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むなかた 赤間 店舗内 宗像市石丸2-25-5 9：00～17：00
むなかた 河東 店舗内 宗像市須恵１丁目１－１４ 9：00～17：00
むなかた 南郷 店舗内 宗像市原町153-1 9：00～17：00
むなかた 東郷 宗像市役所前 宗像市東郷1-1-1 9：00～17：00
むなかた 自由ｹ丘 店舗内 宗像市自由ケ丘2-6-1 9：00～17：00
むなかた 神興 店舗内 福津市若木台5-21-1 9：00～17：00
むなかた 福間 店舗内 福津市中央2-21-10 9：00～17：00
むなかた 津屋崎 店舗内 福津市津屋崎6-4-7 9：00～17：00
むなかた 田島 宗像大社前 宗像市深田588 9：00～17：00
粕屋 仲原 鶴町店 糟屋郡粕屋町大字仲原2547-1 9：00～17：00
粕屋 大川 長者原店 糟屋郡粕屋町大字長者原315-1 9：00～17：00
粕屋 山田 トリアス久山 糟屋郡久山町大字山田1169 9：00～17：00
福岡市東部 本店 イオンモール香椎浜 福岡市東区香椎3-12-1 8：30～21：00
福岡市東部 三苫 サニー奈多店 福岡市東区奈多1-12-6 7：00～23：00
福岡市東部 香椎 福岡市青果市場 福岡市東区みなと香椎3-1-1 7：00～23：00
福岡市東部 多々良 店舗内 福岡市東区八田1-5-18 9：00～19：00
福岡市東部 箱崎 店舗内 福岡市東区筥松2-19-16 7：00～23：00
福岡市東部 月隈 サニー月隈店 福岡市博多区月隈2-5-7 8：00～21：00
福岡市 本店 地下鉄博多駅 福岡市博多区博多駅中央街1-1 9：00～17：00
福岡市 堅粕 店舗内 福岡市博多区東比恵2-2-13 9：00～17：00
福岡市 板付 店舗内 福岡市博多区板付4-3-25 9：00～17：00
福岡市 日佐 店舗内 福岡市南区的場1-23-23 9：00～17：00
福岡市 三宅 店舗内 福岡市南区三宅3-4-15 9：00～17：00
福岡市 玉川 店舗内 福岡市南区向野2-4-11 9：00～17：00
福岡市 花畑 福岡整形外科病院 福岡市南区柳河内2-10-50 9：00～17：00
福岡市 別府 店舗内 福岡市城南区別府5-13-36 9：00～17：00
福岡市 原 店舗内 福岡市早良区原2-4-18 9：00～17：00
福岡市 壱岐 店舗内 福岡市西区福重2-12-25 9：00～17：00
福岡市 姪浜 姪浜駅前 福岡市西区姪浜4-22-10 9：00～17：00
福岡市 今宿 店舗内 福岡市西区今宿1-1-29 9：00～17：00
福岡市 周船寺 店舗内 福岡市西区周船寺2-7-1 9：00～17：00
福岡市 周船寺 イオン伊都内 福岡市西区徳永113-1 9：00～17：00
福岡市 元岡 店舗内 福岡市西区太郎丸1-8-20 9：00～17：00
福岡市 入部 店舗内 福岡市早良区大字東入部6-18-3 9：00～17：00
糸島 前原 ポルタ 糸島市前原駅南2丁目2-1 9：00～17：00
糸島 前原 店舗内 糸島市前原東2丁目7番1号 9：00～17：00
糸島 波多江 店舗内 糸島市波多江駅北4丁目3-11 9：00～17：00
糸島 怡土 井原ＡＴＭコーナー 糸島市井原578-1 9：00～17：00
糸島 西部 二丈庁舎 糸島市二丈深江1360 9：00～17：00
糸島 西部 長糸ＡＴＭコーナー 糸島市長野1478-4 9：00～17：00
糸島 引津 アグリ店舗 糸島市志摩小富士14-34 9：00～17：00
糸島 引津 芥屋ＡＴＭコーナー 糸島市志摩岐志910 9：00～17：00
糸島 志摩 Ａコープ志摩店 糸島市志摩初192-1 9：00～17：00
糸島 志摩 桜井ＡＴＭコーナー 糸島市志摩桜井2431-1 9：00～17：00
糸島 志摩 野北ＡＴＭコーナー 糸島市志摩野北2222-1 9：00～17：00
糸島 志摩 イオン志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 9：00～17：00
筑紫 大野東 店舗内 大野城市川久保3-3-8 9：00～17：00
筑紫 筑紫駅前 店舗内 筑紫野市筑紫617-1 9：00～17：00
筑紫 大土居 店舗内 春日市昇町7-75 9：00～17：00
筑紫 安徳 店舗内 筑紫郡那珂川町松木1-156 9：00～17：00
筑前あさくら 甘木中央 店舗内 朝倉市屋永4334-1 9：00～17：00
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筑前あさくら 甘木中央 一木店 朝倉市屋永4334-10 9：00～17：00
筑前あさくら 甘木中央 一木店 朝倉市屋永4334-10 9：00～17：00
筑前あさくら 本店 店舗内 朝倉市甘木221-1 9：00～17：00
筑前あさくら 東峰 店舗内 朝倉郡東峰村大字福井2226-1 9：00～17：00
筑前あさくら 杷木 店舗内 朝倉市杷木池田790 9：00～17：00
筑前あさくら 朝倉 Ａコープ朝倉店 朝倉市宮野2130 9：00～17：00
筑前あさくら 三輪 店舗内 朝倉郡筑前町新町338-1 9：00～17：00
筑前あさくら 三輪 店舗内 朝倉郡筑前町新町338-1 9：00～17：00
筑前あさくら 夜須 店舗内 朝倉郡筑前町東小田1653 9：00～17：00
筑前あさくら 夜須 ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄみなみの里 朝倉郡筑前町三並866 9：00～18：00
筑前あさくら 夜須 Ａコープ夜須店 朝倉郡筑前町篠隈183-1 9：00～17：00
にじ 吉井 店舗内 うきは市吉井町352-1 9：00～19：00
にじ 吉井 店舗内 うきは市吉井町352-1 9：00～19：00
にじ 吉井 ゆめマートうきは うきは市吉井町千年153 9：00～21：00
にじ 浮羽 店舗内 うきは市浮羽町朝田584-1 9：00～19：00
にじ 浮羽 店舗内 うきは市浮羽町朝田584-1 9：00～19：00
にじ 田主丸 店舗内 久留米市田主丸町豊城8-1 9：00～19：00
にじ 田主丸 店舗内 久留米市田主丸町豊城8-1 9：00～19：00
みい 小郡中央 小郡中央支店 小郡市大板井267-1 9：00～17：00
みい 小郡中央 イオン小郡 小郡市大保17-1 9：00～21：00
みい 北野中央 店舗内 久留米市北野町今山602-1 9：00～17：00
みい 大刀洗中央 店舗内 三井郡大刀洗町本郷1017-1 9：00～17：00
くるめ 中央 ゆめタウン久留米 久留米市合川町1丁目2-1 9：00～19：00
くるめ 中央 店舗内 久留米市篠原町4-7 9：00～18：00
くるめ 中央 東櫛原店 久留米市東櫛原町700-1 9：00～18：00
くるめ 南部 店舗内 久留米市国分町957-1 9：00～18：00
くるめ 南部 御井店 久留米市御井町字場々先2176番1 9：00～18：00
くるめ 北部 宮の陣駅前店 久留米市宮ノ陣5丁目1-8 9：00～18：00
くるめ 東部 店舗内 久留米市善導寺町飯田620-2 9：00～18：00
くるめ 東部 オートパルくるめ 久留米市山川沓形町2-7 9：00～18：00
くるめ 西部 店舗内 久留米市荒木町白口2371 9：00～18：00
くるめ 西部 鳥飼店 久留米市梅満町911-5 9：00～18：00
くるめ 西部 長門石店 久留米市長門石3-8-72 9：00～18：00
福岡大城 大川 店舗内 大川市大字酒見200 9：00～19：00
福岡大城 城島 店舗内 久留米市城島町城島307 9：00～20：00
福岡大城 大木 店舗内 三瀦郡大木町大字八丁牟田330 9：00～20：00
ふくおか八女 八女東 Ａコープ八女１ 八女市納楚727-2 9：00～17：00
ふくおか八女 八女東 Ａコープ八女２ 八女市納楚727-2 9：00～17：00
ふくおか八女 羽犬塚 店舗内 筑後市山ノ井847-2 9：00～17：00
ふくおか八女 羽犬塚 よらん野　ATMコーナー 筑後市前津503‐1 9：00～18：00
ふくおか八女 羽犬塚 北部店 筑後市大字久富69-1 9：00～17：00
ふくおか八女 筑後 古川店 筑後市大字久恵1230 9：00～17：00
ふくおか八女 立花 上辺春店 八女市立花町上辺春976-1 9：00～17：00
ふくおか八女 立花 店舗内 八女市立花町山崎1934-1 9：00～17：00
ふくおか八女 立花 白木店 八女市立花町白木1519-4 9：00～17：00
ふくおか八女 立花 道の駅たちばな 八女市立花町下辺春315-1 9：00～18：00
ふくおか八女 立花 北山 八女市立花町北山1201-1 9：00～17：00
ふくおか八女 広川 店舗内 八女郡広川町大字新代1972-2 9：00～17：00
ふくおか八女 広川 店舗内 八女郡広川町大字新代1972-2 9：00～17：00
ふくおか八女 広川 上広川 八女郡広川町大字水原946-7 9：00～17：00
ふくおか八女 広川 下広川 八女郡広川町大字広川1420-3 9：00～17：00

2



平成３１年４月２８日（日）

ＪＡ名 店舗名 設置場所 設置場所住所 稼働時間

ふくおか八女 星野 長尾店 八女市星野村5219-3 9：00～17：00
ふくおか八女 黒木 店舗内 八女市黒木町桑原853 9：00～17：00
ふくおか八女 黒木 店舗内 八女市黒木町桑原853 9：00～17：00
ふくおか八女 黒木 店舗内 八女市黒木町桑原853 9：00～17：00
柳川 本所 店舗内 柳川市上宮永町425-1 9：00～17：00
柳川 柳川 スーパーまるまつ 柳川市上宮永町394-5 9：00～17：00
柳川 三橋 店舗内 柳川市三橋町垂見6-1 9：00～17：00
北九 折尾 店舗内 北九州市八幡西区光明2-12-3 8：45～18：00
北九 八幡 店舗内 北九州市八幡西区上の原3-1 8：45～18：00
北九 穴生 店舗内 北九州市八幡西区穴生1-8-2 8：45～18：00
北九 香月 かっぱの里八幡店 北九州市八幡西区馬場山東2-9-7 8：45～18：00
北九 若松 店舗内 北九州市若松区大字払川466 8：45～18：00
北九 遠賀 店舗内 遠賀郡遠賀町大字今古賀631-5 8：45～18：00
北九 岡垣 店舗内 遠賀郡岡垣町吉木東1-8-1 8：45～18：00
北九 岡垣東部 店舗内 遠賀郡岡垣町大字東山田1-6-1 8：45～18：00
北九 水巻 店舗内 遠賀郡水巻町大字頃末北1-16-3 8：45～18：00
北九 芦屋 店舗内 遠賀郡芦屋町船頭町8-50 8：45～18：00
北九 中間 店舗内 中間市大字中間3-4-12 8：45～18：00
北九 西中 店舗内 北九州市小倉南区徳吉西1-4-11 8：45～18：00
北九 門司 店舗内 北九州市門司区吉志1-3-11 8：45～18：00
北九 曽根 店舗内 北九州市小倉南区下曽根4-23-30 8：45～18：00
北九 曽根 スーパー丸和 北九州市小倉南区沼本町4-2-1 8：45～18：00
たがわ 大任 道の駅「おおとう桜街道」 田川郡大任町大字今任原1339 9：00～18：30
福岡京築 築城 店舗内 築上郡築上町大字築城679 9：00～17：00
福岡京築 椎田 店舗内 築上郡築上町大字椎田920-1 9：00～17：00
福岡京築 豊前中央 店舗内 豊前市大字荒堀500 9：00～17：00
福岡京築 吉富 店舗内 築上郡吉富町大字広津２３７－２ 9：00～17：00
福岡京築 築東 店舗内 築上郡上毛町大字垂水1329-1 9：00～17：00
福岡京築 長峡 店舗内 行橋市大字中津熊481-3 9：00～17：00
福岡京築 長峡 営農経済本部 行橋市西宮市5-11-1 9：00～17：00
福岡京築 中京 店舗内 行橋市大字下稗田322 9：00～17：00
福岡京築 行橋南 店舗内 行橋市大字今井1269-1 9：00～17：00
福岡京築 苅田 店舗内 京都郡苅田町京町2-4-1 9：00～17：00
福岡京築 豊津 店舗内 京都郡みやこ町国分231 9：00～17：00
福岡京築 犀川 店舗内 京都郡みやこ町犀川本庄469-4 9：00～17：00
福岡京築 勝山 勝山アグリセンター 京都郡みやこ町箕田1300-2 9：00～17：00
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