
㈲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

㈲須賀石材工業 虫生津1746-1 293-1137 墓石工事

㈲堀内石材店 上別府13-54 293-1114 石材店

伊都屋木材 木守1455-2 293-1927 建築一般 四国石材工業㈲ 若松末国2574-1 293-0112 石材

㈲公建 今古賀237-2 293-6667 建築一般 ㈲石装　臣 広渡1992-4 291-3050 石材

財前建設工業 若葉台1-19 293-5692 建築一般 ㈲都市開発 遠賀川2-4-10　107号 293-0537 土地調査

㈲坂本工務店 上別府1389-4 293-6812 住宅リフォーム他 ㈲岩崎看板店 虫生津南5-26 293-2591 看板

㈲柴建 今古賀506-2 293-1826 建築一般 綜合広告アート２１ 今古賀609-4 293-6659 看板

生活工舎 広渡1584-5 776-1067 建築設備 シンクリエイト 島門10-5 090-2968-0407 看板・リフォーム

中村建設㈱ 別府3565-1 293-3080 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

㈱ＢESS福岡 別府3713-3 291-1700 建築一般 ㈱いまサポおんが一級建築士事務所 遠賀川1-6-5 293-8833 住宅診断

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

エクステリア美空間 松の本5-10-2 482-8285 建設一般

㈱和田工務店 虫生津南11-10 282-1627 建築一般 泉原自動車板金塗装 別府3473-3 701-4253 自動車整備

㈲白木瓦店 浅木461-4 293-6888 瓦・屋根工事 岩本自動車 鬼津1080-10 293-6019 自動車整備

屋根工事　林瓦 尾崎1574 293-4434 屋根工事全般 L.A.G 松の本7-9-8 291-5550 自動車整備

㈲丸真産業 浅木59-1 293-8729 瓦・屋根工事 オートフィールド 尾崎393－32 293-7009 自動車整備

佐々木左官 松の本6-3-7 293-4936 左官 カーサポートエイト 鬼津3471-4 293-6364 自動車整備

昇技建 広渡1-17-5 080-1785-3533 左官・外構 カーボディ中津 鬼津1670-3 293-7755 自動車整備

平木工業 今古賀661-1 293-4472 外構・左官 カーメイク遠賀 若松594 293-2581 自動車整備

結城工務店 広渡2110-15 293-2748 左官 ㈱ガレージシンセリティー 鬼津2027-2 293-3116 自動車整備

㈱SRK 今古賀407-2 701-7943 建築板金 桑野自動車 別府3469 293-4311 自動車整備

野中板金 別府217-9 293-5378 建築板金 CMK 鬼津2397 701-7458 自動車整備

池上塗装 鬼津3388-1 293-0905 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

㈱舛添工業 若松655 293-3686 エアコン・換気工事 RECARU 旧停1-6-18 482-8411 自動車整備

小島住設 蓮角10-1 090-8623-7403 リフォーム・給排水設備工事 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（自動車・自転車・バイク）

個人店
　共通券（きいろ）・個人店専用券（みどり）両方使
用可

リフォーム等工業関連（建設）

リフォーム等工業関連（建設）
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「第２弾25％プレミアム付き

遠賀町応援にこにこ得トク商品券」

「第２弾25％プレミアム付き

遠賀町応援住宅リフォーム等

にこにこ得トク商品券」

取扱店一覧


