「もったいない」を「ありがとう」へ

（食料品の寄附）

ご家庭に眠っている

まだ食べられる食品を
お持ちください

イオンへ
お持ちください

フードドライブとは?
家庭で余っている食品を持ち寄り
必要としている福祉施設や
子ども食堂などに寄 附する運 動です｡
(2022年9月5日現在)

実施店舗

(イオン・イオンスタイル・マックスバリュ)
福岡県(53店舗)

〒820-0081
福岡県飯塚市枝国長浦666-48
TEL:0948-26-1717

〒838-0068
福岡県朝倉市甘木380
TEL:0946-26-1515

〒808-0103
福岡県北九州市若松区ニ島1-3-1
TEL:093-772-1515

〒813-0016
福岡県福岡市東区香椎浜3丁目12-1
TEL:092-673-6100

〒811-2303
糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1
TEL:092-939-7700

〒822-0008
福岡県直方市湯野原2丁目1-1
TEL:0949-29-8900

〒819-0379
福岡県福岡市西区北原1-2-1
TEL:092-805-8100

〒805-0071
福岡県北九州市八幡東区 東田3丁目2-102
TEL:093-663-8111

〒818-0042
福岡県筑紫野市立明寺434番地1
TEL:092-918-3600

〒814-0022
福岡県福岡市早良区原6-27-52
TEL：092-844-3177

〒816-0935
福岡県大野城市錦町4-1-1
TEL:092-572-2100

〒811-2233
福岡県糟屋郡志免町別府北2-14-1
TEL:092-611-2121

〒804-0067
福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2
TEL:093-871-1111

〒836-0037
福岡県大牟田市岬町3番4
TEL:0944-59-2700

〒811-3209
福岡県福津市日蒔野6丁目16-1
TEL:0940-38-5600

〒838-0115
福岡県小郡市大保字弓場１１０
TEL:0942-41-7100

〒819-1311
福岡県糸島市志摩津和崎29-1
TEL:092-330-5020

〒811-4212
福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山338-1
TEL:093-281-3600

〒830-0411
福岡県三潴郡大木町大字蛭池1200
TEL:0944-75-8001

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-4-11
TEL：092-721-5411

〒810-0034
福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74
TEL：092-725-1147

〒819-0014
福岡県福岡市西区豊浜3丁目1-10
TEL：092-883-4147

〒818-0056
福岡県筑紫野市二日市北2-2-1
TEL：092-924-1581

野芥店

〒814-0171
福岡県福岡市早良区野芥2-1-6
TEL：092-863-6612

〒816-0902
福岡県大野城市乙金3-24-1
TEL：092-513-0150

上の原店

水巻店

門司西店

〒807-0071
福岡県北九州市八幡西区上の原3丁目31-8
TEL:093-614-2011

〒807-0022
福岡県遠賀郡水巻町頃末北4丁目3-30
TEL:093-203-1024

〒803-0828
福岡県北九州市小倉北区愛宕1丁目5-65
TEL:093-562-0231

三萩野店

真名子店

黒崎店

〒802-0075
福岡県北九州市小倉北区昭和町14-20
TEL:093-941-6621

〒807-1144
福岡県北九州市八幡西区真名子2丁目4-1
TEL:093-619-0007

〒806-0036
福岡県北九州市八幡西区西曲里町３−１
TEL：093-644-7728

〒811-3209
福岡県福津市日蒔野1丁目1-1
TEL:0940-43-8488

直方新入店

くりえいと宗像店

筥崎宮前店

新宮杜の宮店

小倉愛宕店

福間駅前店

〒822-0032
福岡県直方市大字下新入509番地9
TEL:0949-22-8855

〒811-4184
福岡県宗像市くりえいと3丁目3番20号
TEL:0940-39-2100

千早店

香椎店

雑餉隈店

御笠川店

〒813-0044
福岡県福岡市東区千早2丁目26-45
TEL:092-663-8887

〒813-0002
福岡県福岡市東区下原4丁目2番1号
TEL:092-661-6060

〒812-0878
福岡県福岡市博多区竹丘町3丁目1番1号
TEL:092-501-5211

〒816-0912
福岡県大野城市御笠川4丁目13-26
TEL:092-513-0850

前原店

篠栗店

次郎丸店

〒819-0373
福岡県福岡市西区周船寺1丁目17
TEL:092-807-4800

〒819-1112
福岡県糸島市浦志1丁目5番2号
TEL:092-330-8811

〒811-2413
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮ノ下702番1
TEL:092-931-5177

〒814-0165
福岡県福岡市早良区次郎丸4丁目9番5号
TEL:092-874-1511

那珂川店

下大利店

八女本町店

くらし館久福木店

周船寺西店

〒811-1215
福岡県那珂川市松原1番20号
TEL:092-951-7110

〒811-0122
福岡県糟屋郡新宮町杜の宮四丁目5番6号
TEL:092-940-5571

〒816-0952
福岡県大野城市下大利1丁目21番8号
TEL:092-586-7955

〒834-0031
福岡県八女市本町五丁野2-61
TEL:0943-24-0131

〒837-0915
福岡県大牟田市大字久福木287-3
TEL:0944-56-0621

久留米西店

小郡七夕通り店

八女本村店

櫛原店
〒830-0003
福岡県久留米市東櫛原町1122-1
TEL:0942-35-1210

〒812-0054
福岡県福岡市東区馬出4丁目9番15号
TEL:092-645-1239

〒800-0042
福岡県北九州市門司区上馬寄1丁目11-1
TEL:093-382-2860

〒830-0048
福岡県久留米市梅満町490-11
TEL:0942-37-8823

〒838-0143
福岡県小郡市小板井字蓮輪102-1
TEL:0942-23-8787

〒834-0063
福岡県八女市本村545-1
TEL:0943-25-5227

長崎県(29店舗)

〒851-0134
長崎県長崎市田中町1027-8
TEL:095-839-1110

〒857-1164
長崎県佐世保市白岳町50番-1
TEL:0956-20-1800

〒859-2202
長崎県南島原市有家町山川135-1
TEL0957-65-2300

〒857-1161
長崎県佐世保市大塔町14-2
TEL:0956-27-2222

島原

〒856-0836
長崎県大村市幸町25-200
TEL:0957-27-3456

チトセピア店

〒855-0802
長崎県島原市弁天町1-7080-1
TEL0957-61-032

〒852-8135
長崎県長崎市千歳町5-1
TEL095-846-1147

〒851-2102
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷751-5
TEL095-882-5191

〒850-0842
長崎県長崎市新地町3-17
TEL095-824-6211

早岐店

白岳店

中里店

〒859-3223
長崎県佐世保市広田３丁目１−１
TEL:0956-26-5310

〒857-1164
長崎県佐世保市白岳町１４５−１
TEL:0956-33-5535

〒858-0903
長崎県佐世保市上本山町１０３８
TEL:0956-41-4545

梅田店

溝陸店

長与店

〒857-0017
長崎県佐世保市梅田町２−２
TEL:0956-37-6330

〒856-0844
長崎県大村市溝陸町７９８−１
TEL:0957-48-6021

長崎インター店

空港通り店

〒859-0403
長崎県諫早市多良見町市布１２２２−１
TEL:0957-49-2000

〒854-0047
長崎県諫早市野中町６４８−５
TEL:0957-21-5577

〒857-0311
長崎県北松浦郡佐々町本田原免７３−３
TEL:0956-63-2277

メルクス長崎店

〒851-2130
長崎県西彼杵郡長与町まなび野２丁目３２−３
TEL:095-814-5001

〒852-8017
長崎県長崎市岩見町２６−１
TEL:095-818-1123

琴海店

〒856-0817
長崎県大村市古賀島町５２５−４
TEL:0957-52-9500

大村諏訪店

〒851-3102
長崎県長崎市琴海村松町７１４
TEL:095-884-0230

〒856-0023
長崎県大村市上諏訪町８１４
TEL:0957-27-3222

長与中央店

レッドキャベツ
みらい長崎ココウォーク店

時津店

諫早中央店

佐々店

〒851-2108
〒851-2131
長崎県西彼杵郡時津町日並郷１３２０−１１０ 長崎県西彼杵郡長与町北陽台１丁目1−１
TEL:095-813-2151
TEL:095-814-5001

南長崎店

諫早西部台店

〒854-0087
長崎県諫早市大さこ町 300番
TEL:0957-47-6754

〒850-0971
長崎市磯道町37番5号
TEL:095-898-5077

長崎県長崎市茂里町1-55
TEL:095-847-0540

池野店

矢上団地店

〒851-0115
長崎県長崎市かき道３丁目1番10号
TEL:095-830-1783

〒857-0132
長崎県佐世保市松原町４１−１
TEL:0956-49-3726

佐賀県(15店舗)

〒840-0201
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535
TEL:0952-64-8000

佐賀医大前店

〒849-0937
佐賀県佐賀市鍋島２丁目１７−１
TEL:0952-32-5200

佐賀

〒840-2221
佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉87-1
TEL0952-34-9100

伊万里駅前店

〒848-0041
佐賀県伊万里市新天町中島４８０-１

〒849-0500
佐賀県杵島郡江北町大字山口三本松二1223
TEL0952-86-5511

巨勢店

尼寺店

佐賀西店

〒840-0008
佐賀県佐賀市巨勢町牛島１３０−１
TEL:0952-41-2272

〒840-0201
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺１４７７−４
TEL:0952-62-0153

〒849-0935
佐賀県佐賀市八戸溝３丁目１２−２０
TEL:0952-30-1118

若楠店

東与賀店

南佐賀店
〒840-0016
佐賀県佐賀市南佐賀１丁目８−１
TEL:0952-41-2277

〒847-0022
佐賀県唐津市鏡字立神4671
TEL:0955-70-6200

鳥栖村田店

〒841-0072
佐賀県鳥栖市村田町７０１−１
TEL:0942-87-4848

〒849-0921
佐賀県佐賀市高木瀬西３丁目２−２
TEL:0952-30-3518

有田店

基山店

〒844-0027
佐賀県西松浦郡有田町南原甲４５
TEL:0955-43-4321

〒841-0202
佐賀県三養基郡基山町長野 字年の森1018
TEL:0942-81-7888

〒840-2222
佐賀県佐賀市東与賀町大字田中５３０−１１
TEL:0952-45-6501

熊本県(27店舗)

熊本中央店
〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江4-2-1
TEL096-366-2121

〒866-0013
熊本県八代市沖町六番割3987-3
TEL0965-39-3500

〒869-0606
熊本県宇城市小川町河江1-1
TEL0964-34-6161

〒869-1235
熊本県菊池郡大津町大字室137
TEL096-293-3200

〒861-3106
熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
TEL:096-235-6600

〒868-0303
熊本県球磨郡錦町西字打越715-1
TEL0966-38-0111

内坪井店

光の森店

〒860-0077
熊本県熊本市中央区内坪井町１−８３
TEL:096-356-2331

〒869-1108
熊本県菊池郡菊陽町光の森５丁目１４−１
TEL:096-340-2244

宇土店
〒869-0411
熊本県宇土市水町５０−１
TEL:0964-23-6011

〒863-0046
熊本県天草市亀場町食場後山下740
TEL0969-27-6767

神水店

みずき台店

〒861-1102
熊本県合志市須屋３５４７
TEL:096-348-2170

〒862-0954
熊本県熊本市中央区神水２丁目11番16号
TEL:096-273-8252

新戸島店

帯山店

〒862-0901
熊本県東区東町３丁目３−３
TEL:096-331-5422

〒861-8043
熊本県東区戸島西５丁目１−１６
TEL: 096-368-1108

熊本県熊本市中央区帯山４丁目２−８５
TEL:096-273-8263

永江団地店

御幸笛田店

サンロードシティ熊本店

国府店

〒862-0949
〒861-1112
熊本県熊本市中央区国府３丁目２８−３２ 熊本県合志市幾久富１８６６−１３９５
TEL:096-375-7380
TEL:096-248-8151

長嶺店

〒861-4172
熊本県熊本市南区御幸笛田４丁目４−１０
TEL:096-370-3011

〒861-8039
熊本県長嶺南３丁目１−２５ 熊本県熊本市東
TEL:096-387-0505"

田崎店

熊本北店

新託麻店

〒860-0058
熊本県熊本市西区田崎町 字下寄３８０
TEL:096-324-6077

〒860-0088
熊本県熊本市北区津浦町31番10号
TEL:096-328-1500

〒861-8045
熊本県東区小山２丁目13番60号
TEL:096-292-7742

桜山店

荒尾店

西熊本店

〒866-0861
〒864-0027
熊本県八代市本町３丁目1番29号 熊本県荒尾市蔵満 字東大清水2093-13
TEL:0965-35-7117
TEL: 0968-68-8011

〒864-0001
熊本県荒尾市原万田 字八反田630-1
TEL:0968-62-7666

COCOSA店

〒860-0807
熊本県熊本市中央区下通１丁目３−８ 地下1階
TEL:096-278-7020

八代店

〒861-4133
熊本県熊本市南区島町３丁目１−１
TEL:096-211-7366

大分県(19店舗)

〒870-0174
大分県大分市公園通り西2丁目1番 他
TEL:097-528-7500

〒870-0154
大分県大分市高城西町28-1
TEL097-554-0200

〒870-1132
大分県大分市大字光吉825-1
TEL097-568-5588

〒879-5518
大分県由布市挾間町北方77
TEL097-586-3800

日田店

〒877-0024
大分県日田市南元町14-22
TEL0973-24-6131

〒871-0111
大分県中津市三光佐知1032
TEL0979-26-8300

猪野店

佐伯駅前店

〒876-0803
大分県佐伯市駅前１丁目６−２７
TEL:0972-20-3331

〒870-0134
大分県大分市猪野中原１２４８
TEL:097-522-1600

市浜店
〒875-0052
大分県臼杵市市浜 京泊708-1
TEL:0972-63-3962

大在店
〒870-0271
大分県大分市角子原１丁目１２−２２
TEL:097-523-3111

別府店

〒870-0152
大分県大分市牧１０３０−１
TEL:097-503-0720

大分県大分市明磧町一丁目15番3号
TEL:097-578-6888

〒874-0923
大分県別府市新港町4番39号
TEL:0977-23-1825

賀来店

南下郡店

〒874-0829
大分県別府市上原町 9番3号
TEL:0977-27-5155

大分県大分市大字下徳丸4
TEL:097-527-2777

桜坂店

南大分店

別府上原店

くらし館高田店

湯布院店

〒870-0849
大分県大分市賀来南３丁目４−４６
TEL:097-586-6200

〒870-0951
大分県大分市下郡３２６０
TEL:097-503-9927

〒879-5102
大分県由布市湯布院町川上２９２４−１
TEL:0977-85-3411

坂ノ市店
〒870-0304
大分県大分市久原中央１丁目2番26
TEL:097-528-9151

宮崎県(22店舗)

南宮崎店

都城駅前店

〒880-0834
宮崎県宮崎市新別府町江口862-1
TEL:0985-60-8181

〒880-0902
宮崎県宮崎市大淀4-7-30
TEL0985-51-3166

〒885-0055
宮崎県都城市早鈴町1990
TEL0986-46-2222

〒 883-0064
宮崎県日向市大字日知屋字古田町61-1
TEL:0982-55-8200

〒882-0056
宮崎県延岡市岡富町154
TEL0982-28-0050

〒882-0847
宮崎県延岡市旭町2丁目2-1
TEL:0982-23-1700

〒885-0023
宮崎県都城市栄町4672-5
TEL0986-23-7000

南延岡店

岡富店

清武店

〒882-0867
宮崎県延岡市構口町２丁目２０４−７
TEL:0982-23-7071

〒882-0031
宮崎県延岡市中川原町２丁目４９２０
TEL:0982-23-1360

〒889-1603
宮崎県宮崎市清武町正手２丁目３７−８
TEL:0985-64-4733

都城店

島之内店

木花台店

橘通西店

宮崎県宮崎市島之内字境田６３５３
TEL:0985-62-5545

〒889-2155
宮崎県宮崎市学園木花台西１丁目３−１
TEL:0985-58-3719

〒880-0001
宮崎県宮崎市橘通西４丁目４−８
TEL:0985-24-1129

都北店

霧島店

〒885-0015
宮崎県都城市千町４３５１−２
TEL:0986-46-2238

宮崎駅東店

〒880-0879
宮崎県宮崎市宮崎駅東３丁目１−２
TEL:0985-61-0607

綾店
〒880-1303
宮崎県東諸県郡綾町南俣 字郷鴫１８０
TEL:0985-77-3988

高鍋店

うきのじょう店

〒889-1701
宮崎県宮崎市田野町甲２９５６−３
TEL:0985-86-4070

〒881-0003
宮崎県西都市右松２１４０−１
TEL:0983-41-0021

〒880-0032
宮崎県宮崎市霧島１丁目６９
TEL:0985-24-6410

〒885-0004
宮崎県都城市都北町５９８０
TEL:0986-38-5333

くらし館田野店

西都店

〒880-0844
宮崎県宮崎市柳丸町１６７
TEL:0985-60-6701

〒884-0002
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋１３６６−６
TEL:0983-22-5111

鹿児島県(17店舗)

鹿児島鴨池店
〒890-0063
鹿児島県鹿児島市鴨池2-26-30
TEL：099-256-2111

〒891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町7
TEL099-263-1800

鹿児島中央店
〒899-5117
鹿児島県霧島市隼人町見次1229
TEL:0995-43-8100

〒890-0053
鹿児島県鹿児島市中央町10
TEL099-206-4711

プラザ大島店
〒899-5431
鹿児島県姶良市西餅田264-1
TEL0995-67-8400

〒894-0006
鹿児島県奄美市名瀬小浜町23-1
TEL：0997-53-4100

武岡店

オプシアミスミ店

〒890-0073
〒890-0031
鹿児島県鹿児島市武岡１丁目１１５−１ 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目３−５
TEL:099-812-7282
TEL:099-283-3371

鹿屋寿店
〒893-0014
鹿児島県鹿屋市寿３丁目１３−３９
TEL:0994-42-6755

リナシティかのや店
〒893-0009
鹿児島県鹿屋市大手町１−１
TEL:0994-40-9692

笠の原店

西原店

〒893-1204
〒893-0057
鹿児島県肝属郡肝付町富山１０１２−１ 鹿児島県鹿屋市今坂町１０１１８−２３
TEL:0994-68-8635
TEL:0994-42-5321

東郡元店

上荒田店

〒890-0068
鹿児島県鹿児島市東郡元町19番26号
TEL:099-812-8737

〒890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町39番30号
TEL:099-214-2255

国分店
〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央１丁目２７−５
TEL:0995-48-5033

エクスプレス末吉店

〒899-8605
鹿児島県曽於市末吉町二之方６０３２−１
TEL:0986-76-2711

エクスプレス松木店

〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央５丁目 20番52号
TEL:0995-49-7177

【場所】食品特設会場
【時間】イオン・イオンスタイル 開店〜21:00まで
マックスバリュ 9:00〜21:00まで
※一部実施時間が異なる店舗がございます。

ご提供いただきたい食料品
お持ち
いただきたい食品

受け付け
できない食品

お米

開封されているもの

パスタ･素麺

賞味期限が1カ月を切っているもの

缶詰･レトルト食品･インスタント食品

アルコール（みりん･料理酒は除く）

海苔･お茶漬け･ふりかけ

生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）

お菓子類

成分またはアレルギー表示がないもの

調味料（しょう油･食用油・お味噌）

製造者または販売者が表示されていないもの

※賞味期限1カ月以上残っている常温保存が
可能な食品

ご不明な点がございましたらスタッフヘお尋ねください｡

2022-2023年
2022年

9 月 実施日

12（月） 18（日）

9/

2022年

12 月 実施日

12（月） 18（日）

12/

2023年

3 月 実施日

2022年

10 月 実施日

10（月・祝） 16（日）

10/

2023年

9

1 月 実施日

1/ （月・祝）
2023年

4 月 実施日

13（月） 19（日） 4/10（月） 16（日）
6 月 実施日

2023年

11月 実施日

14（月） 20（日）

11/

2023年

2 月 実施日

2023年

5 月 実施日

15（日） 2/13（月） 19（日）

3/

2023年

2022年

7 月 実施日

8

5/ （月）
2023年

14（日）

8 月 実施日

12（月） 18（日） 7/10（月） 16（日） 8/14（月） 20（日）

6/

※実施日が変わる場合がございます｡あらかじめご了承ください｡

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号 TEL.092-441-0611
http://aeon-kyushu.info

主催

後援

