
★は大型店　●はちくちゃんペイ加盟店です

業種 事業所名 電子 取扱商品等 住所 電話番号
★Aコープ九州　Aコープみわ店 ◉ 各種食品販売 新町３３８－１ 0946-21-7778

★Aコープ九州　Aコープ夜須店 ◉ 各種食品販売・衣料・酒 篠隈１８３－１ 0946-42-1789

★アスタラビスタ ◉ 生鮮食品、食品、雑貨、衣料、酒等生活必需品販売 高田字下田2538-2 0946-23-8265

矢野酒店 ◉ 酒類販売 依井１０００－１ 0946-22-2265

みわせんべい ◉ 手焼きせんべい販売 依井９４７－４ 0946-24-0008

農産物直売所いちご ◉ 農産物等の販売 久光９１５－１ 0946-21-0485

㈱天盃 ◉ 焼酎製造・販売 森山９７８ 0946-22-1717

㈱さかえや本店 ◉ 辛子明太子製造販売 原地蔵１４６４ 0946-21-1050

佐藤米穀店 ◉ 米類販売 東小田８１－１ 0946-42-2014

セブンイレブン福岡冷水バイパス店 ◉ コンビニエンスストア 朝日２８０－１ 0946-42-1021

もろおか市場 ◉ 青果・魚・肉・花販売 中牟田８８８－１ 0946-42-2322

㈲山家道酒店 ◉ 酒類・ジュース類・たばこ販売 二２４２－１７ 092-926-4479

筑前町ファーマーズマーケットみなみの里 ◉ 野菜・手芸品・加工品・レストラン 三並８６６ 0946-42-8115

パティスリー　ブロンジェリｰ　ハル ◉ ケーキ・パン製造販売 栗田１３４８－４ 0946-28-9708

ベイカーズサイン ◉ パン販売 野町1649-1 0946-24-1477

鳥征商店 ◉ 炭火くんせいタタキ・若鶏唐揚げ 篠隈351-10 070-1990-1003

にじぱん ◉ パン製造・販売 篠隈349-15 0946-42-2500

カフェ コンディトライ ウィーン ◉ 洋菓子(ｹｰｷ・焼菓子他)・カフェ 久光1538-1 0946-55-0008

はっぴ商店　朝倉店 ◉ 唐揚げ 原地蔵1850-1 0946-28-7757

もなか屋たねよし ◉ 最中(予約販売のみ) 二197-3 092-926-4019

セブンイレブン　筑紫天神店 ◉ コンビニエンスストアー 東小田2906-4 0946-42-2755

カナドルチェ ◉ 米粉菓子工房 朝園2000-268 0946-33-1785

中華料理　永徳酒家 ◉ 中華料理店 二２２４－２ 092-710-2007

欧風キッチン　ビストロ　リュバン ◉ ハンバーグ・ステーキ・パスタ・ランチ、大小宴会、パーティー 栗田２６５９ 0946-22-8451

和食処　いけだ ◉ 和食 当所３６８ 0946-24-4107

焼肉の上杉 ◉ 焼肉店 中牟田８９１－３ 0946-42-3952

なかにし ◉ 惣菜・和洋料理・宴会 下高場６２４－２ 0946-42-2196

自然工房　レストラン南 ◉ 洋食 二239-1 092-927-1121

串工房　無我 ◉ 焼鳥店 二１３２－３ 092-926-7589

手づくりハンバーグの店　ケイズ　キッチン ◉ 洋食・ハンバーグレストラン 久光９３８－３ 0946-24-8019

街道カフェ　やまぼうし ◉ 飲食・菓子製造 中牟田４７１ 0946-42-5995

小さな菜園 ◉ 喫茶店・クッキー販売 原地蔵１８５５－１ 0946-24-8854

焼豚足カースケ ◉ 焼豚足 三並866（みなみの里内） 080-2716-9303

久留米ラーメン丸八 ◉ ラーメン 高田2555-1 0946-21-1508

本格炭火焼鳥　鉄馬 ◉ 居酒屋 原地蔵1462-9 0946-22-3650

リストランテ　モンテ・パラティーノ ◉ イタリアン 依井2098-1 0946-24-5789

桜会の季（はなえのとき） ◉ 懐石料理 久光1201-1 0946-22-8871

山小屋ラーメン夜須店 ◉ ラーメン 長者町390-1 0946-42-3719

グルメ食堂　洋ろっぱ ◉ 洋食　ハンバーグ、ピッツア、パスタ 長者町463 0946-42-2388

アージュ・アージュ ◉ レストラン 原地蔵2153-14 0946-24-5224

ギャラリー茶寮　南の風 ◉ 懐石料理 栗田989 0946-21-0611

焼肉龍王館　朝倉店 ◉ 焼肉店 依井４４３-１ 0946-23-8769

呑み処　MARUKOU ◉ 居酒屋 東小田１６３５-１ 0946-42-0222

中華料理　鑫源 ◉ 中華料理 依井498-1 0946-24-8216

PRISM ◉ カフェ 三並1497-1 050-8883-8552

カレー＆ハンバーグ　やまと ◉ カレー・ハンバーグ 当所322-5 0946-22-3570

★ホームプラザナフコ筑前店 ◉ ホームセンター 東小田１５１５－１ 0946-42-8121

メガネのヨネザワ三輪店 ◉ メガネ・コンタクトレンズ・補聴器・携帯電話販売 依井４９２－１ 0946-22-7355

前田時計店 ◉ 時計・メガネ・貴金属販売 依井５１０－８ 0946-22-2641

ミシンびより ◉ ミシンの修理・販売 新町２１９－５ 0946-23-9793

朝倉買取センター ◉ 総合リサイクルショップ 栗田977-1 0946-23-0909

★ドラッグストア　モリ　三輪店 ◉ 医薬品・食品・雑貨・酒等販売 依井５０４－２ 0946-24-6388

★ドラッグストア　モリ　夜須店 ◉ 医薬品・食品・雑貨・酒等販売 石櫃１４６－１９ 0946-42-1082

★ドラッグストア　モリ　夜須篠隈店 ◉ 医薬品・食品・雑貨・酒等販売 篠隈１４２－２ 0946-42-1125

★ディスカウント　ドラッグコスモス夜須店 ◉ 医薬品・化粧品・日用品・食料品他 松延５０７ 0946-26-3025

★ディスカウント　ドラッグコスモス大刀洗店 ◉ 医薬品・化粧品・日用品・食料品他 山隈１６０９-１ 0946-21-5066

アルソアグレイス ◉ 化粧品販売 新町421-10 0946-23-9288

しのくまクリーニング店 ◉ クリーニング店 東小田１１４３－２８ 0946-42-2198

hair salon Spring ◉ 美容店 森山276番地5 グリシーヌ参番館102号 0946-21-2688

Hair Design Creer ◉ 美容店 原地蔵1875-1 0946-28-7259

hair twiggy ◉ 美容店 東小田3420-3 0946-42-0320

ミスタータイヤマン武井 ◉ タイヤ・ホイル 依井５１０－５ 0946-22-2928

㈲田中自動車 ◉ 新・中古車販売・車検・整備 依井５０３－４ 0946-22-2688

山本サイクル商会 ◉ 二輪車販売修理・電動三輪車販売 依井９３２－１ 0946-22-9076

佐藤石油店 ◉ ガソリン・軽油・灯油　他 篠隈１８５－２３ 0946-42-2314

タイヤショップ　山田 ◉ タイヤ販売 篠隈１５９－６ 0946-42-2137

ベ☆リペア ◉ 自動車塗装板金・整備・車検 高田１９０４－２ 0946-21-1141

カーアンドボーイ ◉ タイヤ・自動車部品・整備・板金 中牟田５５８ 0946-42-5550

㈲水上自動車整備工場 ◉ 自動車整備業 篠隈１１６－２５ 0946-42-2333
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業種 事業所名 電子 取扱商品等 住所 電話番号
㈱水上自動車 ◉ 板金・塗装 篠隈１１７－２７ 0946-42-5566

ふじかつ自動車 ◉ 自動車販売・整備 山隈1191-4 0946-21-0865

technical service FARM ◉ 自動車・オートバイ 整備・販売 四三嶋40-7 0946-42-8415

矢野建設工業㈱ ◉ 建築工事・不動産売買及び仲介 依井１７０２－１ 0946-22-4677

焼山ガラス店 ◉ ガラス・アルミサッシ販売 新町４９９ 0946-22-2995

手柴フスマ店 ◉ 襖・クロス貼・カーテン・床貼 高田９７２－２ 0946-22-6832

柿原畳内装工事㈱ ◉ 畳・襖張替 石櫃６８－４ 0946-42-2077

柿原畳店 ◉ 新畳・表替・畳材料一式 東小田７８－1 0946-42-2111

㈱山一ホーム ◉ 建設業 二１１０－１ 0946-42-4820

㈲矢野燃料 ◉ ＬＰガス販売 依井９７８ 0946-22-2851

楠田工務店㈱ ◉ 住宅建設業 安野１０３－５ 0946-42-5041

ジェイプラン㈱ ◉ 外壁財・太陽光発電・オール電化商品・水廻り商品 依井１６６８－２ 0946-24-8231

㈱三浦設備 ◉ 管工事業 山隈９６６－５ 0946-22-0718

前田畳襖店 ◉ 新畳、畳・襖張替 高田2467-9 0946-24-7211

㈲平山瓦工業所 ◉ 屋根材工事全般・葺替え・雨漏り修理・瓦留め工事・
太陽光発電取付　等 朝日２６４ 0946-42-2351

インテリア高野 ﾍﾟｲのみ オーダー家具・木製品小物類 当所35-4 0946-22-9839

夜須高原カントリークラブ ◉ ゴルフ場 曽根田１４１－２６ 0946-42-2211

㈲大福生花店 ◉ 生花小売 篠隈183-1 0946-52-2473

元気で活きのいい植物＆マルシェ　オニヅカ ◉ 植物・園芸資材・花・ギフト・観葉植物 東小田1291 0946-42-8333

カルナパーク花立山温泉 ◉ 温泉・食事・宿泊 上高場７９５ 0946-23-0001

車両関
係

その他
業種

※　加盟店は、新規契約や終了等により増減することがありますので、商品券ご利用の際、ご確認ください。

※　★は大型店です。

住宅関
係

【ご利用に際してのご注意】

筑前町商工会

●商品券は、取扱店として登録された店舗のみご利用いただけます。

但し、次のものは対象外です。

①業者間の取引に伴う手形、買掛金決裁等

②商品券、切手、印紙、プリペイドカード、地金等の換金性の高いもの

③有価証券、先物、保険、宝くじ等の金融商品

④たばこ

⑤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を含む）

⑥国、地方公共団体への支払い、税金の納付、公共料金の支払い等

⑦土地・建物・自動車等資産性の高いものの購入に関わる支払い並びに家賃・

地代・駐車料(一時預りを除く)等の支払い

⑧払込用紙による支払い等

⑨ギャンブル性の高いサービス等

⑩プロパンガス・電気、水道代の使用料の支払い

⑪町指定のゴミ袋

⑫電子マネーへのチャージ（紙商品券分）

●この商品券による購入等の場合、おつりは出ません。

●この商品券は、現金との引換えはいたしません。

●この商品券の破損、盗難、紛失等について当所はその責任を負いません。
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