
（順不同）

居酒屋つくしの子 浅木1-17-22 293-6406 居酒屋・焼鳥

焼鳥井上商店 遠賀川1-6-12 293-2102 居酒屋・焼鳥

恵のよこ 浅木1-8-14 293-4218 居酒屋

居酒屋　達磨 遠賀川2-3-33 293-5151 居酒屋

ゆめタウン遠賀店 松の本1-1-1 293-8600 食料品・日用品他 肴や　きむらくん 遠賀川1-5-15 090-8355-0431 居酒屋

ルミエール遠賀店 今古賀499-1 293-4195 食料品・日用品他 食房　えん 松の本5-10-7 293-1358 居酒屋

グッデイ遠賀店 今古賀623-1 293-7733 日用品他 とり真 今古賀509-1-1 293-6010 居酒屋・焼鳥

ドラッグストアモリ遠賀店 鬼津4651-1 293-8105 医薬品・化粧品・食品他 やきとり　あごはち 松の本4-1-11 293-5021 居酒屋・焼鳥

ドラッグストアモリ遠賀今古賀店 今古賀461-1 701-5318 医薬品・化粧品・食品他 焼き鳥居酒屋ぴーぷる 旧停1-5-12 293-6890 居酒屋・焼鳥

マツヤデンキ遠賀店 松の本1-10-5 293-9966 家電製品 焼鳥ジブリン 松の本1-10-11 982-1985 居酒屋・焼鳥

カラオケ　奏 松の本4-11-23 090-5403-6056 カラオケ喫茶

スナック　ＡＩ 松の本5-10-3 293-7807 スナック

スナック　ＳＡＫＯ 遠賀川3-4-3 293-6662 スナック

スナック　かくれんぼ 遠賀川3-13-1 293-4495 スナック

スナック　かざぐるま 遠賀川3-13-1 293-5865 スナック

スナック　カトレア 松の本4-11-23 293-7073 スナック

スナック　心 松の本5－1－5　2F スナック

スナック　サファイア 松の本4-11-23 スナック

スナック　天 松の本5-10-3 090-3010-0732 スナック

スナック　はなび 松の本5-10-3 293-3911 スナック

スナック　花水紀 松の本5-10-7 293-1855 スナック

スナック　藤 遠賀川3-4-3 293-1256 スナック

スナック　ペアラブ 松の本5-10-7 293-2633 スナック

スナック　みさ 遠賀川2-4-5 293-6188 スナック

遠賀屋　糀 上別府1401 293-9678 遠賀べいめん スナック　峰 鬼津654-11　２Ｆ 293-0487 スナック

てるのちゃんぽん亭 今古賀522 287-4634 ちゃんぽん スナック　みわ 松の本5-1-5　 293-8751 スナック

おんがラーメン細麺チャンポン保存会 広渡1191-5 293-1825 ラーメン すなっく　むっちゃん 松の本5-10-7 293-7103 スナック

河口屋 松の本4-11-1 293-6940 うどん、そば スナック　ルノアール 遠賀川2-6-10 293-4287 スナック

揚げ出し天ぷら　さくら 今古賀45-13 293-3908 天ぷら ラウンジ　Ｉ．ＳＯＵ 松の本2-19-23 291-2066 スナック

中華バル　武遊 遠賀川1-8-5 293-2323 中華料理

お好み焼き　ぴーぷる 今古賀469-3 293-1147 お好み焼き・鉄板焼 ＪＡ北九やさい畑　遠賀店 今古賀632-3 293-1123 農産物他

遠賀野珈琲　まめきち 鬼津3405-1 701-5251 喫茶・珈琲豆販売 キープ＆ショップ遠賀川駅前 遠賀川1-6-5 293-2063 食料品

Jimo　Café　 浅木2-9-7 293-4069 レストラン 丸真青果 松の本4-11-18 293-6585 青果

ジャズカフェ　ドラム館 遠賀川1-6-12 293-6005 ライブハウス ㈲むらかみ 今古賀524 293-0124 青果

MASAJIRO BURGER 別府3563-2 291-2900 ハンバーガー 石井鮮魚店 木守2151-3 293-0163 鮮魚・総菜

ハナオコーヒー 尾崎870-1 293-7670 ランチ・カフェ 福田鮮魚店 今古賀522 293-0015 鮮魚

よしや食堂 遠賀川2-1-39 293-0204 食事処 師岡鮮魚店 松の本4-11-18 293-0085 鮮魚

ありがた屋　遠賀店 浅木2-31-1
    （ふれあいの里内）

293-8580 定食・食堂 ㈲マルジン 尾崎232-1 293-7820 まぐろ

池田屋の鉄板餃子　遠賀店 松の本1-3-1 080-2791-1910 餃子 ㈱肉のさつま屋　今古賀店 今古賀522 293-8429 精肉

智清庵 島門2-12 777-4537 自然薯とろろ定食 ミートワン 松の本4-11-17 293-6771 精肉

Bistro Ｒ 虫生津75-7 293-6478 フランス料理 牛肉のふくなが 広渡2434 293-4129 精肉

鮨処　仲むら 今古賀653-3 293-3351 寿司・お食事処 あしや釜本舗　遠賀支店 遠賀川2-１-１ 293-3085 和菓子

森のおはな 島津576-3 293-1200 鴨・すっぽん料理 ㈲アラペイザンヌ　遠賀店 虫生津94-1 293-6609 洋菓子

和の膳　繁升 松の本2-19-22 293-3045 割烹・小料理 ㈱クィーンボアーズ 広渡1189-1 293-4633 洋菓子

酒処 はな田（花田水産） 松の本1-10-11 981-0974 居酒屋 さかえ屋　遠賀店 松の本5-1-2 291-2433 和菓子・洋菓子

㈱ウエスト遠賀店 今古賀16-1 293-2400 焼肉 マキマキ屋　遠賀本店 上別府1510-8 293-7775 洋菓子

焼肉本舗 松の本4-1-26 293-8378 焼肉 焼菓子工房　Orange 遠賀川2-4-10-106 293-8871 焼菓子・軽食持ち帰り

飲食店

食料品・惣菜等販売

令和３年
「遠賀町応援にこにこ得トク商品券」が使えるお店

令和3年3月現在
会員の加入・脱退により取扱店が変更となる場合がありますのでご了承ください

大型店

飲食店

　　※ルミエール遠賀店は休業中（改装オープン後利用可能となる予定）

大型店（赤色の商品券のみ使用可）

個人店（赤色・青色の商品券両方使用可）

みほん

みほん

みほん



焼きたてパン　ありんこ 遠賀川2-5-16 293-3418 パン バラエティショップ　メロン 遠賀川2-4-3 293-3744 雑貨・駄菓子

つるりんどう 松の本6-1-20 293-6500 パン ファッションやまもと 松の本5-1-5 293-3871 婦人服・化粧品

Boulangerie　Lune　Lapin 田園1-22-5 293-8870 パン 和ｔｏ縁 田園1-16-17 090-2854-5494 雑貨・アクセサリー

まさじろうのGrinPan 別府4105 291-1808 パン ㈲千草園 松の本7-1-22 293-8783 生花・園芸

仲野商店 遠賀川2-6-14 293-0011 酒類・米穀・灯油 松本園芸店autre 木守1176-11 293-8247 生花・園芸

浅木酒店 浅木2-4-12 293-3233 酒類 メガネのヨネザワ　遠賀店 松の本2-19-25 291-2055 メガネ・コンタクトレンズ

はた屋商店 松の本4-1-25 293-2198 酒類 ㈲石松呉服店（サラダ館） 遠賀川2-5-19 293-4003 贈答品

水上酒店 遠賀川3-1-1 293-0064 酒類 荒牧文具店 遠賀川2-5-9 293-0012 文具・印章

森田酒店 遠賀川2-5-18 293-0003 酒類 ㈲今橋書店 遠賀川1-6-19 293-0038 書籍・生活用品

㈱かごしま屋 今古賀647-2 293-2010 酒類 毎日新聞遠賀川販売店 今古賀537-2 293-0207 新聞

㈲ミルク館と生活向上委員会 今古賀543-3 293-7520 乳製品・食品・日用品宅配 ㈲遠賀石油店 今古賀472-1 293-0191 ガソリンスタンド

㈲博多地どり市右ヱ門　遠賀店 松の本4-1-1 293-3883 唐揚げ・鶏のたたき ㈲柴田石油店 遠賀川2-1-35 293-0058 ガソリンスタンド

ひまわりキッチン 今古賀520-1 293-5005 ナポリピッツア持ち帰り ㈲福間商会　遠賀営業所 別府3384-1 293-0050 燃料油・灯油

げんき市場 松の本2-19-24 293-8361 産直食料品 ㈲高須商事 鬼津2609 293-2220 ドライアイス

かなむすび 遠賀川駅前　他 090-9479-7918 おにぎり・弁当移動販売 イナバ農材 上別府831 農業資材

金田食品 ルミエール遠賀店前　他 612-0222 焼鳥移動販売 ヒロヤクリーニング 浅木2-9-5 293-1160 衣類クリーニング

グリーンコープ「元気カー」 遠賀川公民館前　他 291-3111 食料品移動販売 峰プランニング 今古賀288-2 090-3417-7494 刃物研ぎ全般

ピッツェリア　カントナータ 遠賀町役場前　他 080-2940-0960 ピザ移動販売 デイサービスおもや 松の本3-897-1 293-3000 介護・看護

遠賀町社会福祉協議会 浅木2-31-1 293-0430 デイサービス

セブンイレブン遠賀浅木店 浅木２丁目１−７ 293-6030 食品・日用品 ＳＯＳマルシェ 松の本6-1-18-101 776-6834 買物代行サービス

セブンイレブン遠賀今古賀店 大字今古賀４６６−１ 293-6671 食品・日用品 けんたくん　遠賀店 田園2-5-24 0800-777-8149 配食サービス

ファミリーマート遠賀松の本6丁目店 松の本6-1-5 291-5600 食品・日用品 ㈱おんが自動車学校 今古賀81-5 293-2311 自動車学校

塾のイ・シ・ダ 松の本5-10-21 293-8205 学習塾

アベ美容室 遠賀川3-15-7 293-0566 美容一般 学研　島門教室 島門19-2 293-0478 学習教室

笑美容室 浅木2-5-4 293-4560 美容一般 MURPHY SCHOOL OF EDUCATION 旧停2-3-5 293-3934 英会話塾

エルカミーノアフロ 松の本3-6-10 701-8862 美容一般 遠賀川温泉 浅木61-1 293-6869 入浴施設

かつき美容室 松の本３－３－１ 293-8128 美容一般 遠賀町　ふれあいの里 浅木2-31-1 293-2030 浴場、他

カットハウス井口 遠賀川3-21-3 293-0836 美容一般

カットハウス恵 浅木1-8-14 293-4218 美容一般 愛和薬局 大字浅木1211-4 293-3336 医薬品

キノ美容室 浅木2-5-12 293-0813 美容一般 おんが整骨院 遠賀川1-4-33 701-4595 整骨院

サロンド・ラブウレ 遠賀川2－4－3 293-3443 美容一般 きちじ整体 鬼津481 293-5006 整体・ダイエット

Charm hair 鬼津654-11 293-8622 美容一般 しぎょう接骨院 浅木1-20-10 293-4678 整骨院

トヨ美容室 遠賀川2-21-9 293-0812 美容一般 ひでしま整骨院 浅木2-4-8 293-5355 整骨院

ビューティーサロン紀代 松の本4-5-1 293-6173 美容一般 永田整骨院 今古賀454 293-7736 整骨院

ビューティーサロンひろみ 遠賀川3-12-6 293-1743 美容一般 あべ鍼灸院 木守1590-4 701-8333 鍼灸

美容室ＲＹＯ 松の本5-10-3 293-7220 美容一般

美容室グランディール 松の本1-4-12 293-7953 美容一般 ドッグカフェBeBe 松の本1-4-15 293-7551 トリミング・ドッグラン

ヘアーメイク アイ 遠賀川2-6-10 293-2237 美容一般 チサンカントリークラブ遠賀 虫生津1612-3 293-2411 ゴルフ場

へあさろん　れんげ 木守161-1 701-8080 美容一般 GOGO卓球 尾崎456-1 293-8880 卓球場

ミン ファーリ 旧停2-1-41 293-6655 美容一般 ユース卓球場 卓球場

美容室cave 今古賀495-1 293-1935 美容一般 GTFコーポレーション㈱ 遠賀川2-4-10-103 981-5515 ドローン教習所

美容室いりえ 芙蓉1-4-11 293-6164 美容一般 写真のシライ 松の本4-2-1 293-8371 写真館

ヘアーサロン植木 遠賀川1-5-18 293-0559 理容一般 ハウススタジオPeace 虫生津79－1 701-7610 写真館

ヘアーサロン歩 浅木2-9-3 293-8940 理容一般 ㈲日本収録研究社 遠賀川3-32-7 293-8522 映像制作、WEB作成

ヘアースタジオクロダ 遠賀川2-6-8 293-0127 理容一般 ヤマガタデジタルフォロー 遠賀川1-6-5 090-8625-0233 ITサービス全般

理容はなぞの 上別府780-2 293-7007 理容一般 デザインパクト 松の本1-10-10 293-8551 印刷・デザイン

理容平成 遠賀川2-4-8 293-4520 理容一般 その他
エステサロン・アイ 松の本6-2-5 293-6861 化粧品・エステ プチホテルムーラン 尾崎1712-18 293-2080 休憩・宿泊

CEサロンLily Ange 遠賀川2-8-3-102号 863-9142 化粧品・エステ 遠賀　梅太郎 田園2-16-1 090-7152-0707 芸能

Hollyhock Beauty 松の本1-10-10　1F 080-5608-0888 ネイル・まつ毛エクステ

手もみ屋　てもにゃん。 遠賀川2-1-1 287-5593 マッサージ

いやし処　すっきり堂 今古賀546-2 090-8397-2081 マッサージ

㈱西部遠賀交通 今古賀478-2 291-3900 タクシー

敬和代行 遠賀川1-2-2 090-3195-8951 運転代行

㈱門文商店グランドセレクション 別府3482 衣料・小物他

衣工房　こが 遠賀川2-4-7 293-0028 呉服・和風小物

リラクゼーション

詳しくは遠賀町商工会までお問合せください！
タクシー・運転代行

生活関連用品・サービス

ペット関連・趣味嗜好・スポーツ

にこにこ得トク商品券取扱加盟店募集
（遠賀町内に店舗・事業所がある方が対象）

食料品・惣菜等販売 生活関連用品・サービス

コンビニエンスストア

理美容・エステ等

医療・健康関連


