
店名 業種 電話番号 地区 店名 業種 電話番号 地区

1 お茶の渡辺茶舗 茶小売業 935-4741 桜丘 116 新生堂薬局　志免店 医薬品小売業 937-5757 志免中央

2 くまもと酒店 酒小売業 935-8577 桜丘 117 十徳や志免店 飲食業 957-7685 志免中央

3 紳士服工房Ｈａｊｉ 衣料品小売業 936-0464 桜丘 118 (株)スポーツの文巧堂 スポーツ用品小売業 935-9745 志免中央

4 スナック菜摘 飲食業 937-0359 桜丘 119 (有)ステーショナリーすぎの志免店 文房具小売業 935-1200 志免中央

5 西日本新聞エリアセンター志免桜丘 新聞小売業 936-3219 桜丘 120 スナック　シャーク 飲食業 935-2632 志免中央

6 美容室　エール 美容業 935-5806 桜丘 121 スナック　ポルシェ 飲食業 937-1173 志免中央

7 ㈲マルタカ 野菜卸売業 935-1814 桜丘 122 すなっく　春浪漫 飲食業 937-3535 志免中央

8 Ｙショップ辛島酒店 酒小売業 935-2199 桜丘 123 スナック　都 飲食業 937-0592 志免中央

9 洋菓子ケルン 菓子製造小売業 935-7829 石橋台 124 そば処　かかし 飲食業 936-2955 志免中央

10 社会福祉法人 柚の木福祉会 社会福祉事業 936-5427 吉原 125 ダーツカフェ　Ｄ’ｓ　House 飲食業 936-0870 志免中央

11 ダスキン志免 各種物品賃貸業 935-2634 吉原 126 つじ蔵・デリカ食品㈱ 食品製造小売業 931-0202 志免中央

12 (有)一心亭 飲食業 936-8007 田富 127 トータルビューティーサロン　こすもす 美容業 935-0590 志免中央

13 ギャラリー彩 骨とう品小売業 936-3155 田富 128 東福岡たぬま動物病院 獣医業 937-3222 志免中央

14 ディスカウントドラッグ　コスモス志免店 医薬品小売業 937-6860 田富 129 裕英うどん 飲食業 937-3600 志免中央

15 ＪＡ粕屋南部プラザ 野菜小売業 935-2121 田富 130 (有)ピープルライン 自動車部品小売業 403-3456 志免中央

16 スナック　デュレボンテ 飲食業 936-2686 田富 131 (株)フタタ　志免店 衣料品小売業 936-2331 志免中央

17 スナック　よしはら 飲食業 935-3489 田富 132 ファミリーマート　志免中央店 コンビニエンスストア 936-9727 志免中央

18 ソフトバンク志免 情報通信業 935-6717 田富 133 フラワーショップ　遊花 花・植木小売業 937-0444 志免中央

19 パティスリーカプリス 菓子製造小売業 405-4421 田富 134 ヘアーサロン　フクナリ 理容業 936-2841 志免中央

20 味処　福一 飲食業 931-0551 田富 135 飯やダイニングしょうき志免店 飲食業 937-2295 志免中央

21 松岡商店 食料品小売業 935-0872 田富 136 ㈱山倉商事 文房具小売業 935-1407 志免中央

22 シーズ 衣料品小売業 935-4837 志免東 137 洋服の青山　福岡志免店 衣料品小売業 936-8840 志免中央

23 スナック　幸 飲食業 935-6582 志免東 138 ラウンジクミ 飲食業 937-1488 志免中央

24 大衆活魚料理　魚杳 飲食業 935-4923 志免東 139 レストラン　サン・シャイン 飲食業 935-3237 志免中央

25 ハッピーソング 飲食業 936-8178 志免東 140 (有)ワーカーズコープタクシー福岡 旅客自動車運送業 935-0991 志免中央

26 ほぐし整体院　和 整体業 935-7590 志免東 141 クリスタルクリーニング和光舎西友店 洗濯業 936-1212 志免中央

27 マフィン・ガーデン 菓子製造小売業 937-4111 志免東 142 お酒の宮下 酒類卸売業 936-4163 片峰中央

28 万蔵 飲食業 936-8177 志免東 143 クリスタルクリーニング和光舎クリスタル本店 洗濯業 936-3573 片峰中央

29 ミニストップ　志免東３丁目店 コンビニエンスストア 936-5690 志免東 144 相撲料理　若杉山 飲食業 935-7834 片峰

30 焼肉　花英（はなぶさ） 飲食業 936-0020 志免東 145 花ののぐち本店 花・植木小売業 936-4187 片峰中央

31 リンガーハット福岡志免田富店 飲食業 931-2223 志免東 146 たびっとくんツアー 旅行業 935-8412 王子

32 居酒屋　ゑびす 飲食業 936-6553 東公園台 147 やきとり　梅ちゃん 飲食業 936-7151 王子

33 岩見電気商会 家電小売業 935-0151 東公園台 148 ａｓ（アズ） 自動車小売業 957-7775 南里

34 扇屋 食料品小売業 935-5623 東公園台 149 居酒屋　宝満 飲食業 936-4815 南里

35 大場ラジオ商会 家電小売業 935-0425 東公園台 150 ＥＣＨＩＧＯＹＡ　空港店 雑貨小売業 937-0363 南里

36 ぎょれん食品 水産食料品製造小売業 692-7888 東公園台 151 お好み焼き　とん平 飲食業 935-7685 南里

37 三洋軒支店 飲食業 935-0352 東公園台 152 カメラのキタムラ　志免店 写真現像業 936-6305 南里

38 スナック　ＯＰＥＮ　ＵＰ 飲食業 935-8163 東公園台 153 Gran’Ma’s KITCHEN 飲食業 936-9166 南里

39 そう菜のやおき屋 惣菜小売業 935-0451 東公園台 154 こっとんの森 衣料品小売業 405-2255 南里

40 デリカショップ　ハチハチ 惣菜小売業 935-0378 東公園台 155 幸龍 飲食業 936-3405 南里

41 ㈲はたもと商店 容器卸売小売業 935-2153 東公園台 156 小料理　雅 飲食業 936-2901 南里

42 福永商店 日用雑貨小売業 935-1465 東公園台 157 三栄畳材(有) 畳卸売業 935-3724 南里

43 プラスカーナ 雑貨小売業 937-6600 東公園台 158 酒処　まんげつ 飲食業 935-5055 南里

44 ヘアークラブ　みわ 美容業 935-5564 東公園台 159 酒楽　ひとひら 飲食業 935-0625 南里

45 ベジフルサービス 野菜小売業 936-6087 東公園台 160 スナック　けい 飲食業 936-5718 南里

46 松嶋ミート 食肉小売業 935-0307 東公園台 161 スナック　しろ～ず 飲食業 935-2267 南里

47 メガネ・時計・宝石　ヤスコウチ 時計眼鏡小売業 935-0237 東公園台 162 スナック　どーる 飲食業 935-4905 南里

48 焼肉　モランボン 飲食業 936-7223 東公園台 163 スナック　ポプリ 飲食業 936-7221 南里

49 吉田プロパン 燃料小売業 935-0214 東公園台 164 スナック　好恵 飲食業 936-7295 南里

50 ㈱吉田マネジメント 建築工事業 937-5566 東公園台 165 セブンイレブン　志免南里店 コンビニエンスストア 285-5412 南里

51 レディスショップ　トムヤ 衣料品小売業 935-0115 東公園台 166 たべっこのみっこ　悠 飲食業 935-9547 南里

52 アートヘアー　リーベ 美容業 935-9777 志免 167 中華食堂Hana China 飲食業 692-7867 南里

53 アサヒ軒 飲食業 935-0443 志免 168 中華料理１１番 飲食業 935-3800 南里

54 アトリエ　フラワーキッチン 花・植木小売業 936-3161 志免 169 天龍ラーメン 飲食業 南里

55 居酒屋　肴也 飲食業 937-0355 志免 170 ㈲天龍タクシー 旅客自動車運送業 934-1058 南里

56 内山米穀店 米穀類小売業 935-0071 志免 171 ディスカウントドラッグ　コスモス南里店 医薬品小売業 935-0055 南里

57 ＬＳＣサービス（ハウスクリーニング） 建物サービス業 937-2787 志免 172 内藤自動車 自動車整備業 937-0718 南里

58 恵比須饅頭 菓子製造小売業 935-0518 志免 173 ニュー菜の花 飲食業 936-8605 南里

59 おしゃれＥＣサロン６８ 理容業 935-0388 志免 174 新田酒店 酒小売業 935-1851 南里

60 お茶の大円 茶小売業 936-1177 志免 175 ハカタカラー志免店 写真現像業 937-0077 南里

61 （有）粕屋石油 ガソリンスタンド 935-0366 志免 176 ㈱八仙閣 飲食業 935-9445 南里

62 きのした酒店（銀座通り） 酒小売業 935-0233 志免 177 ビューティサロン　都 美容業 936-3025 南里

63 くすりのタケハラ 医薬品小売業 935-0075 志免 178 美容室ヴォーグ 美容業 937-2955 南里

64 くすりの池田志誠堂 医薬品小売業 935-0363 志免 179 弁当のむら川 惣菜小売業 936-2936 南里

65 古賀鮮魚店 鮮魚小売業 937-0418 志免 180 ホットショット 飲食業 935-5307 南里

66 (有)酒ハウス・七福神 酒小売業 935-4000 志免 181 堀兄弟自動車販売　整備工場 自動車整備業 935-7688 南里

67 さつき化粧品 化粧品小売業 935-0367 志免 182 松活 飲食業 936-3818 南里

68 ㈱サカグチ 衣料品小売業 935-0234 志免 183 焼肉　明秀苑 飲食業 936-5656 南里

69 彩愛　フォーヘア 美容業 937-1911 志免 184 もつ鍋　みやざき 飲食業 935-4968 南里

70 しめ寿し 飲食業 935-6688 志免 185 もつ鍋　茶びん 飲食業 935-1918 南里

71 スナック　チャップリン 飲食業 936-4820 志免 186 ヤスコウチ電器 家電小売業 936-1305 南里

72 スナック　フレンド 飲食業 935-0714 志免 187 ゆき薬品 医薬品小売業 935-4186 南里

73 スナック　巴里 飲食業 936-5090 志免 188 ラピース 飲食業 937-4310 南里

74 スマイル･ケア･タクシー 旅客自動車運送業 936-7339 志免 189 リサイクルショップ　エコモン 雑貨小売業 0120-177-462 南里

75 セブンイレブン志免中央店 コンビニエンスストア 937-3456 志免 190 ローソン志免南里店 コンビニエンスストア 937-2565 南里

76 高山文具店 文房具小売業 935-5114 志免 191 和風スナック　ゆう子 飲食業 936-5078 南里

77 高嶋整体院 整体業 936-8002 志免 192 和風スナック　あづち 飲食業 935-4997 南里

78 武田メガネ　志免パーク店 眼鏡小売業 936-1241 志免 193 居酒屋　茂 飲食業 935-6683 別府東

79 宝プロパンガス㈱ 燃料小売業 935-1391 志免 194 ㈲鹿毛商店 酒小売業 935-3635 別府東

80 大吉寿司 飲食業 936-2231 志免 195 みづほ食堂 飲食業 935-8047 別府東

81 つつみミシン 家電小売業 936-3218 志免 196 居食屋　大海 飲食業 931-8222 別府

82 手づくり寝具の世利ふとん店 寝具小売業 935-0111 志免 197 うえすたん空港店 飲食業 936-5515 別府

83 デオデオ志免店 家電小売業 935-4357 志免 198 うどんの善勝 飲食業 935-8799 別府

84 富田印房 印鑑小売業 935-0245 志免 199 うなぎ処　五斗蔵寺の屋 飲食業 626-7073 別府

85 ネクストＭＣ㈲　タイヨー商会 自転車小売業 935-0128 志免 200 クリスタルクリーニング和光舎ザ・ビッグ店 洗濯業 936-9333 別府

86 のみ処　玄 飲食業 936-0336 志免 201 クリスタルクリーニング和光舎トライアル空港店 洗濯業 935-3151 別府

87 萩原理容 理容業 935-3123 志免 202 ご馳走屋　浩万 飲食業 936-3846 別府

88 はら寿司 飲食業 935-8626 志免 203 五右衛門うどん 飲食業 936-5617 別府

89 橋爪金物店 建築材料小売業 935-0101 志免 204 スナック　峰 飲食業 935-6497 別府

90 美容室　きゃっと 美容業 935-1900 志免 205 セブンイレブン志免西小学校前店 コンビニエンスストア 937-1717 別府

91 ファッションあい 衣料品小売業 935-0842 志免 206 田畑酒店 酒小売業 935-0061 別府

92 ファミリーショップ　モモツカ たばこ小売業 935-1503 志免 207 フードギャラリー長崎屋 食肉小売業 937-2008 別府

93 ファミリーマート　福岡志免店 コンビニエンスストア 937-4188 志免 208 古川商店 野菜小売業 935-0133 別府

94 フレッシュベーカリーアソウ 菓子製造小売業 936-1078 志免 209 本格中華　鴻福家 飲食業 937-0378 別府

95 ペリカン運送 運送業 935-0015 志免 210 松崎からだ回復センター 整体業 400-3553 別府

96 ミコー薬局 医薬品小売業 935-3960 志免 211 メンズショップ　タチバナ 衣料品小売業 936-0486 別府

97 メガネのニシヨリ 眼鏡小売業 936-1121 志免 212 やきとり　蔵 飲食業 937-3234 別府

98 やなみ食堂 飲食業 935-1547 志免 213 洋菓子のキシカワ 菓子製造小売業 935-3838 別府

99 焼き鳥　居酒屋　若杉 飲食業 936-5703 志免 214 ローテンブルグ・手作りケーキの店 菓子製造小売業 936-0009 別府

100 ㈲宮忠　ラーメン麺屋わ 飲食業 936-2080 志免 215 大塚商店 食料品小売業 935-0588 別府西

101 リフォーム　みすず 衣服裁縫修理業 090-7169-9196 志免 216 亀山プロパン 燃料小売業 935-0487 別府西

102 竜宮城 飲食業 935-6670 志免 217 亀山酒店 酒小売業 935-0487 別府西

103 レストラン　華 飲食業 936-8587 志免 218 珈琲の家 飲食業 629-8202 別府西

104 レディスショップふくどめ 衣料品小売業 935-2986 志免 219 クリスタルクリーニング和光舎アネシス店 洗濯業 611-1620 別府北

105 Ａｎｎｙのお気に入り志免店 雑貨小売業 937-2802 志免中央 220 （有）さくら薬局　アネシス空港東店 医薬品小売業 612-1780 別府北

106 岩田屋志免サロン 百貨店 936-3121 志免中央 221 セブンイレブン志免別府店 各種食料品小売業 623-4933 別府北

107 居酒屋　富来楼 飲食業 935-3434 志免中央 222 (株)たかた商会 ギフト商品小売業 611-3333 別府北

108 うえすたん志免店 飲食業 937-2828 志免中央 223 ドラッグストアモリ　空港東店 医薬品小売業 629-3777 別府北

109 大賀薬局　志免店 医薬品小売業 936-7015 志免中央 224 (有)パッション 衣料品製造業 612-8702 別府北

110 大場輪業商会 自動車部品小売業 935-5225 志免中央 225 ぱんの店　えぐち パン製造小売業 622-8788 別府北

111 カーコンビニクラブ　キュービック 自動車整備業 935-0435 志免中央 226 ㈱松田自動車整備工場 自動車整備業 621-3226 別府北

112 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 飲食業 936-3338 志免中央 227 レンタルブック空港東 物品賃貸業 622-8884 別府北

113 家伝料理　はな 飲食業 935-2050 志免中央 228 Ｙショップ　別府橋本酒店 食料品小売業 611-1513 別府北

114 靴のイシバシ 靴小売業 935-5004 志免中央 229 (有)今泉交通 旅客自動車運送業 935-0047 須恵

115 シャン・ドウ・フルール 雑貨小売業 936-0986 志免中央

志免町プレミアム商品券加盟店一覧表

※　下記の加盟店ではＡ券・Ｂ券とも両方利用可能です　※



電話番号 地区

937-5351 田富

937-5115 田富

931-2321 田富

937-1119 志免東

957-8331 志免東

937-1931 志免

957-8031 志免

936-1371 志免中央

935-3711 志免中央

937-0085 南里

957-8500 南里

936-1353 別府

611-2121 別府北

612-8866 別府北

電話番号 地区

935-0113 志免中央

935-6881 桜丘

935-0274 志免

935-0793 志免東

935-3641 桜丘

935-3543 別府

936-0680 王子

405-5703 宇美

937-1931 志免

957-8031 志免

935-2881 片峰

935-0211 志免中央

935-8906 志免東

936-5083 須恵

936-4152 桜丘

936-1933 片峰中央

935-5603 桜丘

935-0530 志免東

935-1404 別府西

935-1637 桜丘

612-8866 別府北

935-0306 東公園台

935-1570 志免

936-5104 桜丘

937-5086 片峰中央

935-2735 桜丘

935-0102 志免

935-0143 田富

935-2436 吉原

935-2860 志免東

936-3941 別府西

935-9500 志免中央

935-0424 東公園台

935-7268 東公園台

937-2787 志免

935-1390 志免

936-4317 南里

工事内容

(株)飯田工務店

(株)アサヒサービス

ハヤシ装飾

長嶺装飾

志免町プレミアム商品券『大型店』一覧表

※　下記店舗ではＡ券のみ使用できます。Ｂ券は使用できません。　※

大型店　店名

（株）マルキョウ　志免店

Family Fashion やまだい志免店

㈱マミーズ

サンコーペット＆グリーン　福岡東店

三菱テント・看板工芸社

ホームプラザナフコ　志免店

ホームプラザナフコ　粕屋店

ジョイント志免

ホームプラザ　ナフコ　志免店

ザ・ビッグ福岡空港東店

事業所名

『住宅リフォーム工事券』加盟店一覧表

※　下記店舗では住宅リフォーム工事券が利用できます　※

西友　志免店

ダイレックス　志免店

㈱ヤマダ電機　テックランド福岡志免本店

石丸工業(有)

髙野ガラス店

山崎工務店

（株）ベスト電器　志免店

ホームプラザ　ナフコ　粕屋店

エクステリア工房

平田建設

平田建築

右田建設

山内工務店

大吉塗装工業

イオン福岡東店

(株)コジマＮＥＷ福岡空港店

濱﨑工務店

パナプラザＡｎａｉ桜丘店エースデンキ

(株)前澤電気工業

(有)吉原電工社

粕屋製畳(有)

(株)庭園空間ラボ 造園・外構

物置・車庫・門扉

土木・塗装・外構

寺田板金店

リフォーム

内装・外壁塗装

内装・クロス・カーテン

建築塗装

建築設計・施工

板金・雨樋

ホームオーニング

車庫

木工事・リフォーム工事

建築

造改築

エクステリア

畳ふすま工事一式

オール電化・太陽光

志免設備工業(株) 給排水設備・太陽光

オール電化・太陽光

オール電化・太陽光

家電・住設機器

(有)武内電器商会

上下水道工事・衛生設備工事

佐藤電器

(株)コジマ　ＮＥＷ　福岡空港店

川崎建設(株)

大塚電器サービス

(有)相良建設工業

内装工事一式

リフォーム工事

アルミ・サッシ・網戸・ガラス取替

建築設計・施工

オール電化

電気工事・空調工事

造改築・新築

一般建築土木工事

電気工事

権丈板金工業所 雨樋・金属屋根・板金工事

増改築栗本工務店

衛藤瓦工事所 屋根工事

大場ラジオ商会 オール電化・太陽光

アイフルホーム福岡東店

LSCサービス リフォーム工事

宝プロパンガス(株) ガス機器・配管工事

使用できる具体使用できる具体使用できる具体使用できる具体

例例例例

自己が居住する物件

の（住宅リフォーム工

事、内装、畳、便所、

台所、風呂、水回り、

内・外壁の塗装工事、

壁、屋根、車庫、造園、

土木、測量、下水道工

事、太陽光発電、オー

ル電化、床暖房）工事

などです。

１世帯で、複数の工事

を抱き合わせてもＯＫ

です！

ただし、施工が伴うも

大型店ではＡ券

（紫色の商品券）

のみ利用可能で


