
　○下記、事業所以外でも、取扱い事業所がある場合があります。予めお断り申し上げます。
　〇商品券取扱い事業所は、紫の会員証・黄色のタペストリーが目印です。
　〇大型店とは、ゆめタウン筑紫野、ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野、イオン二日市、筑紫野ベレッサ、ｼｭﾛｱﾓｰﾙ筑紫野です。
　　（各店内のテナントも大型店扱いとなります。）
◆下記一覧は、使用事業所が確定次第、順次、改定していきますので、都度ご確認をお願い致します。

衣料品販売 家具・家電・ホームセンター
Chelia 湯町3-10-26 925-5724 アトム電器原田店 原田6ー5ー9 926-3398

ＣＵＢＩＣー１ 二日市中央4ｰ11ｰ26 923-0950 エイム愛幸イノウエ店 二日市南2ー10ー8 922-2705

HAHALABO 二日市南1-6-5 050-3577-3720 エディオン二日市店 二日市中央4ｰ9ｰ23 922-3091

エル・タナカ 二日市中央4ｰ11ｰ26　 923-3789 大石電気 筑紫512-2 926-5552

学生服センターカク二日市店 二日市中央3ｰ9ｰ50 922-1278 鬼木電気店 針摺西1ー8ー3 922-2791

学生服の店メイト 紫1ー21ー10 922-4779 グッデイ二日市店 湯町1ー22ー1 921-6590

谷呉服店 二日市中央2ｰ3ｰ2 924ｰ5298 寝具インテリア　やない 二日市中央3ｰ7ｰ3 924-2241

つかさ 二日市中央2ｰ5ｰ6 922-3096 ダイレックス 美しが丘南3ｰ1-4 920-8088

ブティック　P.B.L 二日市西1-5-6 925-6200 太陽家具百貨店 塔原東5-4-7 922-1100

ボタンのながたや 二日市中央2ｰ5ｰ16 924-5555 ナフコ筑紫店 筑紫683ー2 919-0771

やまだい 二日市南3-7-8 920-5246 パナポート　ウシジマ 俗明院1-2-12 923-5668

洋服の青山 筑紫野店 上古賀4-9-1 921-0390 二日市電化センター 塔原東3ー2ー5 922-6105

ラ・ビーダ 原田6ｰ7ｰ3-102 926-3550 ホーム電器 桜台２丁目21ー6 922-7127

食料品販売 ヤマダﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ基山店 原田836-7 919-7700

GREEN GRASS 湯町3-10-26　1Ｆ-Ａ 928-7751 ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ筑紫野店 二日市中央5-3-10 919-1100

nana pain 筑紫630-3 985-7126 ワイドヒル 原田3ー19ー9 920-8300

Re-Lax　筑紫野（原武商店） 二日市北6ー19ー15 919-2323 自動車・自転車販売修理
Re-Lax 二日市（福岡ﾘｶｰｽﾞ） 二日市南3-7-11 919-5818 カーフィット 針摺中央1-15-36 404-5200

㈱味の兵四郎 美しが丘北3ｰ1ｰ3 926-2958 九州ホンダ販売 二日市中央4ｰ4ｰ10 923-0500

いけだ屋二日市店 二日市中央3ｰ6ｰ3 922-5920 サイクルショップたけひろ 二日市北3ｰ1ｰ11 925-4445

いしむら原田店 原田4ー14ー1 926-7560 筑紫野オート 筑紫975ー5 926-3488

梅家 二日市中央4ー9ー25 922-7940 鶴田自動車 二日市南4ー11ー1 922-6867

ヴィノーブ 二日市西3-1-26 922-7410 はるだ自動車販売 原田４丁目3ー2 926-1443

笑がおの食卓 二日市中央3-9-1 924-3471 モトショップ　パーティー 原田6-12-3 920-8500

エトワール 二日市中央2ｰ4ｰ6 922-2102 百貨店・その他小売り・卸業
大賀酒造 二日市中央4ー9ー1 922-2633 MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ筑紫野インター店 武蔵3-202-1 918-4911

岡部酒店 永岡340-1 922-8657 Olive＋ 古賀757-1 555-2240

お茶の大円 二日市南3ー7ー10 923-0407 TRADE　MALL 二日市中央4-15-13-2F555-3193

尾中酒店 山口27-1 922-2548 アーティスティック　花はうす 原田7-12-2 927-3387

菓子工房　ボン・コアン 二日市中央2-7-1 921-8181 岩田屋三越二日市サロン 二日市中央3-3-5 922-3111

勘野食品 俗明院3-1 922-4443 岡部三甲堂 針摺西1ー8ー3 924-0560

菓子処　天本家 石崎2ー7ー1 923-3462 お仏壇のよーかどう 二日市中央3ｰ6ｰ2 924-1111

吉星餃子 桜台1-30-1 928-0085 梶原陶苑 二日市中央2ｰ4ｰ7 922-3041

㈱小栁（コッペリア） 塔原東4-5-12 924-3215 川添物産 武蔵4ー1ー5 928-3260

酒．米ひさずみ 二日市北1ー22ー28 925-1000 清龍 二日市北6ー10ー26 925-0070

酒匠 紫１丁目15ー6 923-8551 ケィ．ティ液化ガス 杉塚2-5-24 922-2528

精肉店サンミート 二日市中央3ｰ9ｰ12 921-4877 コスメティックｽそのだ 針摺西2ー7ー12 921-2727

田中油糧工業 原田6ー8ー7 926-2837 栄包装 上古賀4-17-7 922-5091

ちくごや酒店 杉塚1-1-12 925-8070 末次金物店 二日市中央2ｰ3ｰ3 922-3440

筑紫農協ゆめ畑　筑紫野店 筑紫613-1 919-7117 ストリング工房 上古賀3ー6ー7 923-8190

ちくしの米屋 筑紫550-1 926-2907 千歳屋 二日市中央2ｰ6ｰ2 922ｰ3302

筑紫野松庵 針摺西2ー7ー5 925-0135 時計宝石メガネ ヒラヤマ 二日市中央2ｰ5ｰ7 922-3242

地酒の川原 原田7ー4ー9 926-2908 花じかん 原田4-14-15 919-8187

肉のさいた 塔原東3ー2ー8 923-3258 花田印判 二日市中央2ｰ5ｰ15 923-2148

西野商店 むさしヶ丘2ｰ7ｰ22 925-3720 ぴゅあﾊｰﾄｵﾝﾗｲﾝ 武蔵4-5-5 555-2263

農事組合法人 山口農産 山口1912-4 925-4052 風雅堂　原田店 原田4ー14ー7 920-8155

はっぱねっこ 原837-9 924-6584 福岡県教育用品㈱筑紫支店 上古賀4-16-2 B-2 555-3234

パン屋　P-box 二日市中央6-2-18-141050-1404-5516 藤之屋 紫3-4-1 090-7165-7732

ひかり青果 筑紫753-26 928-3118 プチフラワーみゆき 二日市西1-2-1 923-3873

松尾米穀店 紫1ー25ー2 922-2428 二日市合同プロパン㈱ 紫2-24-17　 922-2302
三ツ星青汁レストラン 武蔵4-5-5 408-5187 フラワーはなみ 湯町3ー9ー18 924-5241

むすび庵 針摺中央2-5-1 929-4001 文具事務機の大沢 二日市西1ー3ー18 922-2126

山城屋 針摺西1ー6ー10 921-3421 松原商店 二日市中央3ｰ9ｰ10 922-3469

ヤママル醤油 原田6ー6ー3 926-4517 むさしや むさしヶ丘2-6-1 925-7110

湯まちパン工房あかり 湯町2-4-6-102 929-5333 メガネの視正堂 二日市北2ー1ー28 923-4100

らいすぴあ米選 桜台２丁目21ー5 923-3231 薬師堂 針摺東5ー3ー1 923-1061

リカーショップ　リーバイ 原田7-12-5　1F 926-9055

ゑびす醤油 二日市中央4ｰ8ｰ15 922-3104

H28年度地域活性化商品券取扱い事業所一覧

★商品券の有効期限は平成28年12月31日までです。期限を過ぎると無効となり、使用できません。　　　（H28年12月20日現在）
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薬局・ドラッグストア
アイ薬局 筑紫駅前通1ｰ10-103 926-0269 ㈱井口タタミフスマ店 光が丘4-11-1 926-7575

大賀薬局二日市店 二日市南3-8-1 922-3174 ㈲エールテック 永岡1100ｰ1-502 929-5707

金岡薬局 湯町2ー6ー2 924-8933 こさき住建㈱ 二日市南1-6-1 925-0550

木下薬局 二日市北1ー2ー13 922-4114 コモリ企画センター 二日市西4-8-10-202 928-2718
つるや薬局 二日市中央2ｰ5ｰ8 922-2402 田中建設 むさしヶ丘2-19-16 921-9779

ドラッグイレブン二日市店 二日市南1-4-12 918-8051 田中住宅産業㈱ 諸田55ー3 926-4355

ドラッグコスモス石崎店 石崎1-3-17 917-5077 筑紫野ホームセンター 二日市北2ー20ー14 922-5528

ドラッグコスモス筑紫野店 永岡1550 918-5515 中央設備㈱ 杉塚6-10-7 923-1144

ドラッグコスモス紫店 紫3-5-8 919-5002 中西建設 湯町1ー11ー1 922-2777

ドラッグコスモス二日市駅店 二日市中央1-5-43 919-6011 長谷尾建設 山家658-1 926-1413
ドラッグストアモリ美しが丘店 美しが丘北3-14-9 919-8308 張替本舗　金沢屋 紫2-24-10 408-3431

ドラッグストアモリ筑紫野店 筑紫835-1 927-2505 林田建材（株） 二日市南3ｰ7ｰ1 924-2345

ドラッグストアモリ二日市店 紫1-15-3 918-5690 福成産業㈱ 二日市西2ー13ー10 928-6600

薬局２１やました 針摺西1ー4ー2　1F 928-2162 ㈱帆足設備 紫７丁目7ー5 922-6382

紫畳店 紫3-10-2 925-4077

サンクス筑紫野塔原東店 塔原東3-2-10 918-3301 ㈱山口工務店 美しが丘南1ｰ1ｰ9 926-7008

セブンイレブン岡田店 岡田2-46-1 926-7170 ㈱渡辺建設 二日市西3ー10ー1 922-5878

セブンイレブン市役所前店　 二日市西2-1-15 923-8636 その他サービス業
セブンイレブン筑紫野警察署前 二日市南4-1143-1 922-1170 ＦＰオフィス・ミラボ 杉塚7-10-25 408-4133

セブンイレブン筑紫野武蔵店 武蔵4ー5ー15 928-1188 iphone-check 針摺中央2-17-8 080-8576-9542

セブンイレブン西鉄二日市駅前店二日市中央6-633-15 921-5138 海と山と太陽の村 原田5-3-4 985-5386

セブンイレブン針摺店 永岡186-7 924-2140 菊武彩　ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ 二日市中央3-7-2-2F 918-3161

ミニストップ筑紫野塔原店 塔原東4-5-14 928-8216 ケースタイル 永岡1021ｰ2　1F 929-2700

ミニストップ二日市中央店 二日市中央4-5-11 921-1020 ケィ．ティ液化ガス 杉塚2-5-24 922-2528

ファミリーマート筑紫野俗明院店 俗明院168-2 918-5543 ㈱京阪トラベル 針摺東3ー8ー1-1211 920-1105

ファミリーマート紫店 紫3-79-1 917-8118 写真のトクダ 二日市北1ー3ー3 922-6464

ローソン筑紫野二日市北店 二日市北6-19-27 929-6615 ショップ桜台 桜台２丁目2ー1ー104 928-6945

筑紫産業㈱ 二日市中央3-7-5 924-5111

ダイレックス 美しが丘南3-1-4 920-8088 筑紫葬祭 塔原東4-3-5 925-4444

西鉄ストアﾚｶﾞﾈｯﾄ朝倉街道店 針摺中央2-16-14 922-8001 ちくしの進学教室 針摺中央2ー3ー5　2F 918-5417

マックスバリュー筑紫駅前店 筑紫駅前通り1-27-1 927-2481 つくしの交通 俗明院36ー1 928-1111

マックスバリュー二日市店 二日市西10-1 928-7780 天拝いこいの館 武蔵1-2-20 925-8600

マルキョウ二日市店 二日市南3ｰ9ｰ2 923-6211 なごみふぁくとり～　 湯町2-1-3 080-2717-0339

マルキョウ原田店 原田4-13-7 920-6011 西日本新聞ｴﾘｱｾﾝﾀｰ筑紫 下見582-1 926-2905

飲食業 はかたタクシー 二日市南3ー2ー6 922-2231

Amerigo Vespucci 二日市中央6-2-14 555-8775 ㈲白美舎 石崎2ー6ー20 922-2459

Ｂar.co 二日市中央4-11-26 923-5504 ﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙ庚壬塾 筑紫18-9 919-0343

あこ家 紫5-19-3 923-6875 パソコン教室まなびの森 二日市中央2-5-14 923-0125

いけす料理　玄海 永岡1394-17 928-5566 二日市交通 針摺西1-3-5 925-3801

居酒屋　会どう 針摺西2-7-7 921-7302 丸信エナジー㈱ 俗明院1-2-22 922-2452

井手ちゃんぽん　原田店 原田3-8-9 927-3699 雅 紫2ー21ー12 921-2374

音屋 二日市中央3-8-14 080-2781-8984 メディアネット西日本 紫２丁目7-25　 921-7805

カミーリヤレストランはな・花 岡田3-11-1ｶﾐｰﾘﾔ内 926-4220 吉広写真館 二日市中央2ｰ5ｰ5 922-3169

からあげ力 筑紫18-6-101 927-1327 リラックmama 原田7-6-3 926-7723

韓国居酒屋　イニョン 二日市中央6-3-8B1F 923-9699 医療・健康関連業
串処  和さん 針摺中央2ー14ー39 921-3291 有馬鍼灸整骨院 湯町3ー3ー17 922-5475

彦 湯町1-9-6-101 929-6710 からだ休み処　足つぼ咲哉 阿志岐2505-73 070-5418-1825

寿花 紫1-14-12 923-8337 くば歯科医院 湯町2-2-16 923-6391

こまつ千寿 湯町1-15-17 928-5460 ㈱健美心 紫2-1-4 924-3400
山灯家　㈲ヒサヤ 古賀931 928-3018 凛花　リラクゼーションサロン 原田7-12-2 090-1340-3701

次郎長 山家4335-1 926-4210

すし処  瀬田 二日市中央4ｰ9ｰ18 921-3088 ウインズ 牛島27 922-0777

炭火串焼　鉄板　いちみつ 二日市中央2-4-1 924-0050 皐月ゴルフ倶楽部 山口1300 929-3111

鮮菜家 原田7ー4ー9 926-4277 大観荘 湯町1ー12ー1 922-3236

暖歓 二日市中央4-15-6 923-2780 大丸別荘 湯町1ー20ー1 924-3939

ちから 上古賀3ー1ー1 922-3578 筑紫野温泉アマンディ 原田832-1 926-2655

つくし 原田5ー1ー8 926-0018 筑紫野カントリークラブ 山家2014ー22 926-1661

博多漢塾 二日市西1-11-14 515-7779 山田商事㈱　アイビーホテル 湯町1ー14ー3 922-2334

花源 二日市中央2ｰ5ｰ30 922-2738

㈲広松養魚場 塔原西2ー18ー8 922-3457

町家カフェ 茶の子 湯町2-4-11 922-6855

麺家一成 原田1-8-7 927-2247

やきとり大政 二日市中央2ｰ1ｰ1 925-2493

やきとり名島 二日市中央４－７－３ 922-9420

焼鳥　鶏゛囲夢 二日市中央3-8-1 919-6668

やきとり　坊ちゃん 針摺西1ー4ー8 921-7011

らーめん　武蔵 武蔵4-8-30 928-6165

建設関連業

コンビニエンスストア

スーパー

温泉・観光レジャー施設
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理・美容業

Ｐｕｌｉｎ－ｈａｉｒ ｒｏｏｍ 二日市中央5-11-7 517-7095 ＭｒＭａｘ筑紫野店 原田（シュロアモール） 927-3400

TOTAL HAIR　ｈｏｎｎｅｔ 二日市中央2ｰ4ｰ5 922-3255 ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝｼｭﾛｱﾓｰﾙ筑紫野店原田（シュロアモール） 919-7610

カットサロン　木の実 原田7-4-17 927-2254 エディオンアウトレット筑紫野店原田（シュロアモール） 926-8411

クラフト 二日市中央3-3-11 924-3553 ゆめタウン 針摺東3-3-1 924-9000

サロンド・ラブ 永岡１２９４－１ 923-4733 ＤＣＭダイキ筑紫野店 針摺東(ゆめタウン） 920-9010

ちょっきんＰＡＰＡ 永岡1091-4 929-0500 ベスト電器　筑紫野店 針摺東(ゆめタウン） 921-0023

ツルタ理容 二日市南3ー10ー12 922-8695 ナムコﾜﾝﾀﾞｰﾎﾞｳﾙ筑紫野店 針摺東(ゆめタウン） 920-9035

天神美容室 二日市中央2ｰ9ｰ1 928-1321 CoCo壱番屋ゆめタウン店 針摺東(ゆめタウン） 928-7987

美容室シスター 二日市中央2ｰ6ｰ7 922-2620 イオン二日市店 二日市北2ｰ2ｰ1 924-1581

ヘアーアート　クープ 針摺中央２ー１５ー１１ 923-0845 ベレッサ　 美しが丘南1-12-1 920-3011

ヘアーサロンいしばし 紫３丁目11ー25 923-1755 イオン筑紫野店 立明寺434-1 918-3600

ヘアーサロンスマイル 二日市南4ー2ー11 922-7334 イオンモール筑紫野店 立明寺（イオン） 929-2278

ヘアーサロンリッチ 紫２ー２１ー２2 924-1622 ＪＴＢ九州ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店 立明寺（イオン） 929-2278

ワールド美容室 二日市中央2ｰ6ｰ20 925-4451

三幸美容室 二日市中央3ｰ11ｰ3 923-1493

理容浅田 紫２丁目7ー1 923-0286

大型店　　　 （各大型店内の商工会会員テナントでもお使い頂けます）
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