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業種 地区 事業所名 事業所住所 TEL 業種 地区 事業所名 事業所住所 TEL

飲食業 内橋 まるやす食堂 粕屋町内橋595-1-1 938-1048 小売業 長者原東 長者原饅頭 粕屋町長者原東2-2-27 939-0543

飲食業 上大隈 麺屋 ラ賊 粕屋町上大隈143-5 939-6261 小売業 長者原東 (有)ブックイン金進堂長者原店 粕屋町長者原東2-9-5 938-0006

飲食業 上大隈 結喜家 粕屋町上大隈399-1 939-4000 小売業 長者原東 文房堂 粕屋町長者原東3-1-27 938-5478

飲食業 大隈 ㈱柳川屋 粕屋町大隈38-4 938-7800 小売業 長者原東 八百晴 粕屋町長者原東2-9-1 287-8403

飲食業 大隈 天天,有 粕屋町大隈409 938-1463 小売業 戸原長戸 (有)粕屋グリーンセンター 粕屋町戸原西1-15-32 938-3764

飲食業 乙仲西 喰焼処 粕屋町仲原2530-8 621-2770 小売業 戸原長戸 Yショップ戸原 粕屋町戸原57-2 938-3015

飲食業 乙仲西 竹乃屋 仲原店 粕屋町仲原2763-3 626-8868 小売業 花ヶ浦 ダイトー電機(有) 粕屋町花ヶ浦2-9-8 938-7427

飲食業 乙中西 やきとり処 旨屋 粕屋町仲原2840 629-0007 小売業 原町 chi-ya(花・雑貨) 粕屋町原町2-7-13 515-7300

飲食業 乙仲西 焼肉 KAN 粕屋町仲原2578-3 623-2771 小売業 原町 藤倉商店 粕屋町原町3-12-1 938-2636

飲食業 駕与丁 喫茶＆パブ 陽だまり 粕屋町駕与丁1-4-3 938-8765 小売業 柚須 ｾﾌﾞﾝﾚｲﾌﾞﾝ粕屋柚須駅前店 粕屋町柚須144-1 622-1400

飲食業 長者原西 イタリア食堂 Frutte 粕屋町長者原西1-7-8-1F 939-2610 小売業 柚須 Yショップ(有)山下商店 粕屋町柚須120-4 621-7622

飲食業 長者原西 食事処 笑顔 粕屋町長者原西3-16-25 938-8446 小売業 若宮 お名前工房・COM 粕屋町若宮2-4-11 938-2365

飲食業 長者原西 中華飯店 桃香本店 粕屋町原町5-3-3 938-6328 小売業 若宮 カクタス 粕屋町原町1-2-26 938-3356

飲食業 長者原西 パティスリー マルジョレーヌ 粕屋町長者原西1-7-8-1F 410-8268 小売業 若宮 コーディネートハウス キサラ 粕屋町原町2-1-33 938-6592

飲食業 長者原西 お食事処 ひょっとこ 粕屋町長者原西2-7-1 939-2925 小売業 若宮 (株)千鳥屋本家原町店 粕屋町若宮2-7-33 938-4629

飲食業 長者原西 洋菓子店 サクレクール 粕屋町長者原西2-4-14 939-4649 小売業 若宮 花のおかもと 粕屋町若宮2-7-12 938-2263

飲食業 長者原東 石窯パン工房 KIRARI 粕屋町長者原東3-1-37 938-7752 小売業 若宮 (株)日田屋（Lichou) 粕屋町若宮1-11-15 938-2301

飲食業 長者原東 居酒屋 てら田 粕屋町長者原東2-12-3 938-7938 小売業 若宮 ふじ薬局 粕屋町若宮2-7-8 938-2128

飲食業 長者原東 居酒屋 ○○家 粕屋町長者原東6-13-12 938-0178 小売業 若宮 ブティック シンドバッド 粕屋町若宮1-3-12-1F 938-6749

飲食業 長者原東 イタリア風居酒屋 ぐらんぱ 粕屋町長者原東2-12-3 938-6864 小売業 若宮 メガネのアイランド 粕屋町若宮1-2-8 939-2001

飲食業 長者原東 (有)官兵衛 粕屋町長者原東1-12-15 938-4051 小売業 若宮 安河内米穀 粕屋町若宮1-3-5 938-2609

飲食業 長者原東 焼肉みらく粕屋店 粕屋町長者原東6-12-11 939-2989 小売業・建設 内橋 土居風呂灯油販売店 粕屋町内橋279-1 938-2906

飲食業 長者原東 ラーメン将峰 粕屋町長者原東2-12-1 939-2941 サービス業 内橋 友美容室 粕屋町内橋409-7 938-3894

飲食業 戸原 中華飯店桃香 駅前店 粕屋町長者原西1-19-12 938-8599 サービス業 駕与丁 ルミナPCカレッジ粕屋校 須恵町佐谷355-2 931-0131

飲食業 原町 スナック オリーブ 粕屋町原町1-2-23 938-0200 サービス業 駕与丁 シルバー人材センター 粕屋町駕与丁3-2-21 938-3300

飲食業 原町 松    廼    家 粕屋町原町2-1-10 938-2318 サービス業 長者原東 (有)今泉交通 粕屋町長者原東3-1-5 939-1111

飲食業 柚須 (有)うえすたん（ﾊﾑ工場） 粕屋町仲原2844-6 629-9810
サービス業・

建設
長者原東 (株) 倉    田 粕屋町長者原東2-13-1 938-2708

飲食業 柚須 (有)うえすたん（柚須駅前店） 粕屋町柚須126-2 611-0038 サービス業 長者原東 シブタデンキ 粕屋町長者原東1-7-26 938-2763

飲食業 若宮 居酒屋 本陣 粕屋町若宮1-11-5 938-3606 サービス業 長者原東 ビューティグッタイム桃 粕屋町長者原東1-10-1 939-1316

飲食業 若宮 と    も    や 粕屋町若宮2-8-13 938-8000 サービス業 長者原東 美容室 アトリエぱる 粕屋町長者原東2-2-18 938-8334

飲食業 若宮 長浜一番 味のまんぷく 粕屋町若宮1-11-5 938-8014 サービス業 長者原東 美容室 Co・Co・Lo 粕屋町長者原東4-3-20 939-5560

飲食業 若宮 なにわお好み焼き ぼちぼち 粕屋町若宮1-3-12 938-7765 サービス業 花ケ浦 絹 美容室 粕屋町花ヶ浦3-1-11 938-6006

飲食業 若宮 pub kiss 粕屋町若宮1-3-12-1F 938-8041 サービス業 原町 髪処 ぽっと 粕屋町原町3-7-40 938-6756

飲食業 若宮 マートナカムラ 粕屋町若宮2-7-15-2Ｆ 938-2705 サービス業 原町 美容室 ボレロ 粕屋町原町3-15-17 938-7913

飲食業 若宮 レストラン喫茶 シルクロード 粕屋町若宮1-3-12-1Ｆ 938-8010 サービス業 若宮 あったかステーション・スマイル 粕屋町若宮2-7-7 938-5802

飲食業 町外 (有)うえすたん二又瀬店 福岡市東区二又瀬2-30 611-8003 サービス業 若宮 粕屋園芸 粕屋町若宮1-4-15 938-1590

飲食業 町外 ビフテキ屋うえすたん空港店 志免町別府3-5-17 936-5515 サービス業 若宮 整体とアロマのお店 オリバナム 粕屋町若宮2-3-10 410-1748

飲食業 町外 ビフテキ屋うえすたん志免店 志免町志免中央1-7-22 937-2828 サービス業 若宮 (有)千鶴美容室 粕屋町若宮2-7-20 938-1043

小売業 内橋 ナガモトコーヒー店 粕屋町内橋764-4 939-1346 サービス業 若宮 ヘアーサロンヤマモト 粕屋町若宮2-7-37 938-2939

小売業 乙中西 (株)ミスターマックス 粕屋町仲原2714 623-1001 建設業 内橋 福岡ホームサポート 粕屋町内橋161-3 938-9326

小売業 乙仲東 セブンイレブン粕屋仲原3丁目店 粕屋町仲原3-19-8 939-7355 建設業 乙仲西 粕屋殖産(株) 粕屋町仲原1775 621-1331

小売業 上大隈 (有)ファーストゲート 粕屋町上大隈393-1 652-1700 建設業 若宮 松山工業㈱ 粕屋町若宮2-8-20 938-2245

小売業 駕与丁 デイリーヤマザキ粕屋駕与丁店 粕屋町駕与丁1-2-17 938-9692 製造小売 長者原東 古民家パン屋 yorimichi 粕屋町長者原東1-10-43 939-1799

小売業 甲仲原 (株)オータニ 粕屋町甲仲原4-2-14 938-0115 製造業 長者原東 大久醤油(株) 粕屋町長者原東6-14-12 938-2010

小売業 甲仲原 スーパーさかや 粕屋町甲仲原1-19-31 938-3263 製造業 若宮 (有)九州酢造 粕屋町若宮1-10-30 938-3678

小売業 長者原東 (株)くすりのコーエイ 粕屋町長者原東2-2-24 931-7988 製造小売 花ヶ浦 野菜畑ドレッシング 粕屋町花ヶ浦1-12-1 938-3375

小売業 長者原東 (株)ダイキョーバリュー長者原店 粕屋町長者原東3-1-10 939-2798
その他・小売・

サービス
原町 (株)ハルマチ 原町質店 粕屋町原町1-3-1 939-1199

＊商品券に掲載しております換金期限と、裏面の注意事項等は、必ずお読みください。
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