夢のおごおりPayPay祭～買っておとくな30日～ 対象店舗
※令和３年６月１５日時点のデータです。対象店舗は変動しますので、ご利用の際は、店舗のキャンペーンポスターなどでご確認ください。
※店舗の都合や状況により、PayPayが利用できない場合があります。ご利用の際は、あらかじめ店舗に利用可能かをご確認ください。

ケンタッキーフライドチキン イオン小郡店
サーティワン アイスクリーム イオン小郡
すき家 500号小郡店
はま寿司 小郡大保店
モスバーガー 福岡小郡店
鎌倉パスタイオン小郡ショッピングセンター店
ALES Cafe
BLUE MOON CAFE
Cafe&Restaurant COCON
Kitchen café 樹はら
Morrow珈琲
Ｍｔ．エベレストカレーレストラン
Shhh Coffee
zenzo café 西鉄小郡駅前店
zenzo cafe
BAR SHAMROCK
BEER BAR SALA
BLUE MOON CAFE
CHOINOMIYA樽
Dining＆Bar Berry Garden
Kataru Kitchen（カタルキッチン）カタルのからあげ
スコーン専門店 ｃｏｎｎｅ
ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ
あなぐらぁー小郡店
イドバタ炉ばた
グリルキング
こゆき
スナック Jewel
スナック Tears
スナック 凛
セブン-イレブン 小郡美鈴が丘
セブン-イレブ 小郡祇園１丁目
セブン-イレブン 小郡祗園
セブン-イレブン 小郡運動公園前
セブン-イレブン 小郡七夕通り
スタジオアリス イオン小郡店
CHUCHU NaiL
fleurirnail
Nail salon CHUCHU
NailRoomM
アルサクリーニング のなかやクリーニング 一番館店
アルサクリーニング のなかやクリーニング 京都屋店
エフ・シード
エルゼ タンポポ小郡店
エルゼ クリーンネットコスモス小郡店
Baby●REC
Circle Fitness
Dog Salon 晴れのちしっぽ
Jasmine House
JasmineHouse
Lucky Ball Kompany
rosa amor manantial

飲食店・喫茶店
あじ処 良庵
カフェ・ド・ヒラオカ
カフェ・ド・リリアーナ
カラオケアメリカン
げんき亭
コーヒー屋ひろっち
コットンズブレックファストアンドコー
コバコ食堂
そば処武蔵小郡店
たこ焼き帝王 小郡店
とんかつとん亭
ハッピーカレーハウス 小郡店
ハニーカフェ
ピザクック
マリアンナカフェ
居酒屋・パブ・バー
スナック来入夢
スペインバル・ジラソーレ
ほづみ
ゆう膳 咲くら
歌麿
居酒屋ふわり
魚民 西鉄小郡駅前店
山と串とワイン
志庵
小さな店
焼とり居酒屋 のぼる亭
創作居酒屋一心
創作酒房 凜と咲く花 小郡店
炭火ダイニング ばん鶏
コンビニ
セブン-イレブン 小郡三国が丘
セブン-イレブン 小郡二森
ファミリーマート 小郡美鈴の杜
ファミリーマート 小郡力武
ミニストップ 小郡二森店
DPE・印刷・コピー
パレットプラザ イオン小郡店
エステティックサロン
natural beauty salol Sachi
Salon Rebecca
YOSAPARK Espoir
シルク・アイ・ネイル
クリーニング・各種清掃
クリーニングの洗光舎 大保店
クリーニングの洗光舎 マックスバリュ小郡店
クリーニングの洗光舎 美鈴の社店
クリーニングの洗光舎 イオン小郡店
クリーニングの洗光舎 レガネット小郡店
その他（サービス）
YOSA PARK OHANA
アサンテ
アロマ&アイケアサロンMira cocon
カイザー
カラオケイエロー
カラオケコテージココイエロー
フィットネスジム

カーブス イオン小郡店

レ・ムーブ 美鈴が丘店

ドリーム・シフト

GEOゲオ小郡店

リース・レンタル

まるちゃん
やきそば一歩
ゆう膳咲くら
一品香小郡店
株式会社レリッシュ たこ焼きはかたこ イオン小郡店
久留米ラーメン清陽軒 小郡営業所
オンマの台所
空と風と森と
焼肉こしき
焼肉の大昌園 小郡津古店
中華料理 都府 小郡本店
土cafeギャラリー
遊食工房 茶花 小郡店
創作懐石料理とびうめ

炭火ダイニング ばん鶏 Brooks
炭火焼えん
炭火焼鳥 壱光
炭火焼肉もつ鍋えんや
輩
博多やき鳥 天匠
本家 山賊鍋 小郡店
本格炭火焼 ひだね 小郡店
味秋吉
弥右衛門 やえもん
和〜NAGOMI〜
櫻
餃子バル弐と壱
凜と咲く花

ミニストップ 小郡上岩田店
ローソン 小郡東野
ローソン 小郡大原西
ローソン 小郡駅前
ローソン 小郡市役所前
写真のくまさん
ネイルサロン ロータス
プライベートサロンE’NAL
美顔秘密基地 小郡駅前店

パンジークリーニング トライアル三国が丘店
らららランドリー 七夕通り店
株式会社ベーシックゴールド ダスキングローバル店
有限会社三愛
クリーニングのホームドライ ダイレックス小郡店
環境サポート
産前産後サポートセンター 心ゆるり
日立建機日本 九州支社 福岡支店 福岡南営業所
福田ファーム ベリー畑
有馬商会
Salon Cuara

みくに運転代行
ミルキー運転代行
Babyピース
KSS健生館 東京三国教室
KSS健生館 東京福岡本部
くつろぎ鍼灸アロマサロン konohana
ミユキ整骨院
やすらぎ療整院
BLAST TRADING
CAR SHOP YAMAGUCHI
KENT GARAGE
Ｔ－ＬＩＮＫ
オートテックK’s
クイックリペアー櫻井
トライブ
トラックパーツMK

タクシー・運転代行業
小郡運転代行
みくに
学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール
KSS健生館 東京大原教室
mallowblue
施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）
結城整骨院
小郡オリーブ整体院
癒心慰〜IKOI〜
自動車整備・各種修理
ホンダカーズ小郡
ホンダショップセイブ
ミルクネット 小郡店
永利自動車整備工場
株式会社 SHOEI GROUP
株式会社 松尾自動車 軽自動車専門店カーズ
荒巻自動車工業
松井自動車
ガソリンスタンド

下田タクシー
小郡ニュータウンタクシー（有）
礎義塾
Nature's Breath

小郡整骨院
なごみ整体ラベンダー
おおほ整体院 小郡店
日産プリンス福岡 小郡本店
福岡日産 小郡店
H.T FACTORY
(株)小郡車輌
ひろせ輪業
黒岩サイクル本店
HondaCars小郡
松尾自動車 鈑金塗装工場

西日本宇佐美 九州支店 筑後小郡インターSS
イーグルハウス 小郡店
coiffureBOBU1988
ARRTY ARRTY BambooDA 三沢店
ARRTY ARRTY BambooDA 小郡店
coiffule BOBU
EXPERIENCE mini
Foryou
frere
GERO
GRACE
hair make ATENA
Hair make MORE
Hair Make SKIP
キントウンツアーズ株式会社
ほっともっと 小郡市役所前店
ほっともっと 小郡駅前店
ほっともっと 小郡三沢店
お肉料理研究所
MARUKO 福岡小郡店
ダイアナ リナーシェ
おうち雑貨屋haco*
ギフト 龍清堂
タック株式会社
テイクワン

不動産・住宅建設・リフォーム
西部ガスリビング株式会社 work of art13
理容・美容
hair room Lamp
Hair salon VAGUE
natural hair forest
Ｎｉｃｏｌｉ
Ｒ ＮＡＩＬ
Studio Go
アート・ヘアービーズ
フォル
ブリックバイブリック
ヘアーサロン さかき
ヘアーサロンサナダ
ヘアーメイク Rabbit
旅行代理店
株式会社京阪トラベル 小郡営業所
テイクアウト・デリバリー・ファストフード
たこ焼きはかたこ イオン小郡店
パーちゃんコロッケ
ピザポケット 小郡店
ミスタードーナツ イオン小郡ショップ
各種小売 / その他（小売）
モトテックインターナショナル
井上マシーン
株式会社 川口仏壇店 小郡店
紙飛行機デザイン工房
松崎産業

友信工務店
ヘアスペース美鈴が丘
ヘアドレッサーズ ニンナ
まつげエクステサロンCHUCHU 小郡店
ローカルサロン つかさ
男爵 小郡店
美容プラージュ 小郡店
美容室ハートランド
美容室ファミユ
美容室ポルタ
美容室ママファミリーG 小郡店
理容アカサカ
理容ゴウハラ

リンガーハット イオン小郡店
小郡からあげ げん

豊栄購買会ひまわり 小郡店
白水メダカ
ダイソー 小郡七夕通り店
ダイソー イオン小郡ＳＣ店

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ
✳︎
まめしめじ✳︎
Boutique Maruyone
ＢｏｕｔｉｑｕｅＭａｒｕｙｏｎｅ
branshes イオン小郡
ｃｏｃｏｒｏ
cocoro
COMPASS COLOR
cotswolds
Fossette
Funny-skip
Handmade Shop Hi-Mi
HookTail
ikkaイオン小郡店
IURA only one accessory
K-style
M.junko
mi* piace

MOM
momoharu
MooN ed TooK
MORITABA
No.378
omi's factory...
Patebloom garden 小郡店
son chic
Yoga Room Ouka
yururunoru 小郡店
アトリエfukura
あみあみ工房 マトプロ
キミノ手
きもの成富
クボ KiNu 小郡店
ドゥサックス 福岡小郡
なしやみち

ショップ フーガ
ミズタマ
ライトオン イオン小郡SC店
レディースアミ
祇園コーポーレーション
陶工房 Sou✳︎
tou
福みみや
洋裁屋 アトリエ ミチ 小郡洋裁教室
和衣企画
grandjete Dico
チヨダ東京靴流通センター筑後小郡店
ASBeeイオン小郡店
しまむら 小郡店
バースデイ 小郡店
ハニーズ 小郡店

コスメモリタ
ノエビア化粧品小郡販売会社
mon Marche
XOXO BY RUIRUI
エディオン エディオン津古店
ソフトバンク 小郡
ワイモバイル イオン小郡
Green bird
kirsche
Ｍｏｒｉｔａｂａ
PET STUDIO 101 小郡イオン店
きのした動物病院
呉服のひらた
あさひ補聴器 小郡店
メガネのヨネザワ イオン小郡店

各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグストア
サンドラッググループ ダイレックス小郡店
各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品
山田家具店
西山ふとん店
電‘sながお
藤野電器商会
有限会社内田ミシン商会
各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット
くぷの家
プライムプランツ
プリザーブドフラワー専門店DEAREST
わんわんパラダイス
花の専門店フラワービギン
各種小売 / 呉服
呉服のもろふじ 小郡店
各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ
メガネのアイ

ドラッグストアモリ 小郡七夕店
ドラッグストアモリ 小郡店
エディオン
ケーズデンキ 小郡店
ベスト電器 福岡小郡店

花キューピット花あそび
久光農園
藤野動物病院
あらまき養蜂場

メガネの立石 小郡店

各種小売 / 酒類・リカーショップ
ヘイケ酒店
ＧＯＬＦ ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ ジー・エス・シー
グリーンコープ生協 キープ＆ショップつこ
グリーンコープ生協 キープ＆ショップりすの家
ｃｏｎｎｅ
Veggieu
あさひマート
イートルズ デリ
うちやまさんちのいちご
お弁当のひので屋 小郡店
ギフトのシック
シフォンケーキのお店 さつき
ティーショット小郡
ヤマト運輸 三井センター
ヤマト運輸 小郡北センター

こが酒店
各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD
高宮文具店
小郡スポーツ
各種小売 / 食品スーパー
スーパー宝城
にしてつストア レガネット小郡
スーパーコンボ 小郡店
にしてつストア レガネット美鈴の杜
各種小売 / 食品販売店
そうざい・まっちゃん
焼き立て 富良野メロンパン 福岡店
ニードコーポレーション 本店
焼菓子工房 ガレット
みくに野米穀店
辛子明太子のさかえや 小郡店
わいわいファーム イオン小郡店
千鳥屋 小郡七夕店
御菓子処やかべ
白木のいちご しあわせもん
山うち
粉kona屋
仕出し華
焼きたてパン工房 クリーブラッツ小郡店
ゴルフ場・ テーマパーク・遊園地・水族館・博物館
Kid's US.LANDイオン小郡ショッピングセンター店
宅配便
ヤマト運輸 ＥＣ小郡南センター
ヤマト運輸 小郡南センター
ヤマト運輸 筑後小郡営業所

