
　　    平成30年度 地域活性化商品券取扱い事業所　一覧

○平成30年度取扱事業所は、随時、更新致します。
○平成30年度より、大型店が変わります。下記、一覧をご確認下さい。（現時点で取扱い確定店舗です） H 30 .11. 20　現在

食料品販売 ワインのヴィノーブ コンビニエンスストア 飲食業 建設・工業関連業 薬局・ドラッグストア
GREEN GRASS ゑびす醤油 セブンイレブン岡田店 Dining ～ en ～ ㈲天山工業 アイ薬局

JA筑紫ゆめ畑　筑紫野店 衣料品販売 セブンイレブン杉塚店 あこ家 ㈱井口タタミフスマ店 大賀薬局二日市店 H30年度より大型店が変わります！
nana pain（ナナパン） moka grin セブンイレブン警察署前店 いけす料理　玄海 入江建設㈱ 金岡薬局 ミスターマックス筑紫野店

㈱味の兵四郎 エル・タナカ セブンイレブン市役所前店 居酒屋　会どう ㈲エールテック 漢方の木下薬局 ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝｼｭﾛｱﾓｰﾙ筑紫野店

味の明太子 ふくや 二日市店 学生服センターカク二日市店 セブンイレブン筑紫野筑紫店 居酒屋　寿花 ㈱鹿島畳襖商店 つるや薬局 エディオンアウトレット筑紫野店

いけだ屋 学生服の店メイト セブンイレブン筑紫野武蔵店 居酒屋　さかえ こさき住建㈱ ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾄﾞﾗｯｸﾞコスモス筑紫野店 TSUTAYA積文館書店ｼｭﾛｱﾓｰﾙ店

石橋商店 じゃっきージャッキー セブンイレブン西鉄二日市駅前店 居酒屋　しおん ㈲コジマ建設 ドラッグイレブン二日市店 SAKODA筑紫野店

いしむら原田店 セレクトショップ　ａｓｈｉｔａｂａ セブンイレブン針摺店 居酒屋　ばんばん コモリ企画センター ドラッグストアモリ美しが丘店 ﾚｯﾄﾞｷｬﾍﾞﾂｼｭﾛｱﾓｰﾙ筑紫野店
井上米穀店 谷呉服店 セブンイレブン山家店 居酒屋　酔処 田中住宅産業㈱ ドラッグストアモリ筑紫野店 ゆめタウン筑紫野

魚商　筑紫野 つかさ ミニストップ筑紫野塔原店 イ　ニョン 筑紫野ホームセンター ドラッグストアモリ二日市店 ベスト電器　筑紫野店

うちのたまご本店 ブティック　P.B.L ミニストップ筑紫野原店 ウエスト 二日市店 焼肉コーナー 林田建材（株） 平安堂薬局 ＤＣＭダイキ筑紫野店

笑がおの食卓 ブティック　玉妃 ファミリーマート筑紫野塔原東店 井手ちゃんぽん 筑紫野原田店 福成産業㈱ マツモトキヨシ西鉄二日市駅店 イオン二日市店

エトワール ボタンのながたや ファミリーマート筑紫野紫店 エイト・エ・リヤン ㈲堀電気商会 薬局２１やました 筑紫野ベレッサ　

（合）エニクック のむら ローソン筑紫野二日市北店 おれどん 紫畳店 医療・健康関連業 ルミエール筑紫野店

大賀酒造㈱ ファミリーファッションやまだい ローソン福岡二日市店 俺ん家 ㈱渡辺建設 有馬鍼灸整骨院 サンドラッグ筑紫野店

御菓子司　梅家 洋服の青山 筑紫野店 Yショップ松屋酒店 からあげ力 温泉・観光・レジャー施設 おひさま鍼灸院 イオン筑紫野店

岡部酒店 ラ・ビーダ 家具・家電・ホームセンター カラオケダイニング　アティーナ 扇屋旅館 くば歯科医院 イオンモール筑紫野

お茶の大円 百貨店・その他小売り・卸業 TOSエレックス㈱ ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋ゆめﾀｳﾝ店 博多湯 KEIKI-経氣- 筑紫旅行㈱

菓子工房　ボン・コアン Olive＋ エイム愛幸イノウエ店 吉丁 天拝いこいの館 健康整体院 ＪＴＢ九州ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店

菓子処　天本家 Scene フラワーアート工房 エディオン二日市店 串処  和さん サービス業・その他 美心治療院 ★ここから以下の事業所は
㈲勘野食品 TRADE　MALL 大石電気 こまつ千寿 海と山と太陽の村 　今年度より大型店になりました！
元気屋アトム ㈲岡部三甲堂 鬼木電気店 山灯家　㈲ヒサヤ おそうじ本舗筑紫野南店 ﾀﾞｲﾚｯｸｽ筑紫野店
米選 お仏壇のよーかどう 寝具インテリア　やない サンハウス おそうじ本舗二日市店 ﾀﾞｲﾚｯｸｽ原店
㈱小栁（コッペリア） 梶原陶苑 パナポート　ウシジマ すし処  瀬田 カギの110番筑紫野 西鉄ストアレガネット朝倉街道

酒匠 コスメティックｽそのだ 二日市電化センター スナック ピアジェ 輝育塾 マックスバリューエクスプレス二日市店

酒のむさしや 栄包装 ホーム電器 スナック メール 菊武バレエスタジオ マルキョウ二日市店

地酒の川原 末次金物店 カーテンショップ　フレスコ 創作居酒屋　季楽 ケィ．ティ液化ガス マルキョウ原田店

ちくごや酒店 ㈲ストリング工房 理・美容業 暖歓 京阪トラベル MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ筑紫野インター店

ちくしの米屋 清龍 POLAニュームラサキ 中華菜館　龍天楼 月刊 e-みる 岩田屋三越二日市サロン

筑紫野松庵 贈答品の川添物産㈱ private saion OCEAN つくし　（焼肉） (社福)さるびあ会さるびあ作業所 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄドラッグコスモス石崎店

筑前たなか油屋 時計宝石メガネ ヒラヤマ カット専門店e-カット 鉄板焼　じゅうじゅう しらゆりセレモニーホール筑紫野 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄドラッグコスモス紫店

とこぱん 名田植物園 クラフト 天六食堂 竹入税理士事務所 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄドラッグコスモス二日市駅店

肉のうめぜん 花じかん シスター美容室 JR二日市店 花源 筑紫ガス㈱ ドラッグストアモリ二日市南店

肉のさいた はんこはんず二日市店 シスター美容室 朝倉街道店 ひさや 筑紫ガスサービスショップ グッデイ二日市店

西野商店 ピモレ ちょっきんＰＡＰＡ ㈲広松養魚場 筑紫ガスリビング㈱ ホームプラザナフコ筑紫店

農事組合法人 山口農産 風雅堂　原田店 ツルタ理容 福龍（中華料理） ちくしの進学教室 ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNEW筑紫野基山店

㈲八年庵 プチフラワーみゆき 天神美容室 町家カフェ 茶の子 ㈲つくしの交通 ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ筑紫野店

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ル・サントーレ 古野文具店 トータルヘアー オネット ミスタードーナツ原田ｼｮｯﾌﾟ 西日本新聞ｴﾘｱｾﾝﾀｰ筑紫 大丸別荘

パン屋　P-box 文具事務機の大沢 一（はじめ）理容 みづき 西日本新聞ｴﾘｱｾﾝﾀｰ二日市 大観荘

ひかり青果 松原商店 ピース アンド カーミング みっちゃんラーメン 西日本新聞ｴﾘｱｾﾝﾀｰ二日市東 筑紫野温泉アマンディ

藤之屋 メガネの視正堂 プリン ヘアルーム 麺家一成 ㈲白美舎 クリーニング 筑紫野　天拝の郷

ほっともっと石崎店（エヌティーフード） ㈱薬師堂 ヘア＆フェイスサロン　ai 焼鳥　鶏”囲夢 ハートフルスタジオ・ミッキー 筑紫の湯＆筑紫野スポーツプラザ

松尾米穀店 ﾗﾝﾄﾞｾﾙ専門店RaRa chan Rand ヘアーサロン いしばし 焼肉のかわはら ﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙ庚壬塾 曙ゴルフガーデン
松本茶屋 自動車・自転車販売修理 ヘアーサロン スマイル らーめん　武蔵 パソコン教室まなびの森 ゴルフプラザウインズ

三宅牧場まきば カークラフトNOB ヘアメイク　花花 レストラン はな・花 二日市交通㈱ 筑紫野カントリークラブ

むすび庵 九州ホンダ販売 ミツワ美容室 ログレストラン　アラスカ 𠮷広写真館 ライフステージ太陽 福岡筑紫野店

山城屋青果 車の総合病院　筑紫野オート みゆき美容室

ヤママル醤油 ㈲萩尾モータース ワールド美容室

ヤマムラ酒店 ㈲鶴田自動車 理容 浅田

湯まちパン工房あかり はるだ自動車販売 スーパー
リラックス筑紫野店 藤田商会 マックスバリュー筑紫駅前店

リラックス二日市店 宮﨑自動車

㈱渡辺農産 モトショップ パーティー

大型店　

※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。

共通券のみ使用できます共通券・一般券 両方使用できます


