
牛乳・乳製品 自転車・二輪車 学習塾・教室

遠賀屋　糀（こめのはな） スナック　サファイア ㈲ミルク館と生活向上委員会 いのくち輪業 ㈱おんが自動車学校

てるのちゃんぽん亭 スナック　はなび 明治牛乳遠賀町販売店 ガンズ　カスタムペイント 塾のイ・シ・ダ

河口屋 スナック　花水紀 コンビニエンスストア MURPHY SCHOOL OF EDUCATION

博多ラーメン　めん屋 スナック　藤 惣菜 セブンイレブン遠賀浅木店 学研　島門教室
揚げ出し天ぷら　さくら スナック　ペアラブ ㈲博多地どり市右ヱ門　遠賀店 セブンイレブン遠賀今古賀店 配食サービス

中華バル　武遊 スナック　みさ 池田屋の鉄板餃子 ファミリーマート遠賀松の本6丁目店 けんたくん　遠賀店

お好み焼き　ぴーぷる スナック　峰 げんき市場 建築資材 ペット

ＫＯＴＯＫＩ スナック　みわ 食品（移動販売・屋台） 白石材木店 ドッグカフェBeBe
カフェ　アニバーサリー すなっく　むっちゃん 金田食品 卸売 エステ・ネイル

喫茶　フォーラム スナック　ルノアール グリーンコープ生協 中遠支部 ㈱オンディーヌ エステサロン・アイ

ジモカフェ遠賀 ラウンジ　Ｉ．ＳＯＵ 炭焼工房　暖 ㈲長江 CEサロンLily Ange

ジャズカフェ　ドラム館 呑み喰い　Ｚｅ好頂 タクシー・運転代行 Hollyhock Beauty
ＭＡＳＡＪＩRO　ＢＵＲＧＥＲ 生鮮品 ピッツェリア　カントナータ ㈱遠賀タクシー 鍼灸・整骨医院

ハナオコーヒー ＪＡ北九やさい畑　遠賀店 本城プリン ㈱西部遠賀交通 おんが整骨院

M STYLE かどや商店 ㈲モーション 敬和代行 おんがの町の整骨院

よしや食堂 丸真青果 衣類・小物 理美容 きちじ整体

ありがた屋　遠賀店 むらかみ ㈱門文商店リサイクルショップセレクション アベ美容室 しぎょう接骨院

ビストロＲ 石井鮮魚店 衣工房　こが 笑美容室 ひでしま整骨院

鮨処　仲むら 福田鮮魚店 バラエティショップ　メロン エルカミーノアフロ 永田整骨院

森のおはな 師岡鮮魚店 ファッションやまもと かつき美容室 スポーツ

和の膳　繁升 優雅水産 生花・園芸用品 カットハウス恵 チサンカントリークラブ遠賀

酒処はな田（花田水産） ㈱肉のさつま屋　今古賀店 ㈲千草園 キノ美容室 GOGO卓球

㈱ウエスト遠賀店 ミートワン 松本園芸店autre サロンド ラブウレ ユース卓球場

焼肉本舗 ㈱福永産業 薬 トヨ美容室 WEB作成・ビデオ制作

居酒屋つくしの子 キープ＆キープショップ遠賀川駅前 愛和薬局 ビューティーサロン紀代 Refine-D

井上商店 菓子・パン めがね ビューティーサロンひろみ ヤマガタデジタルフォロー

恵のよこ あしや釜本舗　遠賀支店 メガネのヨネザワ　遠賀店 美容室ＲＹＯ ㈲日本収録研究社

魚倶楽部 ㈲アラペイザンヌ　遠賀店 贈答品 ヘアーメイク・アイ 専門サービス

肴や　きむらくん 遠賀野珈琲　まめきち ㈲石松呉服店（サラダ館） へあさろん　れんげ 写真のシライ

食房　えん ㈱クィーンボアーズ 文具・書籍 ミン ファーリ ハウススタジオPeace

とり真 さかえ屋　遠賀店 荒牧文具店 美容室cave その他

やきとり　あごはち マキマキ屋　遠賀本店 ㈲今橋書店 美容室いりえ 遠賀川温泉

焼き鳥居酒屋ぴーぷる ありんこ 新聞 カットハウス井口 オリジン都市開発

焼鳥ジブリン つるりんどう 西日本新聞エリアセンター遠賀西 ヘアーサロン植木 遠賀町　ふれあいの里

カラオケ　静 Boulangerie　Lune　Lapin 毎日新聞遠賀川販売店 ヘアーサロン歩 遠賀町社会福祉協議会

カラオケ　奏 まさじろうのGrin Pan 燃料 ヘアースタジオクロダ 遠賀町シルバー人材センター

からおけすなっく　穂林 酒・米 ㈲柴田石油店 ㈲理容フラッシュ 北九州・遠賀・中間中高年事業団

スナック　ＡＩ 浅木酒店 ㈲遠賀石油店 理容はなぞの 木村農機(株)

スナック　ＳＡＫＯ 安藤商店 ㈲福間商会　遠賀営業所 理容平成 木守機械利用組合

スナック　かくれんぼ 仲野商店 自動車 介護・デイサービス 柴田経営労務管理事務所

スナック　かざぐるま はた屋商店 トヨタカローラ博多㈱　遠賀店 デイサービスおもや ホテル　ムーラン

スナック　カトレア 水上酒店 その他サービス 遠賀　梅太郎

スナック　如月 森田酒店 衣類クリーニング ＳＯＳマルシェ ㈲高須商事

スナック　心 ㈱かごしま屋 ヒロヤクリーニング

※大型店6店舗では、緑色券は使用できません。（だいだい色券のみ使用可能）

⇒　ゆめタウン遠賀店（専門店含む）、ルミエール遠賀店、マツヤデンキ遠賀店、
グッディ遠賀店、ドラッグストアモリ遠賀店、ドラッグストアモリ遠賀今古賀店

↓↓↓↓以下の店舗はだいだい色券・緑色券ともに使用できます↓↓↓↓
～遠賀町商工会　商業部会～　　（順不同）

飲　　　　食



一般建設（住宅等） 外装（塗装） 設備（電気工事） 土木（石材） 自動車整備・修理

伊都屋木材 ㈱ＡＳＬ 二村電設 共同石材㈱ 橋本自動車板金塗装

㈱上田技建工業 かみかわ建装 遠賀電気サービス 四国石材工業㈲ Ｇ-design

㈲公建 誠友 設備（水道・管工事） ㈲須賀石材工業 ㈱浜田自動車

財前建設工業 長浜塗装㈱ ㈲佐伯工務店 ㈲石装　臣 誠板金

㈲坂本工務店 日隈塗装 ハナムラ住設 ㈲堀内石材店 水上自動車修理工場

㈲柴建 外装（防水・シーリング） ㈱福田工務店 美装・ハウスクリーニンクﾞ ㈲宮崎自動車

中村建設㈱ ナなシール 村岡設備 岩見美装 メカニックオートYUJI

㈱BESS福岡 外装（足場） 和田工務店 あかりクリーンサービス ㈲吉田自動車整備工場

まごころ建築工房 政工業 家具・建具製造 自動車整備・修理 ワンズ・ターン・モータースポーツ

外装（屋根工事） 内装 ㈲ヤマト工芸 芦屋自動車 T's PROJECT

㈲白木瓦店 インテリア渡部 設備（空調工事） 安藤自動車 ㈱縁自動車

林瓦 生活工舎 ㈱舛添工業 岩本自動車 建設サービス（測量）

㈲丸真産業 内装（畳） 設備（その他） L.A.G ㈲都市開発

外装（左官） ㈲大角畳店 ユキ防災システム 合同会社ｵｰﾄﾌｨｰﾙﾄﾞﾚﾝﾀｶｰ 自動車(中古車買取）

㈲イナケン 吉本畳店 土木 カーメイク遠賀 カーサポートエイト

門脇技建 内装（表具） かすみクリスタルカンパニー㈱ カーボディ中津 自動車(タイヤ販売・修理)

佐々木左官 渡部表具店 久米建設㈱ ガレージシンセリティー ㈲遠賀タイヤ工業所

西田左官工業 内装（ガラス・サッシ） ㈲三栄建工 カーリペア仲村 看板・広告・デザイン・印刷

平木工業 ㈲江頭トーヨー住器 土木（造園） 桑野自動車 ㈲岩崎看板店

結城工務店 タナカサッシ たから造園 ㈲シバタデンソー 綜合広告アート２１

建築板金 フジキ産業 山中造園 柴田自動車整備工場 デザインパクト

佐藤板金 設備（電気工事） 遠賀ライフサポート ㈲新生自動車 シンクリエイト

野中板金 太田電業社 土木(はつり・家屋解体) CMK 建設サービス（設計）

外装（塗装） おくしま電器 河原建設 ㈲スギヤマ自動車 アーキライン一級建築士事務所

中島塗装 ㈱ＫＯＹＡＭＡ 元木解体業 田中モータース その他

池上塗装 ㈱電太郎 大陽板金塗装 ㈱日輝

井寺塗装 ㈲ビジテック ドリームボディー

遠賀町内の優良かつ安心できる事業所さんをご紹介いたします！

「○○したいけど、どこにお願いしたらいいかわからない」

「全く知らないところに仕事を頼むのは不安だ」そんなときは商工会まで気軽にご連絡下さい。

地元の安心できる商工会会員事業所をご紹介します。

☎093-293-0165　　FAX:093-293-7196

※会員の加入･脱退等により取扱店が変更となる場合がございますので、ご了承ください。　（Ｒ1.１１作成）

※大型店6店舗では、緑色券は使用できません。（だいだい色券のみ使用可能）

⇒　ゆめタウン遠賀店（専門店含む）、ルミエール遠賀店、マツヤデンキ遠賀店、
グッディ遠賀店、ドラッグストアモリ遠賀店、ドラッグストアモリ遠賀今古賀店

↓↓↓↓以下の店舗はだいだい色券・緑色券ともに使用できます↓↓↓↓
～遠賀町商工会　工業部会～　　（順不同）

遠賀町商工会

遠賀町遠賀川２丁目６番１８号（遠賀川郵便局隣）

　　～「暮らしの相談室」住まいのことなら何でもご相談ください！～

ＨＰ：http://onga-shokokai.com/

やってます！
お気軽にフォローお願いします

得トク商品券
取扱加盟店募集中！！


