepper.jp/strJ000955205/?vos=evhppxy0010&pog=cr(488264740047)kw(%E7%BE%BD%E5%B1%8B%20%E9%83%BD%E7%94%BA)mt(e)dv(c)fi()gi(118696874788)ti(kwd-486641679563)ci(11204232658)&yclid=YSS.10011 グルメ

6058 高橋商店 大分市府内町2-2-15 1階 097-532-0028 https://www.hotpepper.jp/strJ001017983/?vos=evhppxy0010&pog=cr(488310568472)kw(%E5%9C%B0%E9%B6%8F%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%95%86%E5%BA%97%20%E5%BA%9C%E5%86%85%E7%94%BA%E5%BA%97)mt(b)dv(c)fi()gi(1 グルメ

6059 セブンイレブン　大分皆春店(ID6059-1) 大分市皆春164-7 097-523-6415 コンビニ・スーパー
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6062 ベスト電器大分竹田 竹田市拝田原501-1 0974-63-2850 https://www.bestdenki.ne.jp/ 小売り

6066 ケーズデンキ わさだタウン店 大分市玉沢755番地-1 097-586-1107 小売り

6068 ファミリーマート玖珠戸畑店 玖珠郡玖珠町戸畑字峰632-1 0973-73-7078 コンビニ・スーパー

6071 おしゃれ小屋 別府市船小路町3-22 グルメ

6074 ケーズデンキ 佐伯店 佐伯市鶴岡西町1丁目287番地 0972-25-1538 小売り

6076 ローソン大野野津店 臼杵市野津町大字野津市字間戸2211 0974-32-7680 コンビニ・スーパー

6077 かまえインターパーク海べの市 佐伯市蒲江大字森崎浦142番地16 0972-44-5515 https://kamae-amabe.com 小売り

6078 ローソン臼杵市浜店 臼杵市大字市浜字土手添752‐1 0972-63-2331 コンビニ・スーパー

6079 ローソン臼杵野田店 臼杵市大字野田竹ノ下332 0972-62-9190 コンビニ・スーパー

6080 ＫＵＲＵ 宇佐市南宇佐2211-1-3 グルメ

6082 セブンイレブン大分王ノ瀬 大分市王ノ瀬2丁目1番35号 097-592-5780 コンビニ・スーパー

6083 ケーズデンキ 宇佐店 宇佐市法鏡寺409-1 0978-34-0280 小売り

6086 ケーズデンキ 日田店 日田市大字三和676 0973-27-5011 小売り

6090 琴音庵 日田市淡窓2-4-38 0973-23-6577 https://kotonean.net/ グルメ

6091 ケーズデンキ 日出店 速見郡日出町3244番2号 0977-28-0377 小売り

6093 ドラッグストアモリ三重店 豊後大野市三重町赤嶺1170番地21 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6094 ケーズデンキ 豊後大野店 豊後大野市三重町赤嶺2087 0974-24-0303 小売り

6095 ドラッグストアモリ日田駅前店 日田市元町14-8 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6097 ドラッグストアモリ西大在店 大分市須賀1丁目3-32 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6098 ごま福堂湯布院店 由布市湯布院町川上1527-1 0977-85-4485 小売り

6099 ドラッグストアモリ日ノ隈店 日田市大字庄手178-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6100 有限会社一休 由布市湯布院町川北4-1 0977-85-2801 小売り

6101 ケーズデンキ 中津店 中津市蛎瀬1105 0979-64-7778 小売り

6102 ドラッグストアモリ鶴見店 別府市鶴見2612-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6103 みっふぃー森のキッチン湯布院店 由布市湯布院町川上1503番8 0977-76-5960 小売り

6104 ドラッグストアモリ杵築店 杵築市杵築665-554 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6105 ドラッグストアモリ中津北店 中津市蛎瀬832-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6106 みっふぃー森のベーカリー湯布院店 由布市湯布院町川上1503番8 0977-76-5960 グルメ

6107 ドラッグストアモリ田島店 日田市田島495-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6108 遊膳湯布院店 由布市湯布院町川上1079番地12 0977-85-2130 小売り

6109 ドラッグストアモリ高城店 大分市高城西町32-43 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6110 ドラッグストアモリ豊後高田店 豊後高田市新地1863 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6111 ドラッグストアモリ日田店 日田市渡里38-7 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6112 ドラッグストアモリ宇佐上田店 宇佐市上田189-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6113 ドラッグストアモリ流川店 別府市上田の湯町2121-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6114 ドラッグストアモリ賀来店 大分市賀来西1丁目12-9 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6115 ヤノメガネ竹町本店 大分市中央町1-5-5 097-536-1500 小売り

6116 ドラッグストアモリ宇佐四日市店 宇佐市四日市39 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6117 ドラッグストアモリ上野口店 別府市上野口町2-7 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6118 ドラッグストアモリ羽屋店 大分市羽屋288-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6120 ドラッグストアモリ中津下池永店 中津市下池永480 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6122 ドラッグストアモリ玖珠店 玖珠郡玖珠町塚脇543 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6123 ドラッグストアモリ日田友田店 日田市友田萩鶴806-1 0946-21-0008 http://www.doramori.co.jp/ 小売り

6124 日田天領水販売所 日田市中ノ島町647 0973-22-7777 小売り

6125 マツモトキヨシ フレスポ春日浦店 大分市王子北町5番9号 092-283-3211 小売り



ID クーポン対象店名 町名以下 代表TEL番号 ホームページアドレス グルメ 小売り コンビニエンスストア・スーパーマーケット観光施設 遊興関連 スポーツ 交通機関 その他

6127 マツモトキヨシ セントポルタ中央町店 大分市中央町1丁目1番11号 092-283-3211 小売り

6129 マツモトキヨシ 花高松店 大分市花高松1丁目2-8 092-283-3211 小売り

6134 マツモトキヨシ 　杵築店 杵築市杵築北浜665-618 092-283-3211 ウスキトシユキ 小売り

6135 湯布院別荘　四季彩ホテル 由布市湯布院町川上788-2 0977-85-8566 www.shikisai-hotel.jp

6137 ミドリ薬品 佐伯店 佐伯市大字池田2080 092-283-3211 小売り

6138 ゆふいん宿清孔苑 由布市湯布院町川上1208-1 0977-76-5438 http://www.yufuin-seikouen.com/

6140 マツモトキヨシ 日出店 速見郡日出町3244番地-1 092-283-3211 小売り

6141 湯の森くす 玖珠郡玖珠町森5122-2 097-372-6466

6142 マツモトキヨシ アクロスプラザ大分駅南店 大分市東大道1丁目3番1号 092-283-3211 小売り

6146 公益財団法人日田玖珠地域産業振興センター 日田市三本松2丁目3-1 0973-22-3115 https://hitakusu.com/

6148 マツモトキヨシ フレスポ中津北店 中津市大字大新田290-1-2 092-283-3211 小売り

6150 マツモトキヨシ由布院駅前店 由布市湯布院町川北5番地3 092-283-3211 小売り

6151 コスメファン　わさだタウン店 大分市大字玉沢字楠本755番地の1 2街区1階 097-547-9831 小売り

6157 湯布院第一ＳＳ 由布市湯布院町川上2939番地1 0977-84-3126 https://www.otani88.com/ 小売り

6165 ゆふいん田舎村 由布市湯布院町川上440ー19 0977-84-5282 グルメ

6168 ギャラリー・カフェ　アルテノイエ 別府市井田2組 0977-66-4414 https://beppu-yanagiya.jp/ 小売り

6179 おおがファーム 速見郡日出町大神6025番地1 0977-73-0012 http://www.ogafarm.com/ 観光施設

6184 第二海源丸　大分都町店 大分市都町3丁目6-38大分第一ビル1F 097-534-9500 https://kaigenmaru.owst.jp/ グルメ

6185 株式会社然・自然派レストラン然 大分市中央町二丁目1番23号 097-538-1308 https://www.facebook.com/oita.zen グルメ

6188 ドラゴン餃子酒場　大分中央町店 大分市中央町1丁目4-7 097-538-5544 https://dragongyozasakaba.owst.jp/ グルメ

6192 龍の羽 大分市府内町2丁目4-5若竹ビル1F 097-533-7778 https://ryuunohane.owst.jp/ グルメ

6195 滋味創菜　百膳の夢 別府市東荘園2-1 0977-22-7100 https://100zen.com/ グルメ

6196 珈琲豆処夢珈別府店 別府市富士見町6番30号 0977-75-9188 youmeca.com グルメ

6203 ネイビーイオンモール三光店 中津市三光佐知1032番地 0979-62-9299 www.mac-house.co.jp/ 小売り

6213 クレドホテル臼杵 臼杵市海添2573-10 0972-63-5666 http://www.credo-hotel.com/

6218 ふぐ料理・鮨 光 臼杵市臼杵大字臼杵677 0972-63-7707 グルメ

6227 おやど湯の丘 別府市小倉4-1 0977-21-2414

6229 くじゅう自然動物園 玖珠郡九重町田野1685-3 0973-79-3005 http://www16.plala.or.jp/kuju-zoo/top.htm 観光施設

6235 そばダイニングＷＡＳＡＢＩ 豊後大野市三重町市場1606-1 0974-22-7118 グルメ

6238 うなぎ料理　竹の屋 宇佐市石田215-2 0978-32-5567 http://unagitakenoya.com グルメ

6245 すし処宙 国東市安岐町下原13番地 大分空港３F 0978-64-7752 グルメ

6246 四季の味ぎんなん 大分市中央町3丁目6-1 097-537-3528 http://www.ginnan.com グルメ

6247 別府おぐら 別府市小倉1-3 0977-21-6123 www.beppu-ogura.com グルメ

6253 大分バス総合案内所 大分市府内町2丁目1番4号 097-534-6161 https://www.oitabus.co.jp/ 交通機関

6254 大分バス大手前販売所 佐伯市大手町3丁目111番1 097-534-6161 https://www.oitabus.co.jp/ 交通機関

6256 台の茶屋 杵築市杵築２０８番地１ 097-862-2344 グルメ

6263 レストランくにさき牧場 国東市安岐町下原2745-2 0978-67-3330 グルメ

6266 ラパックス中津店 中津市島田134-1ゆめタウン中津1Ｆ 0979-23-3425 https;//tokyo-derica.net 小売り

6267 アマトーネ　アクセソリーオ　大分アクロス店 大分市明野東1-1-1明野アクロスタウン本館1Ｆ 097-573-0188 https;//tokyo-derica.net 小売り

6268 サックスバーアナザーラウンジ別府ゆめタウン店 別府市楠町382-7ゆめタウン別府１Ｆ 0977-27-1565 https;//tokyo-derica.net 小売り

6269 グランサックス大分佐伯店 佐伯市大字池田字大エゴ２０６４トキハインダストリー佐伯１Ｆ 0972-25-0880 https;//tokyo-derica.net 小売り

6274 居酒屋ほりよし 中津市島田352-5 0979-24-7577 グルメ

6275 シャインホテルくす　春日茶屋 玖珠郡玖珠町帆足２５８番地の３ 0973-72-7188 http://www.shinekusu.jp/ グルメ

6276 炭熊　奥宿無相荘　　ＯＮＮＯＭＩ 由布市湯布院町塚原1240-61  大分県由布市湯布院町塚原1240-32 0975-85-5023 http://okuyufuin.net/ 観光施設

6277 有限会社石仏観光センター 臼杵市深田８３３番地の５ 0972-65-3333 sekibutukankocenter.com グルメ
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6279 ユニクロ高城店 大分市高城本町6番8号 097-585-5791 小売り

6280 Ｃａｆｅ　Ｄｕｏ 由布市湯布院町川上　１１５９番１ 0977-85-3955 https://cafeduo-yufuin.com グルメ

6281 じゅうじゅう亭 中津市中央町2－1－3 0979-22-6111 グルメ

6287 清月堂宇佐神宮店 宇佐市南宇佐２２１３ー１ 0978-370025 小売り

6288 シーサイド大沢 国東市櫛来212番地41 0978-82-0024 グルメ

6291 湯富里の宿　一壷天 由布市湯布院町川上302-7 097-728-8815 https://www.ikkoten.com/ 観光施設

6295 れいめい 日田市三本松１丁目7-4 0973-24-3369 小売り

6296 お好み倶楽部大州浜店 大分市大州浜１丁目８９ 097-558-8358 http://okonomi-club.com グルメ

6297 お好み倶楽部森店 大分市森字六反田594 097-527-5260 http://okonomi-club.com グルメ

6298 旅館　冨季の舎 由布市湯布院町川南814番地の1 097-784-5811 www.fukinoya.com 観光施設

6300 有限会社岡部商事 豊後高田市玉津748－19 0978-24-3137 https://kakinoha.base.ec 小売り

6301 ＯＢＳＢＯＷＬ 大分市 097-558-8510 obs-bowl.com 遊興関連

6303 別府地獄めぐり　白池地獄 別府市鉄輪283-1 0977-66-0530 観光施設

6304 韓国苑下郡店　韓国苑臼杵店　韓国苑都町店　韓国苑別府店　韓国苑庄内店　韓国苑中津宮島店　韓国苑中津沖代店　韓国苑三重店　トンカツ五大大在店 ＊分市下郡北2-1-23 875-0062　臼杵市大字野田160番地 870-0034　大分市都町3-2-10　マルビル3F 874-0920　大分県別府市北浜3丁目13-3 879-5405　由布市庄内町東長宝165-1 871-0037　中津市宮島町16-1 871-0021　中津市沖代町1丁目2-16 879-7111　豊後大野市三重町赤嶺921 870-0268　大分市大字政所2103-3アミューズメントプラザ1F https://kankokuen.co.jp グルメ

6306 ビーハニーうみたまカフェ 大分市神崎ウト３０７８－２２うみたまご内２階 097-538-8305 グルメ

6310 海鮮料理　えいたろう 別府市上人ケ浜町6-24 AMANE RESORT　SEIKAI 2F 0977-66-3680 https://www.seikai.co.jp/dining/eitaro.html グルメ

6320 ＪＲ九州ホテルブラッサム大分 大分市要町1番14号 097-578-8719 https://www.jrk-hotels.co.jp/Oita/ 観光施設

6324 福澤旧邸・福澤記念館 中津市留守居町586・福澤記念館内 0979-25-0063 https://fukuzawakyukyo.com/# 観光施設

6329 １０号大分戸次ＳＳ 大分市上戸次字長河原3736 097-597-6827 小売り

6330 １０号宇佐ＳＳ 宇佐市佐野字前田1098-3 0978-33-5622 小売り

6331 ２１０号大分光吉インターＳＳ 大分市大字市４２－８ 097-542-1975 小売り

6332 新日鐵前大分臨海道路ＳＳ 大分市原新町６－２１ 097-551-9504 小売り

6333 別府湾サービスエリアＳＳ 別府市内竈３６７７ 0977-67-3441 小売り

6339 矢野化粧品店 日田市三芳小渕町69 0973-22-3959 小売り

6344 からあげ聖林三光店 中津市三光原口715-1 www.risinghollywood.jp 小売り

6346 釣具のポイント大分下郡店 大分市下郡1391-1 097-504-8511 https://www.point-i.jp/shops/1333?author_id=60 小売り

6347 有限会社はなぶさ 豊後大野市三重町赤嶺1966番地 0974-22-0434 http：//www.karaage.co.jp グルメ

6351 清流とほたるの宿　高尾荘 由布市湯布院町湯平503-18 0977-86-2046 https://peraichi.com/landing_pages/view/takaosou 観光施設

6353 割烹平家 別府市石垣東７丁目２番１４号 0977-24-7126 http://heike.jp グルメ

6355 ファミリーマート三川店 大分市三川下3-6-15 097-503-0936 コンビニ・スーパー

6357 すし処おこぜ 日田市隈２丁目1-12 0973-23-5646 グルメ

6359 ユニクロトキハわさだタウン店 大分市玉沢楠本755-1 トキハわさだタウン3階 0975-88-8700 小売り

6362 割烹にしおか 大分市都町３丁目６番１０号 097-536-2686 http://www.kappo-nishioka.com/ グルメ

6365 神田楽市 杵築市山香町内河野２５４３番地１ 0977-75-1188 http://www.kandarakuichi.com/ コンビニ・スーパー

6368 湯の里　葉山 別府市鶴見（大字、番地）122-5 0977-66-1245 http://yunosto-hayama.co.jp 観光施設

6369 道の駅なかつ　ＪＡおおいた直売所オアシス春夏秋冬 中津市加来814 0979-64-8365 https://jaoita.or.jp/ 小売り

6378 ローソン別府南立石一区店 別府市南立石字中津留２１７８ー１ コンビニ・スーパー

6379 ローソン別府もみじ坂店 別府市南立石一区字中津留道北２１３９ー１ 0977-26-5178 コンビニ・スーパー

6381 菊すけ 由布市湯布院町川上1269-36 0977-85-5262 グルメ

6383 今泉堂 由布市湯布院町川上1608-1 0977-84-4719 小売り

6388 関汽タクシー株式会社 別府市石垣西５丁目６番２９号 0977-21-1214 http://www.kanki-taxi.com/index.htm 交通機関

6389 奥みょうばん山荘 別府市湯山1組 0977-67-2229 https://okumyouban.kakurezato.com/ 観光施設

6390 ユニクロフレスポ中津北店 中津市大新田287-1 0979-261-501 小売り

6395 星野リゾート　界 阿蘇 玖珠郡九重町湯坪瀬の本628-6 https://kai-ryokan.jp/aso/ 観光施設

6397 ゆふいん七色の風 由布市湯布院町川上1946-25 0977-84-3333 観光施設
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6399 アウトドアスポーツワールド　山渓 大分市生石1-3-1 097-537-3333 小売り

6401 ゆめタウン別府 別府市楠町382ｰ7 0977-26-3333 https://www.izumi.jp 小売り

6408 スーパーセンタートライアル日田店 日田市北友田3-2530-1 0973-25-6355 コンビニ・スーパー

6409 スーパーセンタートライアル三重店 豊後大野市三重町赤嶺992 0974-26-4233 コンビニ・スーパー

6410 メガセンタートライアルわさだ店 大分市上宗方南2丁目1番7号 097-588-8350 コンビニ・スーパー

6411 スーパーセンタートライアル別府店 別府市竹の内12組 0977-27-1166 コンビニ・スーパー

6412 スーパーセンタートライアル中津店 中津市下池永字熊本153番地1 0979-26-1188 コンビニ・スーパー

6413 スーパーセンタートライアル下郡店 大分市下郡北一丁目２番６０号 097-554-8806 コンビニ・スーパー

6414 スーパーセンタートライアル大道店 大分市西大道一丁目1番9号 097-554-5500 コンビニ・スーパー

6415 スーパーセンタートライアル玉津店 豊後高田市玉津1628番地 0978-23-1133 コンビニ・スーパー

6417 スーパーセンタートライアル敷戸店 大分市敷戸台一丁目１番８号 097-504-7001 コンビニ・スーパー

6421 異風堂々 別府市駅前本町1-29第一日名子ビル１F グルメ

6423 ｆｏｒｅｓｔ　ｉｎｎ　ＢＯＲＮ 由布市湯布院町塚原 1203-6 0977-84-2975 グルメ

6425 別府亀の井ホテル　熊八亭 別府市中央町5番17号 0977-22-3301 グルメ

6427 由布院ことぶき花の庄 由布市湯布院町川上2900-5 0977-84-2161 小売り

6428 ココカラファイン安岐店 国東市安岐町塩屋291 0978-66-7440 小売り

6431 アミュプラザおおいた 大分市要町1番14号 097-513-1175

6432 湯布院やわらぎの郷やどや 由布市湯布院町川上2717番地5 0977-84-7788

6440 お好み焼なんどいや 宇佐市四日市２８-３ 097-825-9333 グルメ

6449 旅館めばえ荘 由布市湯布院町川南249番地1 0977-85-3878

6450 レストイン　ろくめいかん 中津市耶馬溪町深耶馬3152-2 0979-55-2027 グルメ

6454 ＣＯＭＩＣＯ　ＡＲＴ　ＭＵＳＥＵＭ　ＹＵＦＵＩＮ 由布市湯布院町川上２９９５－１ 097-776-8166 https://camy.oita.jp/ 観光施設

6455 ココカラファイン大分中央店 大分市中央町２丁目５番２５号 097-540-5988 https://www.cocokarafine.co.jp 小売り

6456 夢市場 由布市湯布院町川上１５０２－１ 0977-84-2250 小売り

6457 夢街道 由布市湯布院町川上１５０２－１

6458 ゆふの華 由布市湯布院町川上１４８１－２

6459 花あそび 由布市湯布院町川上１１０１

6460 中津からあげ吉吾 湯布院店 由布市湯布院町川上１１０１－８

6461 はちみつ専門店ビービーズ 由布市湯布院町川上3001-5 0977-84-3100 小売り

6462 カフェ・ハイブ 由布市湯布院町川上1502-10

6468 御食事処　あぐら 由布市湯布院町川上3056番地26 0977-84-3494 https://www.yufu-agura.jp グルメ

6469 汽車ポッポ食堂と民宿・別邸 中津市万田500-1 097-922-0275 https://www.kisyapoppo.com グルメ

6476 天領日田はきもの資料館　足駄や 日田市豆田町３－１１ 0973-28-6064 https://getamuseum.com/ 小売り

6478 地魚屋台ぜんちゃん 中津市島田352番地9 0979-31-6002 https://www.zenchan.info グルメ

6480 道の駅くにみ 国東市国見町伊美4252-1 0978-89-7117 小売り

6482 道の駅竹田 竹田市米納663-1 0974-66-3550 小売り

6484 秘密基地中津 中津市島田352番地7 0979-22-1515 https://himitsukichi-nakatsu.com/ グルメ

6485 華林茶房 中津市三ノ丁1290番地 0979-22-1515 http://nakahaku.jp/ グルメ

6487 ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社 福岡市博多区博多駅東1丁目10番7号　JR九州博多駅東ビル3階 092-451-2054 グルメ

6490 由布院　甘味茶屋 由布市湯布院町川南113-12 0977-85-8794 http://amami.chagasi.com/ グルメ

6494 やきとり柿右衛門 別府市鉄輪みゆき１組 鉄輪飲食街１号 0977-67-5005 https://www.kakiemon.net/ グルメ

6501 ＬＡ  ＦＯＮＴＥ 別府市小倉４―3―1 グルメ

6506 壁湯観光ホテル　福元屋 玖珠郡九重町町田62-1 https://www.kabeyu.jp/ 観光施設

6507 鉄輪温泉　八葉 別府市鉄輪上５組 0977-27-8484

6508 大分トキハタクシー株式会社 大分市花園2丁目11番42号 097-545-3255 https://oitatokiwa-taxi.co.jp/ 交通機関



ID クーポン対象店名 町名以下 代表TEL番号 ホームページアドレス グルメ 小売り コンビニエンスストア・スーパーマーケット観光施設 遊興関連 スポーツ 交通機関 その他

6509 ハーネスタクシー株式会社 大分市下郡中央1-1-17 097-569-0564 https://harness-taxi.com/ 交通機関

6510 六盛松原本店 別府市松原町7-17 0977-22-0445 https://www.6-sei.com/ グルメ

6515 麺処くらや中津本店 中津市中殿403-1 0979-23-3737 https://o-kuraya.com/tenpo/t-honten/ グルメ

6516 セブンイレブン大分大道町店 大分市大道町３丁目１番３３号 097-546-6621 コンビニ・スーパー

6517 中国料理　鼎 大分市府内町2丁目3番25号コスモビル2階 097-537-2220 グルメ

6524 セブンイレブン大分中央町４丁目店 大分市中央町４丁目５番 097-538-7178 コンビニ・スーパー

6526 八千代館 東国東郡姫島村6326番地 0978-87-2010 yatiyokan.com 観光施設

6527 ペンション野路菊 東国東郡姫島村5140番地 0978-87-2823 観光施設

6529 こだわり厨房てんてけ 大分市中央町1-2-10タジマヤビル2F 097-548-5125 https://tenteke.owst.jp/ グルメ

6530 ステーキレストラン　わか竹 大分市迫742番地 097-523-6700 グルメ

6533 株式会社　赤尾正房酒店 日田市本庄町3番12号 0973-22-2288 小売り

6534 ティーウェイ大分トキハわさだ店 大分市大字玉沢字楠本755-1トキハわさだタウン1階 092-406-8639 https://teaway.jp/ グルメ

6535 セブンイレブン大分木上店 大分市木上396-1 097-541-1439 コンビニ・スーパー

6536 ステーキレストラン　わか竹 大分市迫742番地 097-523-6700 グルメ

6537 フォレストアドベンチャー・別府 別府市志高4380-1 070-4024-1010 https://fa-beppu.foret-aventure.jp スポーツ

6545 湯快リゾートプレミアム　ホテル風月 別府市北中１組 0977-66-4141 https://yukai-r.jp 観光施設

6549 日本料理うを清 大分市勢家町4-1-13 097-532-1722 https://www.uwosei.jp/ グルメ

6553 喜楽庵 臼杵市大字臼杵２の１０７番地の９２ 0972-63-8855 http://www.kirakuan.jp グルメ

6554 観海寺給油所 別府市大字南立石2042番地 0977-26-6930 http://www.kamenoi.co.jp/index.php

6555 ローソン日田東町店 日田市東町２－１１ 0973-22-1660 コンビニ・スーパー

6561 福助 由布市湯布院町川上３０５２－３ 0977-85-7198 グルメ

6562 大衆居酒家 いちふく 日田市中本町6-6 0973-22-5101 グルメ

6568 シープラス 玖珠郡玖珠町戸畑8184 小売り

6570 大分交通大分駅前バスセンター 大分市中央町1丁目1-22 097-532-5156 https://www.oitakotsu.co.jp/ 交通機関

6571 大分交通別府北浜バス案内所 別府市北浜2丁目13 097-532-5156 https://www.oitakotsu.co.jp/ 交通機関

6572 大分交通大分空港バス案内所 国東市武蔵町糸原大海田3600 097-532-5156 https://www.oitakotsu.co.jp/ 交通機関

6577 ＯＳＭＯＳＩＳ　アミュプラザおおいた店 大分市要町1-14　アミュプラザおおいた　2F 042-522-0207 小売り

6578 お食事処　燈 別府市小倉4ー1 0977-27-3066 グルメ

6584 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｔｙｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ 速見郡日出町平道1825 ホテルアンドリゾーツ別府湾　B1F 0977-75-9903

6587 富士タクシー株式会社 臼杵市臼杵９２番地２７ 0972-62-4111 www.fujitaxi-oita.com 交通機関

6589 Ａｂｅ　Ｂｏｎｄ 大分市府内町１ー５ー１COSMO2  １０３ 097-578-8483 https://abebond2018.jimdofree.com/ グルメ

6590 ホテル日航大分オアシスタワー　宴会場 大分市高砂町4-28 097-533-5910 https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/ 観光施設

6596 道の駅いんない 宇佐市院内町副1381-2 0978-42-5539 小売り

6600 ローソン日田庄手 日田市大字庄手字笠田２９６－２ 0973-23-3088 コンビニ・スーパー

6601 ローソン日田天瀬町 日田市天瀬町女子畑ヒナジリ１７９０－１ 0973-57-8035 コンビニ・スーパー

6602 ローソン日田玉川町 日田市大字十二町字六手７２６－１ 0973-23-5118 コンビニ・スーパー

6603 イサゴタクシー株式会社 日田市隈２丁目３番１７号 0973-22-3135 https://isago-taxi.business.site/ 交通機関

6606 つるみテラス 佐伯市鶴見地松浦１７４９－５ 0972-30-1170 https://www.kabuup.com/ グルメ

6607 道の駅　地底博物館　鯛生金山 日田市中津江村合瀬3750 0973-56-5316 観光施設

6608 有限会社アオバヤスポーツ 大分市萩原１丁目１３番１３号 097-551-5460 スポーツ

6610 道の駅童話の里くす 玖珠郡玖珠町帆足2121 0973-72-5535 http://www.kusu-michinoeki.jp 観光施設

6611 道の駅慈恩の滝くす 玖珠郡玖珠町大字山浦６１８-２４ 0973-77-2260 http://www.kusu-michinoeki.jp 観光施設

6614 待鳥松月堂 日田市豆田町10-23 0973-22-2319 小売り

6616 民宿　花水木 佐伯市久保浦877-2 070-4394-1408 https://oita-yado.com/

6618 日豊クリエイト株式会社 由布市湯布院町川上1098番地1 097-521-1309 小売り
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6619 大分県 さかもと村 玖珠郡玖珠町山下2224 http://sakamotomura.com/

6621 居酒家万座 日田市隈1-3-22 グルメ

6623 お菓子の花月 日田市豆田町8-33 0973-24-7540 小売り

6624 キクチ種苗株式会社 大分市羽屋4丁目1番4号 097-544-0700 小売り

6625 ファニーズベラベーラ 佐伯市城東町2-36 グルメ

6629 民宿くじら 竹田市久住町有氏4761-2 0974-77-2424 https://peraichi.com/landing_pages/view/kujukujira 観光施設

6631 トータルビューティーサロンＦａｉｒｙ 別府市弓ケ浜町2-29 アリエッタＡ棟1号室 0977-80-1838

6634 東洋軒　支店 日田市中央１丁目２－８ 0973-22-9388 グルメ

6638 九州自然動物公園アフリカンサファリ 宇佐市安心院町南畑2-1755-1 097-848-2331 http://www.africansafari.co.jp/company/ 観光施設

6642 まるか 国東市安岐町明治4583-1 https://maruka831.com/ 小売り

6644 ホテルソシア 日田市元町17-3 0973-24-6000 観光施設

6649 フレッシュネスバーガーアミュプラザおおいた店 大分市要町1-14　アミュプラザおおいた3階 グルメ

6650 鶴粋庵（お茶の鶴見園） 佐伯市長島町2-2-8 0972-22-4361 https://www.kakusuian.jp/ 小売り

6653 梅田家 宇佐市南宇佐2218-5 小売り

6654 スーパースポーツゼビオ大分店 大分市光吉382番1 097-554-6776 小売り

6659 むろおの会 由布市庄内町五ケ瀬１３６０番地１ https://muroonodoor.com/ 小売り

6661 雑魚屋　大分府内店 大分市府内町３丁目５ー１ 097-513-3300　（0942-55-5632） グルメ

6663 菓舗　田代屋 日田市天瀬町桜竹470-4 0973-57-2164 小売り

6664 セブン－イレブン大分城東町北店 大分市城東町9番16号 097-579-6297 小売り

6675 銀のしゃり　春日浦店 大分市王子北町５－７　フレスポ春日浦内 097-537-1129 グルメ

6676 お食事・居酒屋　喰いまくり会館 佐伯市城東町４－２６ 0972-22-2411 https://kuimakurikaikan.favy.jp/ グルメ

6678 華乃家 国東市国東町鶴川1267-1 0978-72-3510 グルメ

6679 セブンイレブン佐伯蟹田店 佐伯市蟹田6-10201-1 0972-22-6686 コンビニ・スーパー

6680 セブンイレブン佐伯弥生店 佐伯市弥生上小倉1078-1 0972-46-2026 コンビニ・スーパー

6681 甘味茶屋まるや 臼杵市畳屋町6組 0972-62-2336 グルメ

6683 ローソン日田若宮店 日田市若宮町405-1 0973-23-9707 コンビニ・スーパー

6689 亜李蘭別邸　森町店 大分市大字森５５３－１ 097-524-1029 https://ariran-group.com/ グルメ

6703 炭火焼工房　つるの恩返し 国東市国東町田深943-1 0978-72-1178 http://e-tsurunoya.com/ グルメ

6705 つるの家 国東市国東町田深819 0978-72-0555 http://e-tsurunoya.com/ 小売り

6706 化粧品店　いづみ家 臼杵市大字臼杵232ｰ1 0972-77-5321 https://usukiizumiya.jimdofree.com 小売り

6715 五車堂 大分市中央町2丁目3-15 0975-32-2240 グルメ

6724 セブンーイレブン大分金池町２丁目 大分市金池町2丁目28番 097-538-3450 コンビニ・スーパー

6726 セブンイレブン大分政所２丁目店 大分市政所２丁目１１８番 097-592-1160 コンビニ・スーパー

6727 七輪炭火焼き 由布院 啓修庵 由布市湯布院町川上1542-1　ゆふ小町terrace内 0977-76-5568 グルメ

6729 セブンイレブン大分中鶴崎２丁目店 大分市中鶴崎２丁目５番１７ 097-523-4508 コンビニ・スーパー

6735 セブンイレブン日田十二町店 日田市大字十二町字郷四郎４７７番2 コンビニ・スーパー

6736 九四オレンジフェリー　臼杵港 臼杵市板知屋1257番地7 0894-22-2289 交通機関

6737 ほたるとかじかの宿　旅館九重 玖珠郡九重町町田２４２４ー１ 0973-78-8177 観光施設

6739 セブンーイレブン日田三和店 日田市大字三和1025-1 コンビニ・スーパー

6742 海王館 日田市隈1丁目1-23 http://kaiohkan.com/ グルメ

6743 由布院  ＳＮＯＯＰＹ茶屋（スヌーピー茶屋） 由布市湯布院町川上1540番地2 0977-76-5568 グルメ

6744 由布院  ＳＮＯＯＰＹ茶屋（スヌーピー茶屋） 由布市湯布院町川上1540-2 0977-75-8780 https://www.snoopychaya.jp/ グルメ

6747 由布院  ＳＮＯＯＰＹ ＳＨＯＰ（スヌーピー  ショップ） 由布市湯布院町川上1540-2 0977-75-8790 小売り

6748 由布院  ＳＮＯＯＰＹ  ＣＨＯＣＯＬＡＴ（スヌーピー ショコラ） 由布市湯布院町川上1540-2 0977-75-8760 小売り

6752 チョロ松 別府市北浜1丁目4番15号　北浜小野ビル1階 0977-25-1221 グルメ
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6760 スシロー日田玉川店 日田市十二町697-1 0973-25-5770 http://www.akindo-sushiro.co.jp/ グルメ

6761 スシロー大分わさだ店 大分市大字市1108 097-548-7717 http://www.akindo-sushiro.co.jp/ グルメ

6762 スシロー大分元町店 大分市大字大分4725 097-573-6451 http://www.akindo-sushiro.co.jp/ グルメ

6763 スシロー大分中津店 中津市大字下池永119-1 0979-85-0577 http://www.akindo-sushiro.co.jp/ グルメ

6764 スシローコスモタウン佐伯店 佐伯市鶴岡西町2-193 0972-20-3004 http://www.akindo-sushiro.co.jp/ グルメ

6765 スシロー大分大在店 大分市角子南2-2-45 097-503-5570 http://www.akindo-sushiro.co.jp/ グルメ

6766 スシロー大分中戸次店 大分市大字中戸次5919-1 097-597-8007 http://www.akindo-sushiro.co.jp/ グルメ

6772 永田コンタクトレンズ 大分市中央町2-2-17 097-537-0808

6775 お座敷文化まどか塾 別府市上田の湯町2-32流川マンション201 遊興関連

6778 ＬａＮａｔｕｒｅ～ラナチュール～ 佐伯市大手町2丁目２番５０号藤原ビル１F 0972-24-8055 グルメ

6779 大阪　鶴橋焼肉 別府市幸町2-3 0977-84-7748 グルメ

6782 株式会社ラウンドワンスタジアム大分店 大分市萩原2丁目13-17 097-573-2800 遊興関連

6784 竹田温泉　花水月 竹田市会々2250-1 0974-63-4807 観光施設

6788 トライアル温泉郷虎乃湯　大分九重久織亭 玖珠郡九重町田野255-30 0973-73-0065 http://www.toranoyu.com/

6793 花花花ｆｅｉ 日田市刃連町956-4 観光施設

6794 寿し金 日田市亀山町5-10 グルメ

6796 セブン-イレブン別府鉄輪店 別府市大字北石垣字瓜畑1517-1 0977-66-7041 コンビニ・スーパー

6799 ｂａｒ　ｋｏｏｌ 大分市府内町3-1-13マチダビル１階 097-533-2363 グルメ

6801 志賀正豪タクシー 大分市志村106番地の5 交通機関

6804 星ふる館 竹田市久住町久住4050-2 097-476-1105 https://kuju.blue/ グルメ

6807 株式会社吉冨産業 日田市三本松１－１３－２４ 097-323-3168 小売り

6809 Ｃａｆｅナイト＆パパ 玖珠郡玖珠町日出生3380-1 0973-77-2232 グルメ

6815 若屋 玖珠郡玖珠町塚脇291 0973-72-2233 グルメ

6817 株式会社　不二屋　　　不二かつ大分本店 大分市新貝3-10 097-503-1611 グルメ

6819 食蔵雷峰 玖珠郡玖珠町帆足181番地の3 0973-72-6456 http://www.shokuzoo-raihou.show-buy.jp/ グルメ

6820 焼とり丸ちゃん本店 大分市都町2-5-33 097-536-2545 グルメ

6821 居酒屋　連豊 日田市隈2-4-17 0973-22-9868 グルメ

6823 京丹波　湯布院　湯の坪店 由布市湯布院町川上字ユノツボ１０９８番地１ 075-212-0989 https://kyotanba.co.jp/ 小売り

6824 お茶や 玖珠郡九重町菅原1877 グルメ

6827 吉住酒舗 玖珠郡玖珠町玖珠町岩室54-2 0973-72-1047 小売り

6828 さんふらわあごーるど 大分市生石5丁目3－1 097-532-9080 https://www.ferry-sunflower.co.jp/ 交通機関

6829 さんふらわあぱーる 大分市生石5丁目3－1 097-532-9080 https://www.ferry-sunflower.co.jp/ 交通機関

6830 さんふらわああいぼり 大分市生石5丁目3－1 097-532-9080 https://www.ferry-sunflower.co.jp/ 交通機関

6831 さんふらわあこばると 大分市生石5丁目3－1 097-532-9080 https://www.ferry-sunflower.co.jp/ 交通機関

6832 ドラッグコスモス畑中店 大分市畑中一丁目3番5号 092-433-0664 小売り

6835 喫茶「空」 竹田市久住町有氏1868 0974-77-2928 グルメ

6838 久住スポーツ研修センター 竹田市久住町栢木607 0974-77-2295 スポーツ

6841 やなぎ屋 日田市港町1-14 グルメ

6843 大分うまいめし 大分市萩原１－２－４０ 097-556-0610 グルメ

6846 居酒屋 きせき 日田市中央1丁目5-17 1階 グルメ

6849 ピッツェリア バードランド 佐伯市弥生小田94-2番地 0972-46-2527 https://birdland.work グルメ

6852 有限会社こもれび工房 日田市豆田町１０－１ 0973-24-1101 http://www.komorebi-koubou.com 小売り

6853 居酒屋いきなり 日田市中本町6-16 0973-23-9777 グルメ

6855 豆田ロール粋 日田市豆田町11-8 グルメ

6856 星野リゾート　界 由布院 由布市湯布院町川上398 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaiyufuin/
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6857 有限会社　山路 玖珠郡玖珠町塚脇331-1 0973-72-0036 グルメ

6858 ＳＣＲＥＥＮ　ＳＨＯＴ 日田市天瀬町赤岩7-14 遊興関連

6859 居酒屋若大将 日田市本庄町9-10 0973-22-2966 グルメ

6860 鳴門うどん光吉店 大分市光吉943 097-567-3831 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6861 鳴門うどん賀来店 大分市賀来南1-15-36 097-549-3997 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6862 鳴門うどん餅ヶ浜店 別府市餅ケ浜町69 0977-25-8660 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6863 鳴門うどんやまなみ店 別府市大字鶴見38-1 0977-66-2620 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6864 鳴門うどん錦町店 大分市錦町3-3389-5 097-532-8040 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6865 鳴門うどん大在店 大分市角子南1-1-30 097-521-7617 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6866 鳴門うどん西大分店 大分市生石４丁目778-9 097-538-2165 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6867 鳴門うどん萩原店 大分市萩原1-2-40 097-556-8688 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6868 鳴門うどん佐伯店 佐伯市鶴岡西町２丁目１９４番地 0972-28-8620 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6869 鳴門うどん松岡店 大分市松岡字市場5186番地1 097-576-8860 https://kfs-naruto.com/ グルメ

6871 ＴＨＥ市 日田市本町460-1 グルメ

6872 グランヴェルデリゾート 別府市天間字松塚2-2 0977-78-2081 https://www.grandverderesort.com/ 観光施設

6875 和洋厨房 晴れの陽 大分市富士見が丘西１－３－１ 第１グリーンプラザビル1階 https://instagram.com/wayouchubo_harenohi?igshid=YmMyMTA2M2Y= グルメ


