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飲食業 内橋 買 麩稲豊（ふいゆ） 内橋325-7-1F 410-9212 小売業 駕与丁 買 西部ガスエネルギー（株） 駕与丁1-5-1 939-5211

飲食業 内橋 買 まるやす食堂 内橋字鏡595-1-1 938-1048 小売業 駕与丁 買・工 セイコーエアコン（株） 駕与丁2-2-15 271-0488

飲食業 大隈 買 天天，有 大隈409 938-1463 小売業 駕与丁 買 デイリーヤマザキ粕屋駕与丁店 駕与丁1-2-17 938-9692

飲食業 大隈 買 とんかつ浜勝福岡粕屋店 大隈114-6 939-2155 小売業 甲仲原 買 （株）オータニ 甲仲原4-2-14 938-0115

飲食業 大隈 買 （株）柳川屋 大隈38-4 938-7800 小売業 甲仲原 買 スーパーさかや 甲仲原1-19-31 938-3263

飲食業 乙仲西 買 喰　焼　処 仲原2530-8 621-2770 小売業 酒殿 買 イオンモール（株）イオンモール福岡 酒殿字老ノ木192-1 938-4700

飲食業 乙仲西 買 竹乃屋　仲原店 仲原2763-3 626-8868 小売業 酒殿 買・工 （株）エディオンイオンモール福岡店 酒殿字老ノ木192-1 931-3031

飲食業 乙仲西 買 肉肉うどん　粕屋店 仲原2638-1 612-0298 小売業 酒殿 買・工 （株）コトブキ　小西自動車 酒殿1469-1 939-5427

飲食業 上大隈 買 麺屋．ラ賊 上大隈143-5 939-6261 小売業 長者原 買 石窯パン工房KIRARI 長者原東3-1-37 938-7752

飲食業 上大隈 買 結喜家 上大隈399-1 939-4000 小売業 長者原 買 古民家パン屋　yorimichi 長者原東1-10-43 939-1799

飲食業 駕与丁 買 喫茶＆パブ 陽だまり 駕与丁1-4-3 938-8765 小売業 長者原 買 ザ・ビッグエクスプレス粕屋店 長者原西3-7-1 931-7557

飲食業 駕与丁 買 陽だまり 駕与丁1-6-1ｻﾝﾚｲｸかすや内 931-3309 小売業 長者原 買 地酒とわいん　蔵くどう 長者原西4-9-8 938-2385

飲食業 長者原 買 居酒屋　眞 長者原東3-1-33 938-5843 小売業 長者原 買・工 シブタデンキ 長者原東1-7-26 938-2763

飲食業 長者原 買 居酒屋 てら田 長者原東2-12-3 938-7938 小売業 長者原 買 ジェリーズポップコーン （株）力邦 長者原西3-16-21 410-5454

飲食業 長者原 買 居酒屋○○家 長者原東6-13-12 938-0178 小売業 長者原 買 ダイキョーバリュー長者原店 長者原東3-1-10 939-2798

飲食業 長者原 買 イタリア食堂Frutto 長者原西1-7-8-1Ｆ 939-2610 小売業 長者原 買 長者原饅頭 長者原東2-2-27 939-0543

飲食業 長者原 買 イタリア風居酒屋　ぐらんぱ 長者原東2-12-3 938-6864 小売業 長者原 買 ドラッグコーエイ 長者原東2-2-24 931-7988

飲食業 長者原 買 お食事処　ひょっとこ 長者原西2-7-1 939-2925 小売業 長者原 買 ディスカウントドラッグコスモス長者原店 長者原西4-10-15 652-1220

飲食業 長者原 買 官兵衛うどん 長者原東1-12-15 938-4051 小売業 長者原 買 パティスリー　マルジョレーヌ 長者原西1-7-8-1F 410-8268

飲食業 長者原 買 食事処　笑顔 長者原西3-16-25 938-8446 小売業 長者原 買 光酒造（株） 長者原東6-12-20 938-2458

飲食業 長者原 買 中華レストラン　ハナチャイナ 長者原東2-13-1 938-8886 小売業 長者原 買 （有）ブックイン金進堂長者原店 長者原東2-9-5 938-0006

飲食業 長者原 買 スナックまつや 長者原東2-12-1 090-9609-8996 小売業 長者原 買 タックルベリー金進堂長者原店 長者原東2-9-5 939-1403

飲食業 長者原 買 焼肉みらく粕屋店 長者原東6-12-11 939-2989 小売業 長者原 買 文房堂サリー 長者原東3-1-27 938ｰ5478

飲食業 長者原 買 山 YAMA 長者原東2-12-1 080-6405-0504 小売業 長者原 買 洋菓子店　サクレクール 長者原西2-4-14-1F 939-4649

飲食業 長者原 買 ラーメン将峰 長者原東2-12-1 939-2941 小売業 長者原 買 Lilyロール 長者原東2-13-7 938-5611

飲食業 原町 買 スナック　オリーブ 原町1-2-23 938-0200 小売業 長者原 買 八百晴 長者原東2-9-1 287-8403

飲食業 原町 買 松　廼　家 原町2-1-10 938-2318 小売業 戸原長戸 買 （有）粕屋グリーンセンター 戸原西1-15-32 938-3764

飲食業 柚須 買 ビフテキと豚しゃぶ　うえすたん柚須駅前店 柚須126-2 611-0038 小売業 戸原長戸 買 Yショップツインズ 戸原東2-17-5 938-3015

飲食業 柚須 買 やきとり処　旨屋 仲原2840 629-0007 小売業 花ヶ浦 買・工 ダイトー電機九州社（有） 花ヶ浦2-9-8 938-7427

飲食業 若宮 買 居酒屋　とみ 若宮２-7-11 938-1510 小売業 花ヶ浦 買 野菜畑ドレッシング 花ヶ浦1-12-1 938-3375

飲食業 若宮 買 居酒屋　本陣 若宮1-11-5 938-3606 小売業 原町 買 （有）ABC電器 原町2-7-16 938-2753

飲食業 若宮 買 お好み焼き　ぼちぼち 若宮1-3-12 938-7765 小売業 原町 買・工 カーオディオプロショップ　エモーション 原町1-8-10 939-0789

飲食業 若宮 買 カラオケ喫茶　シルクロード 若宮1-3-12-1Ｆ 938-8010 小売業 原町 買 カクタス 原町1-2-26 938-3356

飲食業 若宮 買 スナック　オアシス 若宮1-11-5 938-2887 小売業 原町 買 ㈱樂龍堂粕屋店 原町4-1-11-102 692-6217

飲食業 若宮 買 と　も　や 若宮2-8-13 938-8000 小売業 原町 買・工 （株）小柳商店 原町1-8-12 938-2811

飲食業 若宮 買 長浜一番　味のまんぷく 若宮1-11-5 938-8014 小売業 原町 買 Chi-ya（チーヤ） 原町3-15-12 515-7300

小売業 内橋 買 カーショップBOW 内橋716 692-7317 小売業 原町 買 藤倉商店 原町3-12-1 938-2636

小売業 内橋 買 ぐー・ちょき・ぱん 内橋587-1 080-9030-9825 小売業 柚須 買 うえすたん本部　手造りハム工房 仲原2844-6 629-9810

小売業 内橋 買 セブンイレブン粕屋内橋店 内橋337-1 939-2778 小売業 柚須 買 ディスカウントドラッグコスモス柚須店 仲原2815-1 626-8710

小売業 内橋 買・工 土居太陽光発電システム 内橋279-1 938-2906 小売業 柚須 買 セブンイレブン粕屋柚須駅前店 柚須144-1 622-1400

小売業 内橋 買 ナガモトコーヒー店 内橋764-4 939-1346 小売業 柚須 買 Y shop ヤマシタ店 柚須120-4 621-7622

小売業 江辻 買・工 1級技能士の店　因たたみ店 江辻46-2 938-2445 小売業 若宮 買 お名前工房・COM 若宮2-4-11 938-2365

小売業 大隈 買 甘木フルーツ 大隈113-2 938-3859 小売業 若宮 買 合同会社　西友　サニー原町店　　 若宮1-8-5 939-3350

小売業 大隈 買 （株）オーガニック・ギフト 大隈904-1 939-2239 小売業 若宮 買 セブンイレブン粕屋原町駅前店 若宮2-7-32 938-2606

小売業 大隈 買 ドラッグストアモリ篠栗店 大隈131-1 652-1922 小売業 若宮 買 （株）千鳥屋本家原町店 若宮2-7-33 938-4629

小売業 大隈 買 農産物直販所なのみの里 大隈1229 938-2581 小売業 若宮 買・工 中央液化ガス（有） 若宮2-7-46 938-5381

小売業 乙仲東 買 セブンイレブン粕屋仲原３丁目店 仲原3-19-8 939-7355 小売業 若宮 買 博多とよ唐亭長者原店 若宮2-3-10 939-1005

小売業 乙仲西 買 （株）ＡＯＫＩ  粕屋仲原店 仲原字口ノ坪2536-8 626-2888 小売業 若宮 買 花のおかもと 若宮2-7-12 938-2263

小売業 乙仲西 買 サイクルリカバリー 仲原3-6-30-103 260-1375 小売業 若宮 買 Lichou 若宮1-11-15 938-2301

小売業 乙仲西 買 セブンイレブン粕屋仲原郵便局前店 仲原2862-1 623-8566 小売業 若宮 買 ふじ薬局 若宮2-7-8 938-2128

小売業 乙仲西 買 ドラッグ＆フレッシュ　トライアル粕屋店 仲原2706 626-9555 小売業 若宮 買 ブティックシンドバット 若宮1-3-12 938-6749

小売業 乙仲西 買 パンのマグ 仲原1775-5 624-0015 小売業 若宮 買 眼鏡士がいる店　メガネのアイランド 若宮1-2-8 939-2001

小売業 乙仲西 買 （株）ミスターマックス　 仲原2714 623-1001 小売業 若宮 買 安河内米穀 若宮1-3-5 938-2609

小売業 上大隈 買 （有）ファーストゲート 上大隈393-1 652-1700 小売業 その他 買 イオン福岡東店 志免町別府北2-14-1 611-2121
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サービス業 内橋 買 出張バーベキューBBQ太郎 内橋705-1 410-3029 サービス業 若宮 買 整体とアロマのお店　オリバナム 若宮2-3-10 410-1748

サービス業 内橋 買 友美容室 内橋409-7 938-3894 サービス業 若宮 買 1000円カット専門店　ロブジェ 若宮2-7-3 080-3906-7591

サービス業 江辻 工 岡本電気工事 江辻908-3 938-7337 サービス業 若宮 買 （有）千鶴美容室 若宮2-7-20 938-1043

サービス業 大隈 買 (有)タック・トラベル 大隈386-103 939-9522 サービス業 若宮 買・工 中央液化ガス（有） 若宮2-7-46 938-5381

サービス業 大隈 買・工 （株）Ｔ-ＷＯＲＫＳ 大隈1218-3 405-9613 サービス業 若宮 買 美容室ストリーム 若宮2-3-7 939-3163

サービス業 大隈 工 オートグラスＴａＮａＫａ 大隈42-4 939-3419 サービス業 若宮 買 ヘアーサロンヤマモト 若宮2-7-37 938-2939

サービス業 乙仲西 買 ＡＲＣＨ　ＨＡＩＲ 仲原2548 0120-489-728 サービス業 若宮 買 （株）ベルコ　原町営業所 若宮1-11-5-2Ｆ 931-7150

サービス業 乙仲西 買 （有）鍵右衛門 仲原2714　ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ粕屋店内 627-4005 サービス業 若宮 買・工 粕屋園芸 若宮1-4-15 938-1590

サービス業 乙仲西 買 グランドゴルフセンター 仲原2653 629-3636 サービス業 若宮 買 はるまち駅前整骨院 原町1-2-30 939-6220

サービス業 乙仲西 買・工 仲原伊藤自動車（有） 仲原2501-2 611-2788 サービス業 若宮 買・工 松山工業（株） 若宮2-8-20 938-2245

サービス業 乙仲西 買 （有）博文舎（ホワイト急便粕屋本店） 仲原2485-4 626-5255 建設業 内橋 工 （株）エコ企画 内橋279-1 410-3456

サービス業 乙仲西 買 プレミアムカットラウンジ　ロダン 仲原2528-9 629-3828 建設業 内橋 買・工 土居風呂灯油販売店 内橋279-1 938-2906

サービス業 乙仲西 買・工 ミスタータイヤマンかすや 仲原2544-3 611-1392 建設業 内橋 買・工 福岡ホームサポート 内橋161-3 938-9326

サービス業 乙仲西 買 ユーロード九州 仲原1820-3 623-0514 建設業 江辻 工 因建設（株） 江辻68-2 938-2914

サービス業 乙仲東 買 いわいはら整体院 仲原3-7-5 939-3603 建設業 江辻 工 岡本電気工事 江辻908-3 938-7337

サービス業 上大隈 買 守永接骨院 上大隈399-1 692-7207 建設業 江辻 工 山野工務店 江辻239 938ｰ1430

サービス業 駕与丁 買 クリスタルPC教室 駕与丁1-6-1サンレイクかすや内 090-4573-3917 建設業 乙仲西 工 枝本塗装工業所 仲原2742-10 611-2110

サービス業 駕与丁 買 西部ガスエネルギー（株） 駕与丁1-5-1 938-5431 建設業 乙仲西 工 ＮＲＹ 仲原2511-11-305 090-5296-2333

サービス業 駕与丁 買・工 セイコーエアコン（株） 駕与丁2-2-15 271-0488 建設業 乙仲西 工 粕屋殖産（株） 仲原2525 621-1331

サービス業 駕与丁 買 ルミナPCカレッジ粕屋校 駕与丁1-6-1サンレイクかすや内 931-0131 建設業 上大隈 工 福岡名島営繕 上大隈352-2 939-2131

サービス業 甲仲原 買・工 カーショップボイススペック 仲原1-6-1 983-8010 建設業 甲仲原 工 トライブ 甲仲原2-11-25 410-3712

サービス業 甲仲原 買 手づくり美顔サロン花　粕屋店 甲仲原２-１１-２３-101 メゾン仲原 090-4994-5992 建設業 酒殿 工 （有）酒井工務店 酒殿2-17-26 938-2261

サービス業 長者原 買 （有）今泉交通 長者原東3-1-5 0120-72-0047 建設業 長者原 工 （株）オリーブハウス 長者原東7-15-5 938-1988

サービス業 長者原 買 行政書士　鮎川総合事務所 長者原東2-1-27-501 692-1790 建設業 長者原 工 （株）原工務店 長者原西2-3-7 938-1856

サービス業 長者原 工 （株） 倉　田 長者原東2-13-1 938-2708 建設業 長者原 工 （有）渡邉組 長者原西3-16-22 938-0635

サービス業 長者原 買 けいあい整骨院 長者原東3-2-1 692-5350 建設業 戸原長戸 工 （有）井川工業 長者原東4-7-30 938-1851

サービス業 長者原 買・工 シブタデンキ 長者原東1-7-26 938-2763 建設業 戸原長戸 工 ツリーハウス 戸原346-3 939-1578

サービス業 長者原 買 司法書士かすや合同事務所 長者原東2-16-26 957-1891 建設業 戸原長戸 工 （株）ハヤテアンド 戸原869 939-5491

サービス業 長者原 買 ひさゆりはりきゅう整骨院 長者原西2-4-14 410-0521 建設業 原町 買・工 ㈱青木建設 原町4-3-23 938-2166

サービス業 長者原 買 ビューティグッタイム桃 長者原東1-10-1 939-1316 建設業 原町 買・工 （株）小柳商店 原町1-8-12 938-2811

サービス業 長者原 買 美容室　アトリエぱる 長者原東2-2-18 0120-108-334 建設業 原町 工 中野材木店/ナカノコーム 原町1-2-10 938-2439

サービス業 長者原 買 美容室　Co・Co・Lo 長者原東2-1-15 939-5560 建設業 原町 工 （有）ハイ・テック 原町2-7-13 202-7300

サービス業 長者原 買 美容室　seaglass 長者原西2-4-14 692-2247 建設業 原町 買・工 蓮美創建 原町3-5-8-B101 985-7604

サービス業 長者原 買 Ｍａｒｔ　ｈａｉｒ＋ｎａｉｌ 長者原東6-12-10 939-6399 建設業 原町 工 （株）福遼建設 原町1-3-17 623-1213

サービス業 長者原 買・工 （有）ムツミガレージ 長者原東6-16-27 938-3459 建設業 原町 工 古川建設 原町3-2-3 938-1462

サービス業 戸原長戸 買・工 （有）大山自動車整備工場 戸原843-1 621-5522 建設業 原町 工 （有）真子建具店 原町2-2-13 938-2259

サービス業 戸原長戸 買・工 クリーンライフサポート 戸原235-1 939-0775 建設業 柚須 工 （有）中尾電気 柚須15-1 622-0712

サービス業 花ヶ浦 買 絹美容室 花ヶ浦3-1-11 938-6006 製造業 酒殿 買 博多壱の蔵 酒殿815-1 938-3678

サービス業 花ヶ浦 買 さくら通り整骨院 花ヶ浦1-2-2-W1F 939-0090 製造業 長者原 買 大久醤油（株） 長者原東6-14-12 938-2010

サービス業 花ヶ浦 買・工 ダイトー電機九州社（有） 花ヶ浦2-9-8 938-7427 製造業 長者原 買 光酒造（株） 長者原東6-12-20 938-2458

サービス業 花ヶ浦 買 美容室Ｐｉａ 花ヶ浦1-2-2パティオ福岡東1Ｆ 938-5990 製造業 原町 工 宗　板　金 原町2-4-10 629-6565

サービス業 原町 買・工 カーオーディオプロショップ　エモーション 原町1-8-10 939-0789 製造業 若宮 買 （有）九州酢造 若宮1-10-30 938-3678

サービス業 原町 買 美容室　ボレロ 原町3-15-17 938-7913 その他 駕与丁 買・工 （公社）粕屋町シルバー人材センター 駕与丁3-2-21 938-3300

サービス業 若宮 買 あったかステーション・スマイル 若宮2-7-7 938-5802 その他 長者原 買・工 （株）しぶた造園緑地 長者原西2-4-30 938-5524

サービス業 原町 買 髪処　ぽっと 原町3-7-40 938-6756 その他 原町 買 （株）ハルマチ　原町質店 原町1-3-1 939-1199

サービス業 内橋 買 愛美容室 内橋137‐1 938-6576 その他 原町 買・工 マザーツリーガーデン 原町4-6-2 090-6636-4647

　　●医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品含む）

　　●事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品などの購入

　　（注）以下のものは利用対象になりません。 　　●土地・家屋購入、家賃、地代、駐車料（一部預かりを除く）等の不動産に関わる支払い

　　●振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など 　　●会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期間が

　　●有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する 　　●令和3年2月23日を超えるもの

　　　 商品券等）、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカードなどの換金性の 　　●現金との換金、金融機関預け入れ

　　　 高いものの購入 　　●保育園・幼稚園・塾等の月謝代

　　●スキーのリフト券、年間パス、ゴルフ券、有効期限が記載されないチケット類の購入 　　●その他、各取扱店が指定するもの

　　●たばこの購入 　　●上記の他、「新たな消費の喚起」という本事業趣旨にそぐわないもの

商品券使用期間：令和3年2月23日（火・祝）


