
大　型　店　※「全店用」のみ使用可能
事業所名 電話番号 住所

ドラッグストアモリ遠賀今古賀店 093-701-5318 遠賀町今古賀461-1

グッデイ遠賀店 093-293-7733 遠賀町今古賀623-1

ドラッグストアモリ遠賀店 093-293-8105 遠賀町鬼津651-1

ゆめタウン遠賀 093-293-8600 遠賀町松の本1-1-1

ひよ子ゆめタウン遠賀店 093-291-4555 遠賀町松の本1-1-1

かば田　オンガ店 093-293-8661 遠賀町松の本1-1-1

白石書店　ゆめタウン遠賀店 093-293-5100 遠賀町松の本1-1-1

オンザアース 093-287-5463 遠賀町松の本1-1-1

靴のワシントン　遠賀店 093-293-8678 遠賀町松の本1-1-1

KMトラベル 093-291-4488 遠賀町松の本1-1-1

飲　食　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

かなむすび 090-9479-7918 遠賀川駅前他（移動販売）

ジモカフェ 093-293-4069 遠賀町浅木2-9-7

とり真 093-293-6010 遠賀町今古賀509-1-1

ひまわりキッチン 093-293-5005 遠賀町今古賀520-1

ハナオコーヒー 093-293-7670 遠賀町尾崎870-1

焼鳥　井上商店 093-293-2102 遠賀町遠賀川1-6-12

中華バル　武遊 093-293-2323 遠賀町遠賀川1-8-5

達磨 093-293-5151 遠賀町遠賀川2-3-33

スナック　ルノアール 093-293-4287 遠賀町遠賀川2-6-10

遠賀屋　糀 093-293-9678 遠賀町上別府1401

焼きとり居酒屋ぴーぷる 093-293-6890 遠賀町旧停1-5-12

智清庵 093-777-4537 遠賀町島門2-12

クィーンボアーズ 093-293-4633 遠賀町広渡1189-1

焼鳥ジブリン 093-982-1985 遠賀町松の本1-10-11

和の膳　繁升 093-293-3045 遠賀町松の本2-19-22

やきとりあごはち 093-293-5021 遠賀町松の本4-1-11

サファイア 080-4275-0922 遠賀町松の本4-11-23

焼肉本舗 093-293-8378 遠賀町松の本4-1-26

麦坊主 093-293-9888 遠賀町松の本5-10-7
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からあげ666 080-5253-0666 遠賀町松の本5-10-7

釜めし＆ステーキ　そら 093-981-9039 遠賀町松の本5-1-4

スナックみわ 093-293-8751 遠賀町松の本5-1-5

ビストロ　エール 093-293-6478 遠賀町虫生津75-7

アラペイザンヌ 093-293-6609 遠賀町虫生津94-1

販　売　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

セブンイレブン遠賀今古賀店 093-293-6671 遠賀町今古賀466-1 新規追加

福田鮮魚店 093-293-0015 遠賀町今古賀522

ミルク館と生活向上委員会 093-293-7520 遠賀町今古賀543-3

石松呉服店（サラダ館） 093-293-4003 遠賀町遠賀川2-5-19

仲野商店 093-293-0011 遠賀町遠賀川2-6-14

水上酒店 093-293-0064 遠賀町遠賀川3-1-1

マキ・マキ屋 093-293-7775 遠賀町上別府1510-8

長江 093-293-7088 遠賀町木守967

福永産業（牛肉のふくなが） 093-293-4129 遠賀町広渡2434

福間商会 093-293-0050 遠賀町別府3384-1

メガネのヨネザワ遠賀店 093-291-2055 遠賀町松の本2-19-25

さかえ屋遠賀店 093-291-2433 遠賀町松の本5-1-2

住　む　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

薬師寺シーリング 093-293-5893 遠賀町浅木3-14-2

平木工業 093-293-4472 遠賀町今古賀661-1

坂本工務店 093-293-6812 遠賀町大字上別府1389-4

屋根工事　林瓦 093-293-4434 遠賀町尾崎1574

三栄建工 093-293-2727 遠賀町尾崎654-1

ビジテック 093-293-7448 遠賀町尾崎912-2

電太郎 093-293-5755 遠賀町鬼津417

ノベルエイト 093-293-9691 遠賀町鬼津991

まごころ建築工房 093-291-4510 遠賀町遠賀川1-4-15

いまサポおんが一級建築士事務所 093-293-8833 遠賀町遠賀川1-6-5-2F 新規追加

誠友 093-701-5003 遠賀町遠賀川2-3-33

オリジン都市開発 093-291-2261 遠賀町遠賀川3-15-6

福田工務店 093-293-0168 遠賀町木守966

シンクリエイト 090-2968-0407 遠賀町島門10-5

ハナムラ住設 093-293-7944 遠賀町田園3-30-2

中島塗装 090-1178-0865 遠賀町広渡1-13-5

左官業　昇技建 080-1785-3533 遠賀町広渡1-17-5

山中造園 093-293-7399 遠賀町広渡1-23-7



かすみクリスタルカンパニー遠賀支店 093-293-0160 遠賀町広渡1341-3

生活工舎 093-776-1067 遠賀町広渡1584-5

江頭トーヨー住器 093-293-1620 遠賀町別府4141

おくしま電器 093-293-1507 遠賀町松の本1-3-13

財前建設工業 093-293-5692 遠賀町若葉台1-19

暮　ら　し　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

キノ美容室 093-293-0813 遠賀町浅木2-5-12

笑　美容室 093-293-4560 遠賀町浅木2-5-4

代行SKアルファー 090-3071-8427 遠賀町今古賀205　C102

水上自動車修理工場 093-293-0252 遠賀町今古賀464

ドリームボディー 093-293-6026 遠賀町今古賀484-1 新規追加

高亀自動車工業 093-293-7957 遠賀町老良504-1

ガレージ・シンセリティー 093-293-3116 遠賀町大字鬼津2027-2

カーサポートエイト 093-293-6364 遠賀町大字鬼津3471-4

シバタデンソー 093-293-2627 遠賀町尾崎1599

浜田自動車 093-293-1422 遠賀町尾崎390-4

オートフィールド 093-293-7009 遠賀町尾崎393-32

ジーデザイン 093-482-8200 遠賀町鬼津992-3

敬和代行 090-3195-8951 遠賀町遠賀川1-2-2

今橋書店 093-293-0038 遠賀町遠賀川1-6-19

ヤマガタデジタルフォロー 090-8625-0233 遠賀町遠賀川1-6-5-2F

てもみ屋　てもにゃん。 093-287-5593 遠賀町遠賀川2-1-1

いのくち輪業 093-293-0021 遠賀町遠賀川2-1-1

柴田石油店 093-293-0058 遠賀町遠賀川2-1-35

サロンド　ラブウレ 093-293-3443 遠賀町遠賀川2-4-3

GUNS CUSTOM PAINT 093-701-7362 遠賀町上別府1025-1

RECARU 093-482-8411 遠賀町旧停1-6-18

ミンファーリ 093-293-6655 遠賀町旧停2-1-41

桑野自動車 093-293-4311 遠賀町別府3469

橋本自動車板金塗装 090-2719-3455 遠賀町別府3469

泉原自動車板金塗装 093-701-4253 遠賀町別府3473-3

宮崎自動車 093-293-3333 遠賀町別府3473-3

T's PROJECT 093-291-3322 遠賀町別府3761-5

美容室グランディール 093-293-7953 遠賀町松の本1-4-12

エルカミーノアフロ 093-701-8862 遠賀町松の本3-6-10

ヘアマジック 093-293-7421 遠賀町松の本4-11-27

写真工房　写真のシライ 093-293-8371 遠賀町松の本4-2-1

ワンズ・ターン　モータースポーツ 093-293-6996 遠賀町若松192-3

舛添工業 093-293-3686 遠賀町若松655



装　い　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

バラエティショップ　メロン 093-293-3744 遠賀町遠賀川2-4-3

衣工房こが 093-293-0028 遠賀町遠賀川2-4-7

ファッションやまもと 093-293-3871 遠賀町松の本5-1-5

造　る　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

ヤマト工芸 093-293-6345 遠賀町老良240-1

池上塗装 093-293-0905 遠賀町大字鬼津3388-1

アーキライン一級建築士事務所 093-982-0097 遠賀町遠賀川3-3-18

堀内石材店 093-293-1114 遠賀町上別府13-54

尾倉緑化 070-4781-3499 遠賀町上別府506-1

かみかわ建装 093-287-7499 遠賀町芙蓉1-2-15

共同石材 093-293-3412 遠賀町虫生津1758

学　ぶ　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

おんが自動車学校 093-293-2311 遠賀町今古賀81-5

医　療　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

しぎょう接骨院 093-293-4678 遠賀町浅木1-20-10

ひでしま整骨院 093-293-5355 遠賀町浅木2-4-8

そ　の　他　※「全店用」「中小店用」使用可能
事業所名 電話番号 住所

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

美容室cave 093-293-1935 遠賀町今古賀495-1

美容室アンジュ 093-293-4638 遠賀町今古賀520-3

いやし処すっきり堂 090-8397-2081 遠賀町今古賀546-2

きちじ整体 093-293-5006 遠賀町鬼津481

柴田自動車整備工場 093-293-0067 遠賀町遠賀川1-5-78

理容平成 093-293-4520 遠賀町遠賀川2-4-8

ヘアースタジオ　クロダ 093-293-0217 遠賀町遠賀川2-6-8

へあさろん　れんげ 093-701-8080 遠賀町木守161-1

デザインパクト 093-293-8551 遠賀町松の本1-10-10

ビューティサロン紀代 093-293-6173 遠賀町松の本4-5-1

SOSマルシェ 093-776-6834 遠賀町松の本6-1-18

エステサロン・アイ 093-293-6861 遠賀町松の本6-2-5



L.A.G 093-291-5550 遠賀町松の本7-9-8

ハウススタジオPeace 093-701-7610 遠賀町虫生津79-1


