
フリーペーパー設置店舗

鹿島エリア
鹿島市観光協会行政

鹿島青年会議所行政

 鹿島ライオンズクラブ行政

子育てひろばわ・わ・わぽっと行政

鹿島商工会議所行政

のごみふれあい楽習館行政

鹿島市民図書館行政

 鹿島ロータリークラブ行政

鹿島市生涯学習センターエイブル行政

鹿島市役所行政

公益社団法人鹿島市シルバー人材センター行政

鹿島市立七浦小学校学校

佐賀県立鹿島高等学校学校

鹿島市立明倫小学校学校

鹿島市立能古見小学校学校

鹿島市立古枝小学校学校

鹿島市立浜小学校学校

鹿島市立北鹿島小学校学校

鹿島市立鹿島小学校学校

鹿島市立東部中学校学校

明朗幼稚園学校

鹿島市立西部中学校学校

あんくる夢市場　鹿島店スーパー

Aコープララベル鹿島店スーパー

ピオスーパー

ホームセンター ユートク 鹿島店スーパー

ファミリーマート鹿島高津原店コンビニ

セブンイレブン鹿島森店コンビニ

ローソン鹿島常広店コンビニ

セブンイレブン鹿島祐徳稲荷前店コンビニ

セブンイレブン鹿島中村店コンビニ

セブンイレブン肥前鹿島駅前店コンビニ

セブンイレブン　鹿島農協前店コンビニ

セブンイレブン肥前七浦店コンビニ

グランシャリオ飲食店

居酒屋 遊膳飲食店

割烹清川飲食店

ほっともっと浜町店飲食店

牛匠飲食店

はぁとあんどはぁと飲食店

Night Bar Rouge 飲食店

鮨久ちゃん飲食店

居酒屋　たら福飲食店

焼肉 遊心飲食店

Thyrus飲食店

和創ダイニング一のえん飲食店

リンガーハット　佐賀鹿島店飲食店

ナチュル飲食店

LA VIE EST D'OR飲食店

寿し政飲食店

割烹ひろ飲食店

居酒屋　土竜飲食店

グリル門飲食店

若松屋飲食店

豚豚拍子飲食店

Night in ラ・マン飲食店

炭焼き専家 七輪屋飲食店

家督屋門前店飲食店

家督屋鹿島店 飲食店

お食事処 三都屋飲食店

お食事処 立花屋飲食店

お食事処 角屋飲食店

千鶴飲食店

居酒屋 矢ぐるま草飲食店

RABB&GAGA飲食店

セブン☆スター美容室・理容室

BEAUTY SALON La chic美容室・理容室

ロング理容美容室・理容室

chou*chou美容室・理容室

カットインドーム美容室・理容室

理容室アイム美容室・理容室

total beauty Bagus美容室・理容室

CLIP HAIR美容室・理容室

カットブティック move美容室・理容室

ヴァーチュ美容室・理容室

メンズヘアーサロンRUFU2010美容室・理容室

光翔学園教育

森田進学ゼミナール教育

鹿島自動車学校教育

音成保育園教育

株式会社古賀電工社ショップ

北鹿島直売所大地ショップ

中村屋夢創庵ショップ

オダ薬局鹿島店ショップ

伊東酒店ショップ

肥前めっけもん市ショップ

浜宿キッチン＋Q-BOXショップ

レディースファッションショップ　Love Cherryショップ

そら色の花ショップ

祐徳せんべい屋 井手商店ショップ

おみやげ処 上田商店ショップ

祐徳旅行株式会社鹿島営業所ショップ

有限会社渡辺ミートショップ

竹下酒店ショップ

ありあけ酒店ショップ

小楠酒店ショップ

たまご家鹿島店ショップ

auショップ　鹿島店ショップ

松尾紙店ショップ

有限会社前山薬局ショップ

有限会社伊藤時計店ショップ

あんくるふじや　鹿島店ショップ

ギフトヒヨコショップ

auショップ　メリーランド武雄ショップ

マルマンショップ

プリンティングスタジオシルク工房ショップ

シモンショップ

スーパーモリナガ鹿島店ショップ

サラダ館　鹿島店ショップ

株式会社七浦ショップ

駅前ビジネスホテルスカイタワーホテル宿泊

祐徳温泉宝乃湯観光

NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会観光

宮崎薬局鹿島店薬局

犬塚病院病院

納富病院病院

社会医療法人 祐愛会織田病院病院

えごし歯科医院病院

村山小児科病院

高尾動物病院病院

ひだまり歯科病院

きはら歯科医院病院

高木眼科医院病院

光武歯科医院病院

志田病院病院

西川歯科医院病院

薬師寺医院病院

わしざき耳鼻咽喉科病院

有料老人ホーム・デイサービス光輝介護・支援

トヨタレンタリース佐賀鹿島店車両

鐘ヶ江石油株式会社セルフ肥前浜SS車両

サロン・レシピエステ

NATURAL SALON DaisY'エステ

ほっtoマッサージ

ゆるめよっとマッサージ

杉谷鍼灸整骨院マッサージ

さくら整骨院マッサージ

まちなが鍼灸整骨院マッサージ

隠れ屋サロン癒し手mayurelaマッサージ

クリーニング毎日屋クリーニング

有限会社プラスワン保険企画保険

株式会社リースワン清掃

緑木設備工事

株式会社兼茂設備工事

株式会社宮園電工設備工事

祐徳薬品工業株式会社地元企業

中村建築地元企業

おか行政書士事務所社会保険労務士事務所地元企業

株式会社オガワ地元企業

 カーブス鹿島店スポーツサークル

beFIT鹿島店スポーツサークル

JR肥前浜駅駅

肥前鹿島駅駅

太良エリア
太良町観光協会行政

太良町役場行政

太良町立多良小学校学校

太良町立大浦小学校学校

佐賀県立太良高等学校学校

あんくるふじや太良店スーパー

ファミリーマート太良店コンビニ

ファミリーマート藤津太良店コンビニ

お食事処 海望飲食店

和風レストラン川した飲食店

串天ありあけ飲食店

大福丸箱崎店飲食店

お食事処 家族亭フタバ飲食店

割烹大磯飲食店

竹崎海産飲食店

肥前屋飲食店

有限会社　三宝飲食店

釜よし飲食店

夜灯見荘宿泊

たら竹崎温泉太良観光ホテル宿泊

道の駅 たらふく館観光

針茂果樹園観光

ひだか歯科病院

太良町立病院病院

エル 鍼きゅう整骨院マッサージ

多良駅駅

武雄エリア
佐賀県立宇宙科学館行政

武雄市役所行政

武雄図書館行政

武雄市立武雄小学校学校

武雄市立武雄中学校学校

武雄市立御船が丘小学校学校

武雄市立北方中学校学校

武雄市立山内中学校学校

武雄市立橘小学校学校

佐賀県立武雄青陵中学校学校

武雄市立武雄北中学校学校

武雄市立北方小学校学校

武雄市立山内東小学校学校

武雄市立西川登小学校学校

武雄市立東川登小学校学校

武雄市立武内小学校学校

武雄市立朝日小学校学校

武雄市立若木小学校学校

武雄市立川登中学校学校

武雄介護ハビリテーション学校学校

佐賀県立武雄高等学校学校

ファミリーマート武雄温泉駅前通り店コンビニ

セブンイレブン　武雄片白店コンビニ

ローソン 武雄小楠店コンビニ

セブンイレブン武雄バイパス店コンビニ

セブンイレブン下西山店コンビニ

セブンイレブン武雄東川登店コンビニ

ファミリーマート武雄八並店コンビニ

ファミリーマート武雄山内バイパス店コンビニ

セブンイレブン　武雄上西山店コンビニ

セブンイレブン橘町店コンビニ

ローソン 武雄山内町店コンビニ

デイリーストアー武雄川登店コンビニ

あんにん飲食店

 整体すかっと飲食店

スナック洋子飲食店

 まんまる実柑飲食店

山里屋菓子老舗飲食店

御料理 福太朗飲食店

喫茶と雑貨店 中村屋飲食店

末貞すし飲食店

十徳や　武雄店飲食店

 中華料理 萬福 武雄店飲食店

 からあげ専門店 田なか屋飲食店

モスバーガー武雄店飲食店

宮崎地鶏専門店美味鶏　武雄店飲食店

お好みランチ 三草二木飲食店

 八芳苑飲食店

 café de montée飲食店

Bar33飲食店

お好み焼きレストラン 若竹飲食店

佐賀ラーメン　食道楽　武雄店飲食店

タケオバルSOL DE VERANO飲食店

居酒屋 甚八飲食店

COFFEE STANDMonkey Tree飲食店

亜羅琲珈飲食店

創作DINING 菜'on飲食店

 椛琳飲食店

大藤飲食店

山ん堂飲食店

どすこい飲食店

居酒屋　陣屋もろいし飲食店

カットハウスTOMMY美容室・理容室

CREA美容室・理容室

Lien美容室・理容室

Hair Craft美容室・理容室

Hair Design NOBLE美容室・理容室

GALOPINE＆GALOPIN美容室・理容室

RongoRongo美容室・理容室

武雄かわら整骨院美容室・理容室

panpanshüppa美容室・理容室

Hair&Relaxation CLOVER美容室・理容室

NEXT HAIR LIFE by uk美容室・理容室

ヘアークラブＹＡＭＡ美容室・理容室

肉のなかしまショップ

タイヤ館 武雄ショップ

TUTAYA武雄店ショップ

あんくるふじや武雄店ショップ

糸屋呉服店ショップ

さつき茶園ショップ

ナチュラ いわながショップ

ファミリーマート ちくごや武雄店ショップ

パーソナルホテルYOUショップ

貝原時計店ショップ

蒲池写真館ショップ

ムックハウス武雄店ショップ

ドコモショップ　武雄店ショップ

マンガ倉庫武雄店ショップ

たけお屋ショップ

コーヒーショップ 喜蔵ショップ

auショップ武雄店ショップ

NORRE PORTショップ

ブルーラインショップ

ワインショップ イヴローニュショップ

バッグショップ36ショップ

武雄温泉・大正浪漫の宿京都屋宿泊

 セントラルホテル武雄宿泊

旅館 若松屋宿泊

武雄センチュリーホテル宿泊

ホテル 春慶屋宿泊

湯元荘　東洋館宿泊

旅館 白さぎ荘宿泊

武雄温泉ハイツ観光

道の駅山内（黒髪の里）観光

慧洲園観光

武雄温泉物産館観光

カラオケまねきねこ武雄店おでかけ

サウンドピースおでかけ

メリッタKid's TAKEOおでかけ

宮崎薬局本店薬局

宮崎薬局武雄東部店薬局

相談薬局 ヘルシー武雄薬局

ホロス光武クリニック病院

諸隈歯科医院病院

増田小児歯科病院

トヨタレンタリース武雄温泉駅前店車両

夢空館エステ

フィットネスクラブiSPORTS武雄店マッサージ

株式会社東亜不動産不動産

クリーンライフ琉くん清掃

 Going Fitness 24武雄店スポーツサークル

カーブス武雄温泉駅前スポーツサークル

Eyelash＆Nail BONITAまつエク・ネイル

嬉野エリア
嬉野町役場嬉野庁舎行政

嬉野市立大野原中学校学校

佐賀県立嬉野高等学校学校

嬉野市立五町田小学校学校

嬉野市立大野原小学校学校

嬉野市立吉田中学校学校

嬉野市立嬉野中学校学校

嬉野市立塩田中学校学校

嬉野市立大草野小学校学校

嬉野市立吉田小学校学校

嬉野市立嬉野小学校学校

嬉野市立轟小学校学校

嬉野市立久間小学校学校

嬉野市立塩田小学校学校

ぷらっと　塩田店スーパー

セブン-イレブン嬉野築城店コンビニ

四季彩亭 政飲食店

BAR&CAFE　Y飲食店

月創采膳&鮨處ありあけ飲食店

オステリアウーヴァ飲食店

パン工房いちふく飲食店

割烹ひろせ屋飲食店

Vegeキッチン 塩田津飲食店

きっさ　楽屋飲食店

岩村床屋美容室・理容室

サロンドやよい美容室・理容室

ビュティーサロンAZ美容室・理容室

ヘアーサロンF美容室・理容室

本応寺保育園教育

輪来ショップ

嬉野商店ショップ

古賀書店ショップ

ドコモショップ嬉野店ショップ

和泉式部の里ショップ

マルキョウ嬉野店ショップ

株式会社オータデンキショップ

杉光陶器店ショップ

auショップ嬉野店ショップ

ケーキハウスなかしまショップ

井手緑薫園ショップ

三根製茶工場直売部ショップ

風月堂ショップ

有限会社お茶の嬉野園ショップ

嬉野温泉旅館入船荘宿泊

悠然の宿　東海宿泊

和田屋別荘宿泊

嬉野温泉ホテル光陽閣宿泊

御宿 高砂宿泊

湯快リゾート嬉野館宿泊

ホテル桜株式会社宿泊

嬉野温泉 大正屋宿泊

花とおもてなしの宿　松園宿泊

うれしのお茶ちゃ村観光

一般社団法人　嬉野温泉観光協会観光

NPO法人　塩田津町並み保存会観光

 キタ薬局中町店薬局

樋口病院病院

鐘ヶ江石油株式会社塩田和泉式部SS車両

鐘ヶ江石油株式会社久間志田焼の里SS車両

ウィズビューティプラザ嬉野店エステ

ワールドヘルシー野嶋整体マッサージ

有限会社 建築サポート地元企業

多久エリア
多久市児童センター内　子育て支援センター　行政

そば花飲食店

アムール飲食店

天山多久温泉TAQUAおでかけ

もろおか歯科医院病院

株式会社ALTON介護・支援

白石エリア
白石町役場行政

白石町立福富中学校学校

白石町立白石中学校学校

白石町立有明中学校学校

白石町立有明南小学校学校

白石町立有明西小学校学校

白石町立有明東小学校学校

白石町立福富小学校学校

佐賀県立白石高等学校学校

佐賀県立佐賀農業高等学校学校

白石町立須古小学校学校

白石町立六角小学校学校

白石町立白石小学校学校

白石町立北明小学校学校

Aコープ白石店スーパー

ザ・ビッグ　白石店スーパー

セブンイレブン　有明深浦店コンビニ

セブンイレブン佐賀白石町築切店コンビニ

セブンイレブン　福富インター店コンビニ

セブンイレブン有明竜王駅前店コンビニ

セブンイレブン白石廿治店コンビニ

セブンイレブン佐賀福富店コンビニ

セブンイレブン佐賀白石店コンビニ

有明うどん飲食店

お食事どころ藤松飲食店

五反田茶屋飲食店

ライブ・喫茶 Road飲食店

有限会社フラワーウッドショップ

中島商事株式会社ショップ

しろいし特産物直売所ショップ

（有）平井花店ショップ

有島病院病院

まじま歯科医院病院

藤井整形外科病院病院

高島病院病院

ありあけ接骨院マッサージ

江北エリア
ローソン佐賀江北店コンビニ

リンガーハット 佐賀江北店飲食店

ゆうきの里　だいちの家飲食店

お菓子のいえ　kentaro飲食店

モスバーガー江北店飲食店

宮田美容院美容室・理容室

美容室ひまわり美容室・理容室

ドコモショップ　江北店ショップ

佐賀市エリア
north hair design美容室・理容室

イオンシネマ佐賀大和店おでかけ

株式会社クレセントホーム佐賀店地元企業

伊万里エリア
伊万里市役所観光戦略課行政

伊万里観光協会行政

伊万里市立国見中学校学校

伊万里自動車学校学校

伊万里看護学校学校

伊万里市立滝野小学校学校

佐賀県立伊万里高等学校学校

佐賀県立伊万里商業高等学校学校

佐賀県立伊万里農林高等学校学校

伊万里市立伊万里小学校学校

伊万里市立牧島小学校学校

伊万里市立大坪小学校学校

伊万里市立立花小学校学校

伊万里市立大川内小学校学校

伊万里市立滝野中学校学校

伊万里市立南波多小学校学校

伊万里市立東陵中学校学校

伊万里市立南波多中学校学校

伊万里市立青嶺中学校学校

伊万里市立啓成中学校学校

伊万里市立伊万里中学校学校

伊万里市立山代西小学校学校

伊万里市立山代東小学校学校

伊万里市立黒川小学校学校

伊万里市立東山代小学校学校



伊万里市立波多津小学校学校

伊万里市立松浦小学校学校

伊万里市立大川小学校学校

伊万里市立山代中学校学校

伊万里市立二里小学校学校

ファミリーマート伊万里黒川店コンビニ

セブンイレブン伊万里柳井町店コンビニ

ローソン伊万里あさひが丘店コンビニ

セブンイレブン伊万里六仙寺店コンビニ

くずし懐石料理屋　花れんこん飲食店

ドライブイン鳥伊万里本店飲食店

伊万里牛炭火焼肉　匠飲食店

屋台市場 登竜門飲食店

ちゃいなだいにんぐtaikei飲食店

Patisserie ajouter noriko飲食店

旨酒屋 KAKOI飲食店

炭火焼き鳥 穂高飲食店

天狗屋飯店飲食店

居酒屋とんとん飲食店

株式会社牛勝飲食店

小嶋や飲食店

カフェ　クール・ド・ナチュール飲食店

焼肉 司飲食店

びようしつゆう美容室・理容室

ヘアースタジオJAM美容室・理容室

Kami・Kami美容室・理容室

Merph Hair Design美容室・理容室

ALIDA美容室・理容室

チャイルド ハートたいよう教育

Cottageショップ

マルシェ（株） 伊万里店ショップ

まつばや六仙寺ショップ

まつばや伊万里脇田店ショップ

トライアル伊万里店ショップ

鮮鼓堂伊万里支店ショップ

輸入衣料雑貨と喫茶メロウショップ

シャディ　伊万里店ショップ

焼き立てパンの店バケットショップ

生活雑貨＆カフェ　いちりん舎ショップ

四季の里大川ショップ

株式会社出雲商会ショップ

伊萬里牛マルシェショップ

小林はんや　伊万里店ショップ

ビジネスホテルみやこ宿泊

ホテル新天宿泊

セントラルホテル伊万里宿泊

HOTEL AZ佐賀伊万里店宿泊

HOTEL WIN宿泊

医療法人　朋友会山口病院宿泊

伊万里スターボウルおでかけ

伊万里松浦病院病院

西田病院病院

山本こどもクリニック病院

ふくだ歯科医院病院

たなか内科クリニック病院

前田病院病院

隅田病院病院

スギヤマ林太郎法律事務所病院

加茂病院病院

いまり歯科診療所病院

堀田病院病院

介護付き有料老人ホームいまり介護・支援

社会福祉法人長生会　長生園介護・支援

トヨタレンタリース伊万里店車両

ROUTE26車両

加圧トレーニング＆フィットネス　はなエステ

美白・美肌脱毛専門 coAエステ

エステティックサロンU -minエステ

メディカルエステサロンA-maエステ

キレイノキセキエステ

痩身・脱毛専門店CREAエステ

フェイシャルサロンＭＩＮＥエステ

中野整骨院マッサージ

ヒーリングサロン癒人　in キレイノキセキマッサージ

あおぞら整骨院マッサージ

リラクゼーション Nalaマッサージ

株式会社ALIDAクリーンケア事業部スッキリ清掃

弁護士法人いまり法律事務所地元企業

名村造船労働組合地元企業

名村造船所伊万里事業所黒川寮地元企業

Kick Boxing & Fitness OCEAN GYMスポーツサークル

小城エリア
放課後等デイサービススマイルキッズ介護・支援

有田エリア
有田町福祉保健センター行政

有田町社会福祉協議会本所行政

佐賀県立有田工業高等学校学校

有田町立西有田中学校学校

有田町立有田中学校学校

有田町立大山小学校学校

有田町立曲川小学校学校

有田町立有田中部小学校学校

有田町立有田小学校学校

スーパースマイルスーパー

まつばや有田店スーパー

ファミリーマート有田三代橋店コンビニ

セブンイレブン有田三代橋店コンビニ

セブンイレブン有田駅前店コンビニ

セブンイレブン佐賀有田インター店コンビニ

セブンイレブン有田下本店コンビニ

セブンイレブン有田町役場前店コンビニ

ファミリーマート西有田大木店コンビニ

Garden bento飲食店

ヒデ理容院美容室・理容室

abili美容室・理容室

ふじ美容室美容室・理容室

株式会社石丸商会ショップ

おしゃれの店くみこショップ

松尾白峰堂ショップ

から揚げドンドンショップ

メガネの三光堂ショップ

あんくるふじや有田店ショップ

有田温泉おでかけ

小嶋内科病院

松尾内科病院

やまぐち歯科医院病院

家永歯科医院病院

上有田整形外科クリニック病院

伊万里有田共立病院病院

グリーンヒル幸寿園介護・支援

AnthuRiuMエステ

ジェネックス有田スポーツサークル

波佐見エリア
波佐見町立東小学校学校

波佐見町立中央小学校学校

波佐見町立南小学校学校

波佐見町立波佐見中学校学校

まつばや波佐見店スーパー

セブンイレブン波佐見折敷瀬店コンビニ

ファミリーマート波佐見インター店コンビニ

パティスリースイーツオブハピネス飲食店

なっちゃんの店飲食店

光輪はさみこども園教育

やまべ歯科医院病院

坂口医院病院

西の原野中医院病院

松尾医院病院

こうの内科医院病院

すが眼科病院

戸嶋歯科医院病院

片渕歯科病院

松浦エリア
松浦市役所行政

一般社団法人まつうら観光物産協会行政

松浦市立鷹島中学校学校

松浦市立志佐中学校学校

松浦市立御厨中学校学校

松浦市立福島養源小学校学校

松浦市立福島中学校学校

松浦市立星鹿小学校学校

松浦市立上志佐小学校学校

松浦市立志佐小学校学校

松浦市立鷹島小学校学校

松浦市立今福小学校学校

松浦市立今福中学校学校

松浦市立御厨小学校学校

長崎県立松浦高等学校学校

新鮮市場じげもんスーパー

フレッシュマート 松浦店スーパー

セブンイレブン松浦警察署前店コンビニ

セブンイレブン松浦今福店コンビニ

ファミリーマートやなぎや御厨店コンビニ

フレッシュマート御厨店コンビニ

デイリーヤマザキ松浦小島店コンビニ

ヤマザキYショップ今福店コンビニ

デイリーヤマザキ松浦御厨店コンビニ

ファッションプラザ大栄コンビニ

ニューヤマザキテイリーストア松浦魚市場協会店コンビニ

セブンイレブン松浦志佐中央コンビニ

旅亭吉乃や飲食店

ごはんくらぶ御厨店飲食店

福井製菓飲食店

コットンカフェ飲食店

お菓子のちあん飲食店

岩元製菓舗飲食店

鉄板居酒屋とんぼ飲食店

味処まつばら飲食店

ごはんくらぶ今福店飲食店

メガネショップまつうらショップ

松浦シティーホテル宿泊

すえひろ旅館宿泊

松川屋旅館宿泊

旅館ちづる荘宿泊

割烹旅館 鶴屋宿泊

遊漁船　勝丸観光

木村内科循環器科病院

武部病院病院

押渕医院病院

松浦病院病院

菊池病院病院

平田整形外科病院

白壁外科病院

田中病院病院

Coco roseエステ

リフレッシュマッサージ Rマッサージ

中興化成工業　F１松浦工場地元企業

クオルトレーディング地元企業

ヒューマンスクール松浦地元企業

中興化成工業　F2松浦工場地元企業

西日本魚市株式会社地元企業

greedygirlまつエク・ネイル

佐世保エリア
カギ屋佐世保ショップ

平戸エリア
平戸市役所行政

平戸市役所田平支所行政

平戸文化センター行政

長崎県立猶興館高等学校学校

（株）たけだ スピリッツスーパー

愛の保育所教育

ごとう耳鼻咽喉科/整形外科医院病院

北川病院病院

柿添病院病院

九州電力平戸営業所設備工事


