
麦坊主 松の本5-10-7 293-9888 居酒屋

とり真 今古賀509-1-1 293-6010 居酒屋

やきとり　あごはち 松の本4-1-11 293-5021 居酒屋

焼き鳥居酒屋ぴーぷる 旧停1-5-12 293-6890 居酒屋

焼鳥ジブリン 松の本1-10-11 982-1985 焼鳥　その他

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4-11-23 080-4275-0922 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　峰 鬼津654-11　２Ｆ 293-0487 スナック

ゆめタウン遠賀 松の本1-1-1 293-8600 食料品・日用品他 スナック　みわ 松の本5-1-5 2F 293-8751 スナック

KMトラベル 松の本1-1-1 291-4488 旅行商品 すなっく　むっちゃん 松の本5-10-7 090-9720-7657 スナック

靴のワシントン遠賀店 松の本1-1-1 293-8578 婦人靴・健康靴 スナック　ルノアール 遠賀川2-6-10 293-4287 スナック

白石書店ゆめタウン遠賀店 松の本1-1-1 293-5100 本・CD ラウンジ　Ｉ．ＳＯＵ 松の本2-19-23 291-2066 スナック

かば田食品オンガ店 松の本1-1-1 293-8661 明太子・海産物 BarH 松の本5-10-7 バー

ひよこ　ゆめタウン遠賀店 松の本1-1-1 291-4555 菓子

オンザアース 松の本1-1-1 287-5463 服飾雑貨・洋品 ＪＡ北九やさい畑おんが店 今古賀632-3 293-1123 生産野菜

夢ギャラリー花のれん 松の本1-1-1 293-3170 生花・植物 キープ＆ショップ遠賀川駅前 遠賀川1-6-5 293-2063 食料品

スーパーセンタートライアル遠賀店 尾崎字上ノ越1607-1 291-2700 食料品・日用雑貨 丸真青果 松の本4-11-18 293-6585 青果

グッデイ遠賀店 今古賀623-1 293-7733 園芸・ペット・日用品他 ㈲むらかみ 今古賀524 293-0124 野菜・果物

ドラッグストアモリ遠賀店 鬼津651-1 293-8105 医薬品・日用品 げんき市場 松の本2-19-24 293-8361 野菜・果物

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・日用品 福田鮮魚店 今古賀522 293-0015 鮮魚

マツヤデンキ遠賀店 松の本1-10-5 293-9966 家電製品 師岡鮮魚店 松の本4-11-18 293-0085 鮮魚

ルミエール遠賀店　 今古賀499-1 293-4195 食料品・日用品他 ㈲マルジン 尾崎232-1 293-7820 冷凍鮪

㈱肉のさつま屋　今古賀店 今古賀522 293-8429 精肉

牛肉のふくなが 広渡2434 293-4129 精肉

あしや釜本舗　おんが支店 遠賀川2-１-１ 293-3085 菓子

アラペイザンヌ　遠賀店 虫生津94-1 293-6609 バウムクーヘン・ケーキ

遠賀屋　糀 上別府1401 293-9678 遠賀べいめん クィーンボアーズ 広渡1189-1 293-4633 洋菓子・カフェ

おんがラーメン細麺チャンポン保存会 広渡1191-5 293-1825 チャンポン さかえ屋　遠賀店 松の本5-1-2 291-2433 洋菓子・和菓子

河口屋 松の本4-11-1 293-6940 うどん、そば マキマキ屋　遠賀本店 上別府1510-8 293-7775 ケーキ・焼菓子

中華バル　武遊 遠賀川1-8-5 293-2323 中華料理 焼菓子工房　Orange 遠賀川2-4-10-106 293-8871 焼菓子

ぴーぷる 今古賀469-3 293-1147 お好み焼きなど mama sweets 鬼津654-11 080-2744-9057 クレープ・プリン

遠賀野珈琲　まめきち 鬼津3405-1 701-5251 珈琲豆 ベーカリーテント 松の本1-4-3 090-9622-6984 おいしい食パン他

ジモカフェ 浅木2-9-7 293-4069 カフェ・レストラン つるりんどう 松の本6-1-120 293-6500 パン

ジャズカフェ　ドラム館 遠賀川1-6-12 293-6005 ライブハウス ルーネラパン 田園1-22-5 293-8870 パン

MASAJIRO BURGER 別府3563-2 291-2900 ハンバーガー 仲野商店 遠賀川2-6-14 293-0011 米・酒・食料品

ハナオコーヒー 尾崎870-1 293-7670 美味しい珈琲 浅木酒店 浅木2-4-12 293-3233 酒類小売

よしや食堂 遠賀川2-1-39 293-0204 食堂 はた屋商店 松の本4-1-25 293-2198 酒類

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 水上酒店 遠賀川3-1-1 293-0064 酒店

揚げ出し天ぷら　さくら 今古賀45-13 293-3908 定食・食堂 ㈱かごしま屋 今古賀647-2 293-2010 こだわり地酒・焼酎

池田屋の鉄板餃子　遠賀店 松の本1-3-1 松の本1-3-1 餃子 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

智清庵 島門2-12 777-4537 自然薯とろろ定食 ㈲博多地どり市右ヱ門　遠賀店 松の本4-1-1 293-3883 からあげ・鶏肉タタキ

ビストロエール 虫生津75-7 293-6478 フランス料理 ひまわりキッチン 今古賀520-1 293-5005 ピッツア・フルーツサンド

鮨処　仲むら 今古賀653-3 293-3351 寿司・お食事処 からあげ666 松の本5-10-7 080-5253-0666 からあげ・豚足　他

森のおはな 島津576-3 293-1200 鴨・すっぽん料理 かなむすび 遠賀川駅前　他 090-9479-7918 おにぎり・弁当移動販売

和の膳　繁升 松の本2-19-22 293-3045 和食・仕出し 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

酒処 はな田（花田水産） 松の本1-10-11 981-0974 居酒屋

㈱ウエスト遠賀店 今古賀16-1 293-2400 焼肉

焼肉本舗 松の本4-1-26 293-8378 焼肉

釜めし＆ステーキ　そら 松の本5-1-4 981-9039 釜めし・ステーキ

居酒屋つくしの子 浅木1-17-22 293-6406 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

肴や　きむらくん 遠賀川1-5-15 090-8355-0431 居酒屋

食房　えん 松の本5-10-7 293-4592 飲食店

飲食店

大型店

個人店
　共通券（あか）・個人店専用券（あお）両方使用可

食料品・惣菜等販売

飲食

大型店
　共通券（あか）のみ使用可

発行元：遠賀町商工会

3月25日応募受付開始

「25％プレミアム付き遠賀町

応援にこにこ得トク商品券」

取扱店一覧
2022年3月25日現在登録済店舗



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 遠賀町　ふれあいの里 浅木2-31-1 293-2030 入浴施設

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

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 きちじ整体 鬼津481 293-5006 整体施術

しぎょう接骨院 浅木1-20-10 293-4678 整骨院

アベ美容室 遠賀川3-15-7 293-0566 美容一般 ひでしま整骨院 浅木2-4-8 293-5355 整骨院

笑美容室 浅木2-5-4 293-4560 美容一般 永田整骨院 今古賀454 293-7736 整骨院

エルカミーノアフロ 松の本3-6-10 701-8862 美容一般 あべ鍼灸院 木守1590-4 701-8333 鍼灸

かつき美容室 松の本３－３－１ 293-8128 美容一般

カットハウス井口 遠賀川3-21-3 293-0836 美容一般 ドッグカフェBeBe 松の本1-4-15 293-7551 トリミング・カフェ

カットハウス恵 浅木1-8-14 293-4218 美容一般 GOGO卓球 尾崎456-1 293-8880 卓球場

キノ美容室 浅木2-5-12 293-0813 美容一般 チサンカントリ―クラブ遠賀 虫生津１６１２−３ 293-2411 ゴルフ場

サロンド・ラブウレ 遠賀川2－4－3 293-3443 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

Charm hair 鬼津654-11 293-8622 美容一般 写真のシライ 松の本4-2-1 293-8371 写真店

トヨ美容室 遠賀川2-21-9 293-0812 美容一般 ハウススタジオPeace 虫生津79－1 701-7610 写真館

ビューティーサロン紀代 松の本4-5-1 293-6173 美容室 ㈲日本収録研究社 遠賀川3-32-7 293-8522 映像制作、WEB作成

ビューティーサロンひろみ 遠賀川3-12-6 293-1743 美容一般 ヤマガタデジタルフォロー 遠賀川1-6-5 090-8625-0233 IT関連サービス

美容室ＲＹＯ 松の本5-10-3 293-7220 美容一般 デザインパクト 松の本1-10-10 293-8551 デザイン・広告全般

美容室グランディール 松の本1-4-12 293-7953 美容一般

美容室アンジュ 今古賀520-3 293-4638 美容一般 プチホテルムーラン 尾崎1712-18 293-2080 休憩・宿泊

ヘアーメイク アイ 遠賀川2-6-10 293-2237 美容一般 遠賀　梅太郎 田園2-16-1 090-7152-0707 芸能

ヘアマジック 松の本4-11-27 293-7421 美容一般

へあさろん　れんげ 木守161-2 701-8081 美容一般

ミン ファーリ 旧停2-1-41 293-6655 美容一般

美容室cave 今古賀495-1 293-6655 美容一般

美容室いりえ 芙蓉1-4-11 293-6164 美容一般

ヘアーサロン植木 遠賀川1-5-18 293-0559 理容一般

ヘアーサロン歩 浅木2-9-3 293-8940 理容一般

ヘアースタジオクロダ 遠賀川2-6-8 293-0127 理容一般

理容はなぞの 上別府780-2 293-7007 理容一般

理容平成 遠賀川2-4-8 293-4520 顔剃等

エステサロン・アイ 松の本6-2-5 293-6861 化粧品・エステ

CEサロンLily Ange 遠賀川2-8-3-102号 863-9142 化粧品・エステ

手もみ屋　てもにゃん。 遠賀川2-1-1 287-5593 もみほぐし

いやし処　すっきり堂 今古賀546-2 090-8397-2081 リラクゼーション

タイ古式マッサージ　癒しのシンハ 浅木1-11-2 080-9436-3365 タイ古式マッサージ

㈱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

代行SKアルファー 今古賀205　C102 090-3071-8427 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・和装品

バラエティショップ　メロン 遠賀川2-4-3 293-3744 エプロン・バッグ

ファッションやまもと 松の本5-1-5 293-3871 婦人服・化粧品

和ｔｏ縁 田園1-16-17 090-2854-5494 雑貨・アクセサリー

㈲千草園 松の本7-1-22 293-8783 生花

松本園芸店autre 木守1176-11 293-8247 生花・植物

㈱ヨネザワ　遠賀店 松の本2-19-25 291-2055 眼鏡・補聴器・CL

㈲石松呉服店（サラダ館遠賀店） 遠賀川2-5-19 293-4003 贈答品

荒牧文具店 遠賀川2-5-9 293-0012 文具

㈲今橋書店 遠賀川1-6-19 293-0038 本・文具

auショップ遠賀 松の本4-1-22 293-4919 携帯電話

毎日新聞遠賀川販売店 今古賀537-2 293-0207 新聞

㈲遠賀石油店 今古賀472-1 293-0191 ガソリン・軽油・灯油

㈲柴田石油店 遠賀川2-1-35 293-0058 ガソリンスタンド

㈲福間商会　遠賀営業所 別府3384-1 293-0050 石油製品

イナバ農材 上別府831 農業資材

ヒロヤクリーニング 浅木2-9-5 293-1160 衣類クリーニング

峰プラニング 今古賀288-2 090-3417-7494 刃物研ぎ全般

デイサービスおもや 松の本3-897-1 293-3000 通所介護

㈱福祉人 虫生津302 291-3277 居宅介護　他

遠賀町社会福祉協議会 浅木2-31-1 293-0430 デイサービス

ＳＯＳマルシェ 松の本6-1-18 776-6834 各種代行サービス

けんたくん　遠賀店 田園2-5-24 0800-777-8149 配食サービス

㈱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

学研　島門教室 島門19-2 293-0478 学習教室

英会話マーフィスクール 旧停2-3-5 293-3934 英会話教室

遠賀川温泉 浅木61-1 293-6869 入浴施設

ペット関連・趣味嗜好・スポーツ

その他

使えるお店は今後も増えていく予定です。

（商工会ホームページ等でお知らせします）

商品券でお得にお買い物をお楽しみください。

リラクゼーション

タクシー・運転代行

生活関連用品・サービス

コンビニエンスストア 生活関連用品・サービス

理美容・エステ等

医療・健康関連

商品券購入申込書は

遠賀町役場（産業振興

課）、駅前サービスセン

ター、遠賀町商工会の

３箇所に３月２５日（金）

から設置しています。



㈲ヤマト工芸 老良240-1 293-6345 家具・建具

かすみクリスタルカンパニー㈱ 広渡1341-3 293-0160 カーポート他外構工事

㈱ノベルエイト 鬼津991 293-9691 土木・住宅外溝・雑用工事

㈲三栄建工 尾崎654-1 293--2727 建築土木

山本総業 浅木1-23-7 090-3325-0596 総合建設・建築・土木・外構

尾倉緑化 上別府506-1 070-4781-3499 造園・エクステリア

たから造園 尾崎1570-1 293-1711 造園工事

山中造園 広渡1-23-7 293-7399 造園・外構工事

㈱オリジン都市開発 遠賀川3-15-6 291-2261 解体工事・仲介手数料

河原建設 別府3560-1 293-3414 解体工事

㈱日輝（ひでる） 虫生津南6-8 293-7535 解体工事

岩見美装 遠賀川2-6-37 293-3567 美装

　 あかりクリーンサービス 今古賀657-4-101 982-1063 ハウスクリーニング

ユキ防災システム 遠賀川1-4-46 293-7003 防火設備設置・点検

共同石材㈱ 虫生津1758 293-3412 石材店

リフォーム等工業関連（建設） ㈲須賀石材工業 虫生津1746-1 293-1137 墓石工事

伊都屋木材 木守1455-2 293-1927 建築一般 ㈲堀内石材店 上別府13-54 293-1114 石材店

㈲公建 今古賀237-2 293-6667 建築一般 四国石材工業㈲ 若松末国2574-1 293-0112 石材

財前建設工業 若葉台1-19 293-5692 建築一般 ㈲石装　臣 広渡1992-4 291-3050 石材

㈲坂本工務店 上別府1389-4 293-6812 住宅リフォーム他 ㈲都市開発 遠賀川2-4-10　107号 293-0537 土地調査

㈲柴建 今古賀506-2 293-1826 建築一般 ㈲岩崎看板店 虫生津南5-26 293-2591 看板

生活工舎 広渡1584-5 776-1067 建築設備 綜合広告アート２１ 今古賀609-4 293-6659 看板

中村建設㈱ 別府3565-1 293-3080 建築一般 シンクリエイト 島門10-5 090-2968-0407 看板・リフォーム

㈱ＢESS福岡 別府3713-3 291-1700 建築一般 アーキライン一級建築士事務所 遠賀川3-3-18 982-0097 建築設計事務所

まごころ建築工房(同) 遠賀川1-4-15 291-4510 リフォーム全般 遠賀町シルバー人材センター 別府3113-2 293-8007 剪定・草刈・除草等

心添建設 浅木3-12-21 293-3024 住宅リフォーム 北九州・遠賀・中間中高年事業団 上別府870 293-5214 庭木の手入れ他

㈱和田工務店 虫生津南11-10 282-1627 建築一般

㈲白木瓦店 浅木461-4 293-6888 瓦・屋根工事 泉原自動車板金塗装 別府3473-3 701-4253 自動車整備

屋根工事　林瓦 尾崎1574 293-4434 屋根工事全般 岩本自動車 鬼津1080-10 293-6019 自動車整備

㈲丸真産業 浅木59-1 293-8729 瓦・屋根工事 L.A.G 松の本7-9-8 291-5550 自動車整備

佐々木左官 松の本6-3-7 293-4936 左官 オートフィールド 尾崎393－32 293-7009 自動車整備

昇技建 広渡1-17-5 080-1785-3533 左官・外構 カーサポートエイト 鬼津3471-4 293-6364 自動車整備

平木工業 今古賀661-1 293-4472 外構・左官 カーボディ中津 鬼津1670-3 293-7755 自動車整備

結城工務店 広渡2110-15 293-2748 左官 カーメイク遠賀 若松594 293-2581 自動車整備

㈱SRK 今古賀407-2 701-7943 建築板金 ㈱ガレージシンセリティー 鬼津2027-2 293-3116 自動車整備

野中板金 別府217-9 293-5378 建築板金 桑野自動車 別府3469 293-4311 自動車整備

池上塗装 鬼津3388-1 293-0905 塗装工事 CMK 鬼津2397 701-7458 自動車整備

井寺塗装 田園1-10-7 982-1013 塗装工事 ㈲ジーデザイン 鬼津992-3 482-8200 自動車部品

㈱ＡＳＬ 遠賀川2-1-30 293-7878 塗装工事・自動車整備 柴田自動車整備工場 遠賀川1-5-28 293-0067 自動車整備

中西工業 木守513-6 231-8318 外装工事 ㈲シバタデンソー 尾崎1599 293-2627 自動車修理、車検

かみかわ建装 芙蓉1-2-15 287-7499 リフォーム工事一式 ㈱新生自動車 上別府1010-5 291-4551 自動車整備

薬師寺シーリング 浅木3-14-2 293-5893 リフォーム工事 ㈲スギヤマ自動車 鬼津2576-1 291-5747 自動車整備

誠友 遠賀川2-3-33 701-5003 塗装・住宅リフォーム 大陽板金塗装 虫生津225-5 293-6699 自動車整備

中島塗装 広渡1-13-5 090-1178-0865 塗装工事 高亀自動車工業 老良504-1 293-7957 自動車整備

長浜塗装㈱ 別府3666-2 293-4483 塗装・防水・建築工事 田中モータース 広渡1603-3 293-0108 自動車整備

日隈塗装 鬼津2852-1 293-8681 塗装工事 ㈱T's PROJECT 別府3761-5 291-3322 自動車整備

㈲大角畳店 遠賀川2-7-11 293-0041 畳 ドリームボディー 今古賀484-1 293-6026 自動車整備

渡部表具店 今古賀581-1 293-1028 障子・襖 橋本自動車板金塗装 別府3469 090-2719-3455 自動車整備

㈲江頭トーヨー住器 別府4141 293-1620 ガラス・サッシ ㈱浜田自動車 尾崎390-4 293-1422 自動車整備

フジキ産業 若葉台5-3 293-5835 シャッター・サッシ 誠鈑金 宗像市徳力1-4-1 自動車整備

太田電業社 木守1558 293-2915 電気工事 水上自動車修理工場 今古賀464 293-0252 自動車整備

おくしま電器 松の本1-3-13 293-1507 電気工事 ㈲宮崎自動車 別府3473-3 293-3333 自動車整備

㈱ＫＯＹＡＭＡ 老良350-17 050-1242-2046 電気工事 メカニックオートYUJI 旧停2-2-10 291-5508 自動車整備

㈱電太郎 鬼津417 293-5755 リフォーム工事 ㈱縁自動車 松の本4-11-21 701-8778 自動車整備

㈲ビジテック 尾崎912-2 293-7448 電気工事全般 ㈲吉田自動車整備工場 鬼津2400-1 293-7677 自動車整備

二村電設 鬼津2096 293-2235 電気工事 RECARU 旧停1-6-18 482-8411 自動車整備

㈱舛添工業 若松655 293-3686 エアコン・換気工事 ワンズ・ターン・モータースポーツ 若松192-3 293-6996 自動車整備

㈲佐伯工務店 旧停1-6-7 293-0170 水道工事・建築一般 ビーライン遠賀店 今古賀644-1 291-5500 乗用車用タイヤ取付

㈱福田工務店 木守966 293-0168 水道・リフォーム全般等 SENZ 尾崎3８３－６ 293-2623 自動車、オートバイ整備

ハナムラ住設 田園3-30-2 293-7944 給排水給湯工事他 GUNS CUSTOM PAINT 上別府1025-1 701-7362 自動二輪整備

㈲長江 木守967 293-7088 水道管材 いのくち輪業 遠賀川2-1-1 293-0021 自転車・バイク修理

リフォーム等工業関連（建設）

リフォーム等工業関連（自動車・自転車・バイク）

個人店
　共通券（あか）・個人店専用券（あお）両方使用可
　住宅リフォーム等にこにこ得トク商品券使用可
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発行元：遠賀町商工会
3月25日応募受付開始
「25％プレミアム付き遠賀町
応援にこにこ得トク商品券」

取扱店一覧
2022年3月25日現在登録済店舗

商品券購入申込書は遠賀町役場（産業振興課）、
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