主要駅・バスセンター
西鉄福岡（天神）駅
西鉄薬院駅
西鉄平尾駅
西鉄高宮駅
西鉄大橋駅
西鉄井尻駅東口
西鉄井尻駅西口
西鉄雑餉隈駅
西鉄春日原駅
西鉄二日市駅
西鉄久留米駅
西鉄柳川駅
西鉄香椎駅
西鉄天神バスセンター
博多バスターミナル
西鉄久留米バスセンター
西鉄黒崎バスセンター
西鉄小倉駅前案内所
西鉄佐賀駅バスセンター
飯塚バスセンター
商業施設・レジャー施設
ソラリアプラザ
ソラリアステージ
天神コア
エマックス・クルメ
レイリア大橋
チャチャタウン小倉
西鉄ホール
かしいかえんシルバニアガーデン
ソラリアリゾートシップ マリエラ
雑貨館インキューブ 天神店
雑貨館インキューブ 久留米店
雑貨館インキューブ 木の葉モール橋本店
雑貨館インキューブ サンリブシティ小倉店
雑貨館インキューブ チャチャタウン小倉店
雑貨館インキューブ イオンモール香椎浜店
マリンワールド海の中道
太宰府園
西鉄ストア各店
にしてつストア 衣料館長住店
にしてつストア 明治町店
にしてつストア 牛頸店
にしてつストア レガネット小郡店
にしてつストア 宇美店
にしてつストア 砂津店
にしてつストア 宮の陣店
にしてつストア 三潴店
にしてつストア 花畑店
にしてつストア レガネット朝倉街道
にしてつストア 中間店
にしてつストア レガネット飯倉
にしてつストア 薬院店
にしてつストア レガネット天神
にしてつストア 七隈店
にしてつストア 別府店
にしてつストア 周船寺店
にしてつストア 姪の浜店
にしてつストア レガネットマルシェ四固田店
にしてつストア レガネット城西
にしてつストア レガネット筥松店

福岡市中央区天神２－１１－２
福岡市中央区渡辺通２－６－１
福岡市中央区平尾２－２３５－６
福岡市南区大楠３－２０－１８
福岡市南区大橋１－５－１
福岡市南区井尻１－４０－１０
福岡市南区井尻５－1-1
福岡市博多区銀天町１－１－１
春日市春日原北町３－９０
筑紫野市二日市中央６－１－１
久留米市東町３０９－２
柳川市三橋町下百町４６－２
福岡市東区香椎駅前２－６８２－８
福岡市中央区天神２－１－１－３F
福岡市博多区博多駅中央街２－１
久留米市東町上天神３１６－２
北九州市八幡西区黒崎３－１５－３
北九州市小倉北区京町３－１－１
佐賀市駅前中央１－１２－１
飯塚市吉原町１－１
福岡市中央区天神２－２－４３
福岡市中央区天神２ー１１－３
福岡市中央区天神１－１１－１１
福岡県久留米市東町上天神田３１６－２
福岡市南区大橋１－５－１
北九州市小倉北区砂津３－１－１
福岡市中央区天神２－１１－３ ソラリアステージビル６Ｆ
福岡市東区香住が丘７－２－１
福岡市博多区築港本町１３－６
福岡市中央区天神２丁目１１番３号 ソラリアステージビルM３F～５F
久留米市東町上天神田３１６－２ エマックス・クルメ３F
福岡市西区橋本２ー２７ー２ 木の葉モール橋本１階
北九州市小倉南区上葛原２－１４ー１ サンリブシティ小倉専門店街１F
北九州市小倉北区砂津３－１－１ チャチャタウン小倉 １F
福岡市東区香椎浜３－１２－１ イオンモール香椎浜１F
福岡市東区西戸崎１８－２８
太宰府市宰府４－７－８
福岡市南区長住２－２２－１３
大川市大字向島字荒開１８３７－１
大野城市若草３－１－１
小郡市祇園１－１２－２０
福岡県粕屋郡宇美町宇美４－８－１
北九州市小倉北区砂津３－１－１－１０７０
久留米市宮の陣町５－１－３
久留米市三瀦町早津崎８１１－１
久留米市花畑１－２３－２
筑紫野市針摺中央２－１６－１４
中間市東中間１－８－８
福岡市早良区飯倉５－１６－４１
福岡市中央区白金１－２１－１６
福岡市天神２－１１－３ ソラリアステージＢ１Ｆ
福岡市城南区七隈３－１－１７
福岡市城南区別府４－２－４
福岡市西区周船寺２－１４－１５
福岡市西区姪の浜４－１８－１
福岡市早良区四箇田団地１－２
福岡市早良区城西２－１－２３
福岡市東区筥松２－９－１６

にしてつストア レガネット南長住
にしてつストア 大橋店
にしてつストア 高宮店
にしてつストア 竹下店
にしてつストア レガネット柳川店
にしてつストア 北茂安店
にしてつストア レガネット太宰府店
にしてつストア 有田店
にしてつストア 久留米タミー店
にしてつストア レガネット千早
にしてつストア 香椎花園店
にしてつストア レガネット福津
スピナマート さくら通り店
スピナマート 鞘ケ谷店
スピナマート 穴生店
スピナラソリエ 高見店
スピナマート 中井店
スピナマート 大手町店
スピナ 到津店
スピナ 紅梅店
スピナ 千代店
スピナ 戸畑店
スピナ 病院店
スピナ 帆柱店
スピナ 枝光店
スピナ 鷹見台店
レガネットキュート テラソ店
レガネットキュート 赤坂門店
にしてつストア レガネットマルシェ長住
にしてつストア レガネット東郷
にしてつストア レガネットマルシェ三苫
にしてつストア レガネットマルシェ岡垣
にしてつストア レガネットキュート リバーウォーク店
スピナ 穴生中央店
にしてつストア 香椎店
にしてつストア レガネット地行
にしてつストア レガネット美鈴の杜
レガネットキュート 博多バスターミナル店
レガネットキュート 中洲川端店
あんくる夢市場 久留米
あんくる夢市場 佐賀本店
あんくる夢市場 三潴店
あんくる夢市場 久保田店
あんくる夢市場 甘木店
あんくる夢市場 弥生ケ丘店
あんくる夢市場 唐津店
あんくる夢市場 鹿島店
西鉄ホテル
西鉄グランドホテル
ソラリア西鉄ホテル福岡
ソラリア西鉄ホテル鹿児島
ソラリア西鉄ホテル銀座
西鉄イン福岡
西鉄イン天神
西鉄ホテルクルーム博多
西鉄イン小倉
西鉄イン黒崎
西鉄リゾートイン別府
西鉄イン心斎橋
西鉄イン蒲田
西鉄イン名古屋錦

福岡市南区長住６－９－１
福岡市南区大橋１－５－１
福岡市南区大楠３－２０－１８
福岡市博多区竹下４－１６－１１
柳川市三橋町藤吉５１５－１
三養基郡みやき町白壁２１８２
太宰府市五条２－２２－７
福岡市早良区有田６－７－１
久留米市東町３１６－２
福岡市東区千早４－９３－１－１０１
福岡市東区香住ヶ丘１－２７-４３
福津市宮司２－１－１０
北九州市八幡東区平野2丁目１１－１
北九州市戸畑区東鞘ケ谷町２－１
北九州市八幡西区鉄王１－４－９
北九州市八幡東区高見２－７－６
北九州市小倉北区中井４－８－１
北九州市小倉北区大手町１２－４
北九州市小倉北区上到津４－６－１０
北九州市八幡西区紅梅２－４－１
北九州市八幡西区千代３－１－２
北九州市戸畑区中原西１－８－１８
北九州市八幡東区春の町１－１－１
北九州市八幡東区天神町１－１
北九州市八幡東区枝光本町４－６
北九州市八幡西区鷹見台１－１－５１
福岡市博多区博多駅東２－７－２７ テラソII １F
福岡市中央区大名２－４－３０
福岡市南区長住２－２１－１０
宗像市田熊４－１－１７
福岡市東区三苫４－７－２６
遠賀郡岡垣町百合ヶ丘２－１－１６
北九州市小倉北区室町１－１－１ リバーウォーク北九州 デコシティ１階
北九州市八幡西区穴生４－７－１８
福岡市東区香椎駅前２－５２－３
福岡市中央区地行２－３－１４
小郡市美鈴の杜１－１－３
福岡市博多区博多駅中央街２－１ 地下１階
福岡市博多区上川端１２－２０
久留米市小森野４－７－１１
佐賀市南佐賀１－２２－１
久留米市三潴町玉満９６９－１
佐賀市久保田町大字徳万１６２１－１
朝倉市甘木３３６－１
鳥栖市弥生ケ丘１－３６
唐津市和多田南先石７－２４
鹿島市高津原４０４５－１
福岡市中央区大名２－６－６０
福岡市中央区天神２－２－４３
鹿児島県鹿児島市中央町１１番地
東京都中央区銀座４－９－２
福岡市中央区天神１－１６－１
福岡市中央区渡辺通４－７－１
福岡市博多区博多駅前１－１７－６
北九州市小倉北区米町１ー４－11
北九州市八幡西区黒崎３－１５－３コムシティー内
大分県別府市北浜２－１０－４
大阪市中央区西心斎橋１－１５－１２
東京都大田区西蒲田７－４９－５
愛知県名古屋市中区錦２－１０－１２

西鉄イン那覇
西鉄イン高知
西鉄ホテルクルーム名古屋
西鉄旅行 各店
西鉄旅行 筑豊営業所
西鉄旅行 横浜支店
西鉄旅行 小倉旅行センター
西鉄旅行 北九州支店
西鉄旅行 熊本支店
西鉄旅行 久留米旅行センター
西鉄旅行 久留米支店
西鉄旅行 佐賀支店
西鉄旅行 福岡航空センター
西鉄旅行 天神支店
西鉄旅行 福岡支店
西鉄旅行 本社
西鉄旅行 マークイズ福岡店
西鉄旅行 ありあけ支店
西鉄旅行 名古屋支店
西鉄旅行 首都圏営業部 総務課
西鉄旅行 広島支店
西鉄旅行 総合営業部
西鉄チケットサービス
西鉄チケットサービス 北九州地区センター
西鉄チケットサービス 門司駅前発売所

沖縄県那覇市久米２－３－１３
高知市はりまや町１－１－３
愛知県名古屋市中町錦３－４－３
飯塚市片島２－１９－１ ２F
神奈川県横浜市中区日本橋大通１５ 横浜朝日会館５階
北九州市小倉北区魚町２-1-1
北九州市小倉北区青葉１－２－３２ 西鉄バス青葉車庫２F
熊本県熊本市水前寺３－３－２５ 増永水前寺ビル３０３号
久留米市東町３１６－２ 西鉄久留米駅ビル内
福岡県久留米市東町４０－１２ 久留米QRビル５階
佐賀市駅南本町６－７ 第一内田ビル７階
福岡市中央区平尾１－３－１１ １階
福岡市中央区天神２－１１－２ 西鉄福岡駅構内
福岡市中央区平尾１－３－１１ ２階
福岡市中央区薬院３－１６－２６ 西鉄薬院ビル６Ｆ
福岡市中央区地行浜２－２－１（MARK IS 福岡ももち１階）
福岡県柳川市三橋町下百町５３ （西鉄柳川駅前）
愛知県名古屋市中町錦３－４－３ 西鉄ホテルクルーム名古屋内
東京都文京区本郷３－１０－１５ JFAハウス５F
広島市中区立町１－２３ ごうぎん広島ビル３階
福岡市中央区薬院３－１６－２６ 西鉄薬院ビル６階南
福岡市中央区天神２－１１－２ 西鉄福岡駅構内
北九州市小倉北区砂津１－１－２
北九州市門司区柳町２－２－２３

