市内の感染症拡大防止にご協力いただいた施設の一覧(西区)
施設・店舗名

施設・店舗名

施設・店舗名

ArkJem

インド料理サプナ

和音

あいきょう

ウィラサクレック・フェアテックス九州

Cafe&Bar KINGFISH

iTeen姪浜校

うえすたん木の葉モール店

カフェドパリ

i Ball Game

ヴェルドゥーラ

釜揚げ牧のうどんマリナタウン店

eyelash salon cils

WATCH STATION OUTLET マリノアシティ福岡 カラーサンドスタジオ ALOHA NUI

アウトバーンブリッツ

うちだ屋 姪浜店

カラオケ 歌

あき乃家 愛宕本店

家又家

カラオケ喫茶鈴蘭

あこめの浜

旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 九大学研都市駅前店 辛麺屋 桝元 橋本店

あさはら 企画

占楽

カリーカフェ ユーカリー

アジアンキッチン餃子のHANA・HANA

うん！どう？パーク トライル

カレー二重丸 小戸店

味工房なか山

英進館 石丸校

カレーハウスCoCo壱番屋西区福重店

味彩よひら

英進館 伊都校

カレーハウスCoCo壱番屋ハローパーク周船寺店

あじさわ

英進館 姪浜校

KAREN伊都店

あじ万彩

H2cooking

KAREN木の葉モール橋本店

東家姪浜店

エスターテ・ブルー

韓国市場キムチ屋

アトリエ木下 木の葉モール橋本店

essence chinese kitchen

元祖糸島ラーメン銅鑼 今宿店

APERITIVO

エトランジエ

元祖糸島ラーメン銅羅 福重店

ALISON

エニタイムフィットネス九大学研都市店

CANTERA

アルバトロス

Oｈ！伝

キーズバー

あんただーれ

大戸屋マリノアシティ福岡店

義修館イグザム

イオンモール 福岡伊都店

王丸道場 野方支部

義修館下山門校

いかの里

岡本 峰世

喜水丸 マリノア店

居酒屋 あんず食堂

小国 穴見孝子

キッズライト

居酒屋 風

お好み焼き牛すじ葱丸 姪浜店

Kitchen&Bar Qualia

居酒家 加川

おしゃべり泥棒

キッチンメイ

居酒屋 絆

お食事処 まこっちゃん

きなりヨガ

居酒屋 吉ちゃん

OSTERIA SOLEeMARE

Gift数英アカデミー

居酒屋 小町

おひとりさま焼肉専門店 牛たかやま

GYAPP

居酒屋 ダイニング幸

おむらいす亭 福岡イオンモール福岡伊都店

Ｃａｎａｒｙ Ｃａｆｅ

居酒屋 彦ちゃん

オリーブ

九州大学童夢カフェ

癒酒屋あるよ

オリエンタルエステ アユレ

九大進学ゼミ 伊都校

居酒屋たかぞう

ON THE ROAD

九大進学ゼミ 姪浜校

居酒屋みわちゃん

加圧トレーニングスタジオ WING

ぎゅう丸 マリノア店

いしくら姪の浜店

カーブス イオンマリナタウン

銀河食堂

イタリアン食堂 ＮＵＫＵＮＵＫＵ

カーブス 福岡今宿店

銀志朗 福重店

イタリアンダイニング Ｚｕｃｃａ

カーブス福岡福重店

銀志朗 本店

一蘭 小戸店

海鮮丼・天ぷら 博多 喜水丸

銀志朗 マリナタウン店

井手ちゃんぽん 小戸店

海鮮屋台 まりも家

GU-TEN

伊都アクティブカフェ新

海鮮屋台おくまん 姪浜店

串cafeたまねぎ

糸島ダイブベース

海面BASE

串焼き 創作料理 ほていちゃん

いなかくらぶ

KaoiSurf

グッドコミュニケーション伊都校

今宿居抜店舗

学思館上山門校

グッドコミュニケーション姪浜校

芋髙田家

学習塾 プレディ

公文式 生の松原教室

ＩＲＯＨＡ’ｓカフェ

学習塾レッツ

公文式西都教室

イロル

風見鳥

公文式 サンライズ 周船寺教室

インドアGOLF72

果実のメヌエット

公文式 西下山門教室

インドアテニススクールラフ福重校

学研伊都クリニックモール教室

公文式 姪浜みなみ教室

インドアテニススクールラフ姪浜駅前校

学研都市店 アバシ

公文式あたご教室

インドネパール料理とヒマラヤキッチン

学研元岡コミュニティ教室

公文式いしまる教室

インド料理 フォーシーズンミラン 小戸店

和窯

公文式今宿青木教室
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施設・店舗名

施設・店舗名
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公文式内浜教室

しゃぶしゃぶ温野菜 橋本店

スポルト福岡

公文式サンガーデン横浜教室

十割そば 素屋 石丸本店

住まい情報館姪浜店

公文式下山門教室

旬彩dining なのしずく

炭火焼辛麺とんぱち

公文式 城の原教室

旬や みなくち

炭火焼Diningキッキン921

公文式ふくしげきた教室

松陰塾福重校

炭火焼鳥 天狗

公文式福重教室

勝栄

炭火焼トリヤス

公文式 姪浜駅南2丁目教室

城南コベッツ 姪浜教室

炭福重々

公文式姪北小前教室

庄屋／那かむら イオンモール福岡伊都店

すらら塾 姪浜校

クラスベネッセ 九大学研都市教室

食事処 きし活

清香園 姪浜店

クラブハウス今宿支店

食処 さんぞくや 姪浜店

西部スポーツガーデン

クリスタルネイル木の葉モール橋本店

ジョルコアコーヒー

青陵学館

クリスタルフェイス

進学教室 藍洋塾

セブンローストコーヒー

グリムランド 木の葉モール橋本店

新極真会 今宿道場

セラピールーム CHA香

グルメコート伊都店

新極真会 姪浜道場

全国ご当地グルメ屋台 マリノアシティ店

K'sキッチン

粋光書道教室

想夫恋 生の松原店

ケイズビューティー ハルプラス 姪浜サロン

Super D'station 伊都店

ソルシエールカフェ

玄海丸橋本店

Super D'station 福重店

そろばん学舎 い都の寺子屋

玄海丸姪浜店

SUGAI BALLET STUDIO

大黒屋 福岡姪浜店

covo_restaurant

杉能舎クラフトサケ＆ビール

大衆割烹 ふる庄

ココス 福重店

資さんうどん伊都店

大衆鶏屋 よかやす

コピルストア

資さんうどん橋本店

鯛次郎

coffret114

鮨・和食 空ーku-

大地のうどん本店

個別指導塾ジャンプアップ高3教室

周船寺エム

第二長栄丸

個別指導塾ジャンプアップ高等部教室

メルヴェーユ 周船寺店

Dinig Bar 4th

個別指導塾ジャンプアップ中等部教室

STUDIO ANDGRAPHY

大明火鍋城 木の葉モールキッチン

個別指導塾トライプラス下山門校

studio03 姪浜店

大漁市場こんぴら丸 福重店

個別指導の古賀塾

スタジオスカッシュ＆ワインバーM

対話式進学塾1対1ネッツ今宿校

小麦冶 橋本店

スタジオリアン姪浜

対話式進学塾1対1ネッツ九大学研都市

小料理 力

ストーンマーケット 福岡マリノアシティ店

対話式進学塾1対1ネッツ橋本校

小料理おたやん

スナック あまのじゃく

だがし家ちゃりんこ マリノアシティ福岡店

小料理一二三

スナック キャンディ

田頭茶舗 木の葉モール橋本店

confit姪浜店

スナック し乃

たく家

サーティーワンアイスクリーム 木の葉モール橋本店 スナック JOKE

武田塾姪浜校

サーティワンアイスクリーム マリノアシティ福岡店 スナック すゑひろ

たこ焼道楽わなか 福岡店

サーティワンアイスクリーム めいのはま店

立呑み屋うさぎ

スナック チャンス

サーティワンアイスクリームイオンモール福岡伊都店 スナック ともみ

旅ネットジャパン西都

SURF SIDE CAFE

スナック ル・ミエール

タベルト バイ カフェオットー

ざうお本店

スナック ルージュ

玉屋 野方店

サウンドパーク福重店

スナック ルナ

DAME NATURE

栄周船寺店

スナック 檸檬

たもつ

魚処 居酒屋 海楽隊

スナック恋夜

タレがいらない焼肉屋さん 牛たかやま

魚処 かいせい

スナック COCO

ちか松

佐吉

Sｎａｃｋスイート

地産知匠 お料理 きしだ

酒と肴ヤマニ

スナック渚

千房福岡姪浜店

サロン ド フルベール野方店

スナックニューざくろ

ちゃんぽん玉ねぎ

サンフラワー

すなっくベティ

中央学館 今宿教室

シップチャンドラー野見山

スナックまゆ

中華川菜 蓮華

地鶏食堂野方店

すぷーん

中華料理 壱岐食堂

ジャザサイズ西福岡フィットネスセンター

スポーツパブ ルーゴ

中華料理香香

しゃぶしゃぶ温野菜 伊都店

スポーツフィットネス&リラクセーション 整体院憲 中國家常麺房 趙之家 福重分店

2

市内の感染症拡大防止にご協力いただいた施設の一覧(西区)
施設・店舗名

施設・店舗名

施設・店舗名

中国家庭料理 天天

by THE KISS OUTLET マリノアシティ福岡店 book cafe マロン

中国大明火鍋城 木の葉キッチン

博多一番どり居酒屋あらい九大学研都市駅前店 ブラボー音楽教室

チルフォトグラフィーマリナ店

博多一番どり居食家あらい 姪浜店

ブラボークライミング福岡西

ＴＫトルコケバヴ

博多きらら

FlowerTea+Cafe

D'station 福重店

博多金龍 今宿店

プリマミュージック

tiki yoga studio

博多卓球道場

BREAD&DHISES MUGINOKI

DaisyNail

博多だるまJAPAN

bunchi

ディスカバリーゲームズ2号店

ハカタダルマラァメン

hair & spa RICHRE

手打ちそば 一の梅

博多やお萬＆抹茶カフェHACHI

ベストスイミングクラブ

テクノス 福岡支店

博多ラーメンしばらく福重店

ペットサロン Material Of Peace

てっちゃんラーメン

博多ラーメン膳 周船寺店

イオンマリナタウン

鉄板居酒屋 いっぺい

ＨＡＳＨＩＫＡＷＡバレエスタジオ

ベツバラーレ橋本店

デフィー姪浜店

パソコン教室ホエール 伊都校

ベツバラーレ姪浜店

手鞠唄

パソコン県民講座 愛宕教室

ペペチーノ 小戸店

天ぷら まつお

パソコン県民講座 今宿教室

POLA AER

天ぷらたけなわ

花水留

ポーラ le zele

Ｔｏｔａｌ Ｂｏｄｙ Ｃａｒｅ Ｂｅｌｅｚａ

花より豚

ホグトレ in AG福岡店

トータルビューティーサロンJewel

ハマのフレンチ

星乃珈琲店イオンモール福岡伊都店

ドーリーラッシュ イオンモール福岡伊都店

パリスデスキンイオンモール福岡伊都店

POST ＆ POST 石丸店

ドーリーラッシュ 木の葉モール橋本店

春よ！恋

ほったて小屋

徳ちゃん

パレットプラザ木の葉モール橋本店

ホットヨガスタジオLAVAウエストコート姪浜店

特定非営利活動法人あすも特注旅行班

ハローイングリッシュスクール

Hona Cafe Itoshima Beach Resort

とみむら

韓かまどブットゥマク

ホビーゾーン木の葉モール橋本店

とみや

ハンズオンセラピージョウ

ポムの樹 マリノアシティ福岡店

とめ手羽 姪浜店

ハンドメイドキッチンOJ学研都市店

堀ちゃん牧場本店

トライル イングリッシュクラブ

美 Jolly Jew

本格炭火焼 鳥八

とりあえず吾平

美、ステーションpia

ボンズ・ケイ

鳥作

Beach Cafe SUNSET

麻雀 粋

とんかつきのや 福岡西店

Bee Pop English 今宿校

麻雀 なんちゃん

とんかつきんのつる橋本店

ヒーリングサロン 海音

麻雀クラブ HERO

Night Stage SORA

ひげだるま姪浜駅前店

まぁじゃん屋さん

なかの塾

ピザクック野方店

マイスクール今宿教室

長浜ラーメン 福重家

ひさごや

毎日個別塾5-Days 今宿校

奈加山寿司/ナショクル

ピソリーノ マリナサイドテラス店

毎日個別塾5-Days 姪浜校

和皆家

Pizzeria da ciruzzo

まことうどん

波平

ｈｉｔマリナ通り住宅展示場

まちの運動屋さんウーシア

肉ちゃんうどん姪浜店 唐揚げの稲本

ビデオアメリカ 下山門店

町家かふぇ かまくら

西新 初喜 姪浜駅南店

binowa estheroom

馬里村

ぬくもりびとyamamori

ビバーチェ食堂

丸一ラーメン

nailsalon epi

100時間カレー マリノアシティ福岡店

まるきん亭

nail salon&school bague

美容整体 Ｋ-style

マルコチーノ スタジオ

NailsRay

ピラティススタジオ アイリス

マルベリーハウス

野方学習院

Hi-Lo noco Market

meeting

NOCO'ｓ OCEAN

備長焼 焼鳥まるの

MIKI・ファニットスクール 福岡伊都校

能古博物館

フェリーチェバジル 木の葉モール橋本店

MIKI・ファニットスクール 福岡西校

ノムカ＋cafe

フォトスタジオファシーノ

ミシンライフ福岡西店

Bar English Society

プカプカキッチン

ミスタードーナツ イオンマリナタウン店

パーソナルトレーニングスタジオブランチ

FUKUOKA WESTSIDE CLIMBING MYWAY

ミスタードーナツ イオンモール福岡伊都店

パームテラス マリノア店

ふじけんダイニング

ミスタードーナツ 木の葉モール橋本店

バーラウンジアクア

豚ステーキ かっちゃん

御園
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都カレー

ラフィネ 木の葉モール橋本店

未来工房 福岡展示場 ２７区画

ららら らーめん 福重店

未来工房 福岡展示場 ２９区画

Recellule Soin

未来スクールスターバースト

リトルプラネット マリノアシティ福岡

麦の木 木の葉モール橋本店

LIBERcafe

ムラサキスポーツ OUTLETマリノアシティ福岡店 漁師居酒屋 つねちゃん

めい泉

漁師小屋

メガフェイス１０３０伊都

Re.Ra.Ku 福岡姪浜駅ナカ店

メグ整体院

リラクゼーション ずっとありがとう 姪浜駅南店

めし処 たかさん 食堂

リラクゼーション&アロマサロン kokopelli

メナードフェイシャルサロン野方

リラクゼーションルーム NekoRobby

モスバーガー福重店

リンガーハットイオンモール福岡伊都店

モスバーガー木の葉モール橋本店

root

モスバーガーマリナ通り店

ルナージュ

持永脊椎矯正療院

Leano'a Nail

もつ鍋 勇

REGALINO

元岡学び家 九大研

REGALO vintage watch

モンベル マリノアシティ 福岡店

restameal咲楽

焼鳥 いろは

RestaurantCafe PALM BEACH

焼鳥 吉兆

レストラン加里部

焼鳥 しもい

Lemongrass

やきとり 炉炉

ろばた家

焼鳥きままの台所 姪浜店

ワイン酒場pips

焼とり千両

ワインショップ・プロッシモ・ジョルジョ

焼鳥野方

和食処おくまつ

焼肉 炭福重々 木の葉モール

和ダイニング佳楽 イオンモール福岡伊都店

焼肉食彩ゆうび伊都店

ワンステップマイスクール

焼肉なべしま 姪浜店

ワンダーランド小戸Ⅱ

焼肉ヌルボンガーデン福重

ワンダーランド小戸本館

焼肉丸美
やっぱりステーキ イオンモール福岡伊都店
やまぎわあやこ音楽教室
山のかおり 炭処姪浜
ヤマハ音楽教室福重センター
優成学館
優成学館 野方教室
悠泉
遊陶工室
雄飛
有紀子バレエ
ユニバーサルホーム福岡西店
ヨシダ楽器イオン福岡伊都店
ラーメンく?た伊都店
ラーメン処 西谷家 本店
らうんじ かたおか
楽市楽座 イオンモール福岡伊都店
楽市楽座 福重店
ラッキーランド姪浜駅前
ラフィネ イオンモール福岡伊都店
ラフィネ えきマチ1丁目姪浜
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