
業種 加盟店名 住所 電話番号 使える商品券
建設業 ㈱アイエヌジー 志免町別府3-11-14 092-937-6464 内装工事 商品券
建設業 エクステリア工房 志免町片峰3-1-13 092-935-2881 門扉 カーポート ブロック 商品券、工事券
建設業 衛藤瓦工業所 志免町東公園台2-11-16 092-935-7268 屋根瓦葺替え工事 雨漏り工事・修理 瓦止め工事 工事券
建設業 ㈱岡本工務店 志免町別府2-19-8 092-611-5327 住宅・建物リフォーム全般 住宅・建物修理 住宅・建物メンテナンス 工事券
建設業 金沢屋　福岡志免店 志免町桜丘2-11-14 092-937-7052 ふすま 障子 網戸 商品券、工事券
建設業 椛島グリーン 志免町東公園台2-6-14 092-935-0535 剪定 消毒 草刈 商品券、工事券
建設業 川崎建設㈱ 志免町志免東3-3-13 092-935-0530 リフォーム 外構工事 塗装 工事券
建設業 Kyowa　Brave 志免町向ヶ丘2-４－３ 092-935-0309 工事券
建設業 熊本工業㈱ 志免町片峰中央3-12-2 092-935-6080 工事券
建設業 栗本工務店 志免町別府西2-19-1 092-936-3941 一般建築工事業 工事券
建設業 権丈板金工業所 志免町南里7-1-16 092-936-4317 建築板金工事 雨樋工事 雨水貯水タンク設置工事 商品券、工事券
建設業 ㈲相良建設工業 志免町王子3-6-11 092-936-0680 土木工事 舗装工事 外構工事 工事券
建設業 ㈱山栄ホームズ 志免町片峰2-5-34 092-937-0149 増改築 リフォーム 外構 工事券
建設業 ㈱晴栄建設 志免町王子1-26-4 092-937-3835 住宅外構 住宅造成 外構補修 工事券
建設業 ㈱関電気通信 志免町桜丘4-37-7 090-7397-4943 防犯工事 カメラ工事 電気錠 工事券
建設業 タイヘイグリーンサービス 志免町片峰2-1923-3 092-504-5722 造園工事 剪定他管理作業全般 畑土　黒土販売 商品券、工事券
建設業 長嶺装飾 志免町片峰中央4-8-7 092-936-1933 クロス カーテン 床工事　ＣＦシートなど 工事券
建設業 南里造園土木 志免町南里3-3-22 092-936-9380 外構工事 造園工事 エクステリア工事 工事券
建設業 西村建設(株) 志免町南里2-11-11 092-405-7330 商品券、工事券
建設業 野中ふすま店 志免町志免中央3-11-35 092-937-0622 内・外装　 ふすま クロス工事 工事券
建設業 濱﨑工務店 志免町志免東2-9-20 092-935-9655 新築 増改築 工事券
建設業 ハヤシ装飾 志免町桜丘1-17-9 092-936-4152 内装工事 クロス工事 カーテン工事 商品券、工事券
建設業 百済塗装店 志免町大字吉原174-5 092-936-3637 住宅塗装 メラミン焼付塗装 工事券
建設業 平田建築 志免町志免東3-13-21 092-935-0793 木造住宅（新・増築） リフォーム工事 工事券
建設業 MAKIHAUS㈱ 志免町南里3-12-1 092-936-0123 工事券
建設業 山内工務店 志免町別府3-7-12 092-935-3543 工事券
建設業 山崎工務店 志免町吉原196-3 092-935-2436 新築 リフォーム 企画・設計 工事券
建設業 ㈲山下工務店 志免町南里2-22-16 092-936-8152 新築 増改築 リフォーム 工事券
建設業 ㈲吉武設備工業 志免町桜丘2-16-2 092-935-7476 管工事 工事券
小売業 DCMダイキ　ペット＆グリーン福岡東店 志免町田富1-1-1 092-937-5351 ペット用品 園芸用品 日用消耗品 商品券Ａ、工事券

小売業 アズ 志免町南里2-6-10 092-957-7775 新車 中古車 タイヤ 商品券
小売業 アトリエ　フラワーキッチン 志免町志免1-15-3 092-936-3161 生花 鉢・苗 ブリザードフラワー 商品券
小売業 アニーのお気に入り志免店 志免町志免中央4-9-8 092-937-2802 バッグ・アクセサリー・アロマ ベビー・おむつケーキ アニーノニジュース 商品券
小売業 イオン福岡東店 志免町別府北2-14-1 092-611-2121 衣類 食品 ギフト品 商品券Ａ
小売業 池田志誠堂 志免町志免1-16-13 092-935-0363 薬品 商品券
小売業 (有)糸瀬モーターサービス 志免町南里6丁目21-36 092-405-4821 商品券
小売業 岩田屋　志免サロン 志免町志免中央3-3-1 092-936-3121 婦人服 食料品 ギフト好適品 商品券
小売業 岩見電気商会 志免町東公園台1-1-1 092-935-0151 家電販売 オール電化工事 長府ボイラー販売・修理 商品券、工事券
小売業 内山米穀店 志免町志免1-16-8 092-935-0071 米 商品券
小売業 エイム武内 志免町志免3-1-7 092-935-1570 テレビ エアコン リフォーム 商品券、工事券
小売業 ㈲エスビーエス博多の森 志免町志免東2-8-16 092-936-9326 二輪車販売 二輪車・自転車修理 商品券
小売業 エディオン志免店 志免町志免4-8-8 092-935-4357 家電販売 リフォーム エコキュート 商品券、工事券
小売業 恵比須饅頭 志免町志免2-25-35 092-935-0518 いきなり団子 餅 饅頭 商品券
小売業 ㈱大賀薬局志免店 志免町志免中央4-12-15 092-936-7015 商品券
小売業 大塚電器サービス 志免町桜丘2-9-9 092-935-1637 家庭電器製品 商品券
小売業 大場ラジオ商会 志免町東公園台2-5-15 092-935-0425 家電 電気工事 商品券、工事券
小売業 大場輪業商会 志免町志免中央2-2-35 092-935-5225 自動車販売 車検 板金・修理 商品券
小売業 お茶の大円 志免町志免2-22-1 092-936-1177 お茶 結納品 ギフト 商品券
小売業 お茶の渡辺茶舗 志免町桜丘4-25-4 092-935-4741 お茶 乾物 結納 商品券
小売業 お肉の田中屋 志免町別府西3-2-7 092-935-0855 精肉 出張バーベキュー レンタカー 商品券
小売業 学生服　タチバナ 志免町別府3-11-17 092-936-0486 学生服 セーラー服 他、関連商品 商品券
小売業 ㈲鹿毛商店 志免町別府東2-10-1 092-935-3635 酒類 米 商品券
小売業 亀岡プロパン 志免町東公園台1-8-8 092-935-0400 ガス器具 ガス工事 商品券、工事券
小売業 亀山酒店 志免町別府西3-10-31 092-935-0487 酒 商品券
小売業 亀山プロパン商店 志免町別府西3-10-31 092-935-0487 ガス工事 ガス器具販売 商品券
小売業 きのした酒店 志免町志免2-24-2 092-935-0233 朝日山 真野鶴 手取川吉田蔵 商品券
小売業 くすりのタケハラ 志免町志免3-1-2 092-935-0075 医薬品 健康食品 化粧品 商品券
小売業 靴のイシバシ 志免町志免中央3-1-20 092-935-5004 商品券
小売業 くまもと酒店 志免町桜丘1-2-2 092-935-8577 酒類 クリーニング 商品券
小売業 小麦工房　パナシェ 志免町大字吉原95-1 092-692-6565 焼きたてパン サンドウィッチ各種 焼き菓子 商品券
小売業 ザ・ビッグ福岡空港東店 志免町別府3-6-1 092-936-1353 食料品 商品券Ａ
小売業 酒のひさや 志免町別府1-21-6 092-935-4988 日本酒　久保田 焼酎　もぐら 梅酒　赤鬼の梅酒 商品券
小売業 ㈲さつき 志免町志免2-1-22 092-935-0367 アルビオン化粧品 エレガンス化粧品 イグニス化粧品 商品券
小売業 佐藤電器 志免町東公園台1-3-11 092-935-0306 オール電化 リフォーム工事 家電品販売・修理 商品券、工事券
小売業 サンドラッグ志免店 志免町志免4-21-1 092-957-8611 商品券
小売業 シーズ（SEA’S) 志免町志免東2-1-15 092-935-4837 婦人服 雑貨 商品券
小売業 資生堂チェーンストア　M　ひかり 志免町東公園台1-7-3 092-935-0393 スキンケア ヘアケア商品 ファンデーション 商品券
小売業 Champs de Fleurs（シャン・ドゥ・フルール） 志免町志免中央1-11-13 092-936-0986 洋服　ちび寛他 ｂag　ビースタッフ他 ケーキセット 商品券
小売業 ジョイント志免店 志免町田富351-1 092-937-5115 食料品 商品券Ａ
小売業 スーパーセンタートライアル福岡空港店 志免町別府2-17-20 092-937-5678 生鮮食品 日用品・雑貨 商品券Ａ
小売業 ㈲ステーショナリー　すぎの 志免町志免中央2-1-30 092-935-1200 文具・事務用品販売 名刺・印鑑作成 オフィス・住宅リノベーション 商品券、工事券
小売業 セブンイレブン志免中央店 志免町志免1-2-19 092-937-3456 酒 食品 ドーナッツ 商品券
小売業 セブンイレブン志免西小学校前店 志免町別府1-1-15 092-937-1717 セブンプレミアム 酒 商品券
小売業 セブンイレブン志免別府店 志免町別府北1-13-10 092-623-4933 酒 食品 飲料 商品券
小売業 セブンイレブン志免南里店 志免町南里7-1-30 092-285-5412 ７プレミアム ７カフェ ドーナツ 商品券
小売業 そう菜のやおき屋 志免町東公園台1-4-7 092-935-0451 惣菜 鉢盛 弁当 商品券
小売業 ダイレックス志免店 志免町田富3-5-13 092-931-2321 日用品 食料品 医薬品 商品券Ａ
小売業 ㈱たかた商会 志免町別府北1-18-15 092-611-3333 ギフト トロフィー・カップ・メダル 商品券
小売業 宝プロパンガス㈱ 志免町志免1-16-1 092-935-1391 ＬＰガス器具 システムキッチン・バス アクアネオス 商品券、工事券
小売業 武田メガネ　志免パーク店 志免町志免1-3-43 092-936-1241 メガネ 補聴器 サングラス 商品券
小売業 田畑酒店 志免町別府2-11-1 092-935-0061 酒類 有機酢 商品券
小売業 つつみミシン 志免町志免4-3-23 092-936-3218 ミシン ミシン修理 商品券

　　　商品券A・・・商品券A券のみ利用できます（大型店のためB券の利用不可）
主な取扱商品

志免町プレミアム商品券　取扱加盟店一覧

平成27年9月15日現在　　計257事業所
※　業種別五十音順に表示しています。
※　枠色が黄色の店舗は大型店扱いです（A券のみ使用可）。
※　使える商品券の種類は以下のとおりです。
　　　商品券・・・プレミアム商品券A券、B券の両方が利用できます。　　工事券・・・住宅リフォーム工事券が利用できます。



業種 加盟店名 住所 電話番号 使える商品券主な取扱商品
小売業 デリカショップ　ハチハチ 志免町東公園台2-5-20 092-935-0378 日替弁当 コロッケ ラスク 商品券
小売業 nextmc　㈲タイヨー商会 志免町志免3-1-5 092-935-0128 原付車 オートバイ販売 オートバイ修理車検等 商品券
小売業 ディスカウントドラッグコスモス南里店 志免町南里6-24-1 092-935-0055 商品券
小売業 ディスカウントドラッグコスモス福岡空港東店 志免町別府4-24-1 092-937-6136 商品券
小売業 ディスカウントドラッグコスモス志免店 志免町田富4-4-12 092-937-6860 商品券
小売業 ドラッグストアモリ　空港東店 志免町別府北1-12-6 092-629-3777 商品券
小売業 PAZヤスコウチ　 志免町南里3-12-25 092-936-1305 電化製品 住宅リフォーム 健康機器 商品券、工事券
小売業 パティスリー　カプリス 志免町田富3-1-3 092-405-4421 シュークリーム ロールケーキ 焼菓子 商品券
小売業 花のこが 志免町志免2-2-22 092-935-1522 慶弔生花スタンド 花束・アレンジメント 鉢物 商品券
小売業 花ののぐち 志免町片峰中央3-17-8 092-936-4187 慶弔スタンド花 アレンジ・切花 花束・鉢物 商品券
小売業 パナプラザ桜丘　㈲エース電器サービス 志免町桜丘4-26-8 092-936-5104 補聴器 電化製品 プチリフォーム 商品券、工事券
小売業 ハローデイ志免店 志免町志免4-21-1 092-937-7050 生鮮 一般食料品 各種 商品券Ａ
小売業 ピープルライン 志免町志免中央1-14-14 092-403-3456 タイヤ ホイール 車検 商品券
小売業 ファッション　あい 志免町志免2-20-2 092-935-0842 婦人服 靴 BAG 商品券
小売業 ファッションプラザ　サカグチ 志免町志免4-2-1 092-935-0300 ジュエリー ファッション 健康関連商品 商品券
小売業 ファミリーファッションやまだい　志免店 志免町志免東1-10-8 092-957-8331 婦人服 紳士服 子供服 商品券
小売業 ファミリーマート　志免寿町店 志免町志免4-7-10 092-937-7008 ファーストフード プレミアムシリーズ ファミマカフェ 商品券
小売業 ファミリーマート志免中央店 志免町志免大字志免1061-1 092-937-6171 ファーストフード プレミアムシリーズ ファミマカフェ 商品券
小売業 ファミリーマート志免別府店 志免町別府北3-1-12 092-621-1630 ファーストフード プレミアムシリーズ ファミマカフェ 商品券
小売業 ファミリーマート志免南里一丁目店 志免町南里1-3-31 092-937-5361 ファーストフード プレミアムシリーズ ファミマカフェ 商品券
小売業 ファミリーマート福岡志免店 志免町志免3-14-1 092-937-4188 ファーストフード プレミアムシリーズ ファミマカフェ 商品券
小売業 フードギャラリー　長崎屋 志免町別府2-2-1 092-937-2008 牛肉 豚肉 かしわ 商品券
小売業 フジマサ醤油 志免町別府1-8-16 092-935-1234 商品券
小売業 ㈲扶桑燃料 志免町志免中央4-6-7 092-935-0473 商品券、工事券
小売業 ㈱フタタ志免店 志免町志免中央4-1-7 092-936-2331 商品券
小売業 フラワーショップ　遊花 志免町志免中央2-2-1 092-937-0444 生花　アレンジ・花束 鉢物 慶弔スタンド 商品券
小売業 古川商店 志免町別府2-11-29 092-935-0133 野菜 商品券
小売業 フレッシュベーカリーアソウ 志免町志免4丁目14-3 092-936-1078 商品券
小売業 文巧堂スポーツ 志免町志免中央3-1-3 092-935-9745 野球 グランドゴルフ 卓球 商品券
小売業 ベーカリーアーリーモーニング 志免町別府1-1-37 092-935-8720 石炭あんぱん レーズンパン 食パン 商品券
小売業 ㈱ベスト電器　志免店 志免町志免中央4-8-16 092-936-1371 家電 リフォーム工事 商品券Ａ、工事券

小売業 弁当のむら川 志免町南里1-12-20 092-936-2936 弁当 商品券
小売業 ホームプラザナフコ粕屋店 志免町大字志免698-地 092-957-8031 DIY資材 ホームファッション エクステリア各種 商品券Ａ、工事券

小売業 ホームプラザナフコ志免店 志免町志免３-9-20 092-937-1931 家具 日用雑貨 ＤＩＹ・資材 商品券Ａ、工事券

小売業 ほっこり温灸体験と漢方カフェ　ミコー薬局 志免町志免3-1-6 0120-35-2304 漢方 リスブラン化粧品 温灸セット 商品券
小売業 ポプラ　志免片峰店 志免町片峰中央1-4-1 092-936-2496 食品 酒 雑貨　他 商品券
小売業 ㈲松岡ホンダ志免店 志免町南里6-20-7 092-936-2552 新車・中古車・バイク販売 バイク買取 バイク故障診断・修理 商品券
小売業 松嶋ミート 志免町東公園台2-4-1 092-935-0307 精肉全般 新鮮たまご 商品券
小売業 マミーズ志免店 志免町南里2-29-1 092-937-0085 一般食料品 生鮮3品 お酒 商品券Ａ
小売業 マルキョウ志免店 志免町志免東1-9-1 092-937-1119 生鮮食料品 日用雑貨 商品券Ａ
小売業 マルショク空港東店 志免町別府西2-21-1 092-957-8002 食品 日用雑貨 肌着 商品券Ａ
小売業 丸山酒店 志免町御手洗2-13-13 092-621-3725 アルコール類 商品券
小売業 ㈲光安商店 志免町御手洗2-13-19 092-622-5905 LPガス ガス機器 住宅機器 商品券、工事券
小売業 ㈱もち吉　空港店 志免町別府4-23-8 092-935-2411 商品券
小売業 森下米穀店　精米所 志免町御手洗2-5-16 092-621-0558 新潟産こしひかり 熊本阿蘇産こしひかり 北海道産ふっくりんこ 商品券
小売業 安河内時計店 志免町東公園台2-5-18 092-935-0237 時計 メガネ その他修理 商品券
小売業 ㈱山倉商事 志免町志免中央4-5-16 092-935-1407 文具 商品券
小売業 ヤマダ電機　テックランド福岡志免本店 志免町南里5-2-1 092-957-8500 家電 住宅リフォーム モバイル機器 商品券Ａ、工事券

小売業 柚の木学園　志免せんべい村 志免町吉原688-1 092-936-5427 せんべい サブレ 商品券
小売業 洋菓子のキシカワ 志免町別府3-11-1 092-935-3838 洋菓子 和菓子 クッキー 商品券
小売業 洋服の青山　福岡志免店 志免町志免中央4丁目14番１号 092-936-8840 商品券
小売業 ㈱吉田 志免町東公園台2-4-27 092-935-0214 LPガス ガス機器 住宅機器 商品券、工事券
小売業 リサイクルショップエコモン（オフィスエコ福岡） 志免町南里2-13-20 0120-928-908 商品券
小売業 レディスサカグチ 志免町志免2-3-6 092-935-5383 ジュエリー ファッション 健康関連商品 商品券
小売業 レディスショップふくどめ 志免町志免1-4-30 092-935-2986 婦人服 商品券
小売業 ローソン志免南里店 志免町南里3-5-46 092-937-0176 ドーナツ ファーストフード おにぎり 商品券
小売業 Rothen Burg（ローテンブルグ） 志免町別府1-9-8 092-936-0009 バースデーケーキ ケーキ 焼き菓子 商品券
小売業 Yショップ辛島酒店 志免町桜丘4-26-7 092-935-2199 酒類 めんたい 米 商品券
小売業 Yショップ別府橋本酒店 志免町別府北1-14-39 092-611-1513 酒 食料品 雑貨 商品券
飲食業 al Lupo！ 志免町南里1-8-28 092-936-5139 ピザ パスタ ウィスキー・カクテル 商品券
飲食業 居酒屋　肴也 志免町志免2-22-2 092-937-0355 お刺身盛り合わせ ごぼうポッキー 海老チリフォンデュ 商品券
飲食業 居酒屋　ふくろう 志免町志免中央3-5-1 092-935-3434 創作一品料理 商品券
飲食業 居酒屋　なすび 志免町志免中央3-8-5 092-935-7191 商品券
飲食業 居酒屋　宝満 志免町南里1-12-17 092-936-4815 商品券
飲食業 石田食堂 志免町志免東2-1-10 092-936-3117 商品券
飲食業 一心亭 志免町田富2-3-3 092-936-8007 ラーメン チャーハン 餃子 商品券
飲食業 魚杳 志免町志免東3-10-35 092-935-4923 会席料理 慶事・法事料理 寿司・鉢盛・仕出し 商品券
飲食業 ゑびす　izakaya 志免町東公園台1-3-21 092-936-6553 パスタ ピザ 和洋折衷料理 商品券
飲食業 お好み焼　はる　志免店 志免町東公園台2-7-14 092-937-0544 お好み焼 焼そば 焼うどん 商品券
飲食業 牛もつ鍋　茶びん 志免町南里1-8-30 092-935-1918 牛もつ鍋 商品券
飲食業 餃子屋　御利五里 志免町御手洗2-12-1-103 092-623-2677 餃子 手羽先のからあげ スープ餃子 商品券
飲食業 串ざんまい　志免東店 志免町田富4-1-14 092-935-5525 焼き鳥 とんそく からあげ 商品券
飲食業 串ざんまい　南里本店 志免町南里6-2-1 092-936-5015 焼き鳥 とんそく からあげ 商品券
飲食業 幸龍 志免町南里4-1-24 092-936-3405 ラーメン チャンポン 定食 商品券
飲食業 ご馳走屋　浩万 志免町別府2-1-13　レジデンスコスモスⅡ　1F 092-936-3846 いけす料理 地酒 地焼酎 商品券
飲食業 小料理　みやび 志免町南里2-18-8 092-936-2901 商品券
飲食業 桜本陣　苑 志免町桜丘2-11-11 092-935-4715 焼鳥 刺身 一品料理 商品券
飲食業 三洋軒支店 志免町東公園台2-7-2 092-935-0352 ラーメン 商品券
飲食業 しめ手羽 志免町志免東2-8-14 092-410-2500 手羽 ドライカレーチーズ焼き 鶏レバー 商品券
飲食業 十徳や　志免店 志免町志免中央3-5-27 092-957-7685 商品券
飲食業 旬の工房　久保田 志免町別府2-1-16 092-937-1369 魚介 アルコール類 地鶏 商品券
飲食業 ㈲寿司割烹　大吉 志免町志免4-20-11 092-936-2231 寿司 会席 鉢盛・弁当 商品券
飲食業 スナック　M 志免町南里2-18-2 092-935-0556 商品券
飲食業 スナックテンボス 志免町南里1-12-18 092-936-5612 スナック 商品券
飲食業 スナック　ポトス 志免町南里1丁目12-21 092-937-0877 商品券
飲食業 相撲料理　若杉山 志免町片峰1-1-1 092-935-7834 ちゃんこ モツ鍋 活魚 商品券
飲食業 創作寿司割烹　しめ寿司 志免町志免2-13-3 092-935-6688 コース料理 寿司 平日ランチあり 商品券
飲食業 創作焼鳥　大煙 志免町志免中央3-7-1 092-935-3611 焼鳥いろいろ 商品券
飲食業 そば処　かかし 志免町志免中央3-8-8 092-936-2955 カレーうどん ごぼう天うどん 五目うどん 商品券
飲食業 大衆居食家しょうき志免店 志免町志免中央2-1-28 092-937-2295 商品券
飲食業 中華食堂　香苑 志免町志免中央4-9-31 092-957-8185 中華料理 坦々麺 商品券



業種 加盟店名 住所 電話番号 使える商品券主な取扱商品
飲食業 中華ハナチャイナ 志免町南里5-7-17 092-692-7867 ランチ1080円 コース2700円～ 季節野菜とエビと貝柱の塩炒め 商品券
飲食業 仕出し弁当　つじ蔵 志免町志免中央2-2-27 092-931-0202 仕出し料理 折詰弁当 オードブル 商品券
飲食業 手打ち讃岐うどん　雲海 志免町田富4-1-17 092-937-0403 とり天ぶっかけ 釜玉 商品券
飲食業 天翔 志免町御手洗2-12-1 092-629-0017 天ぷら 商品券
飲食業 とん平 志免町南里2-18-8 092-935-7685 焼そば お好み焼き 商品券
飲食業 仲屋　希房 志免町志免中央4-7-10 092-935-2377 中華料理 商品券
飲食業 博多うどんの善勝 志免町別府2-　トライアル空港店内 092-935-8799 うどん・そば 丼・カレーライス ざるそば 商品券
飲食業 博多水炊き処　大海 志免町南里6-20-20-1Ｆ 092-931-8222 博多水炊きコース 商品券
飲食業 ㈱八仙閣　志免店 志免町大字南里36-1 092-935-7030 牛バラあんかけチャーハン 皿うどん 八仙定食 商品券
飲食業 はら寿司 志免町志免4-13-1 092-935-8626 ふぐ会席 上にぎり 商品券
飲食業 ピザーラ志免店 志免ｔ町志免中央3丁目1-20 092-937-2900 商品券
飲食業 ビストロＣＯＣＫ鶏屋 志免町別府北1-12-1 092-612-2121 鶏ちゃん焼 骨付きもも焼 鶏屋の唐揚げ 商品券
飲食業 ビフテキ屋　うえすたん志免店 志免町志免中央1-7-22 092-937-2828 ビフテキ 焼肉 ハンバーグ 商品券
飲食業 ビフテキ屋　うえすたん空港店 志免町別府3-5-17 092-936-5515 ビフテキ ハンバーグ 商品券
飲食業 裕英うどん 志免町志免中央3-10-18 092-937-3600 うどん・そば かしわおにぎり いなり寿司 商品券
飲食業 風林火山2号店 志免町志免中央3-1-20 092-936-3530 焼鳥 商品券
飲食業 福七（中華料理） 志免町志免4-13-5 092-936-6688 酢豚 手羽先 担担麺 商品券
飲食業 フレンド 志免町志免2-26-8 092-935-0714 スナック店 ワイン 焼酎 商品券
飲食業 松活 志免町南里4-12-12 092-936-3818 お祝・法事用会席 オードブル・刺身盛合せ 各種定食・お弁当 商品券
飲食業 marumasa 志免町別府1-1-12 092-692-7847 特製スペアリブ シーフードペペロンチーノ フルボトル１本1000円ワイン 商品券
飲食業 まるよしラーメン 志免町南里1-8-28 090-1925-0777 ラーメン 商品券
飲食業 Ｍember’s Snack ちんとんしゃん 志免町志免中央3-7-1　東福ビル1Ｆ　 092-937-3535 洋酒 焼酎 生ビール 商品券
飲食業 もつ鍋　みやざき 志免町南里2-18-8 092-935-4968 商品券
飲食業 やきとり　鳥幸 志免町南里1-12-17 092-935-1982 焼鳥 商品券
飲食業 やきとり居酒屋　唯禅 志免町別府1-20-6 092-936-1671 商品券
飲食業 焼肉なべしま空港店 志免町別府北1-12-5 092-623-5761 焼肉 商品券
飲食業 焼肉　花英 志免町志免東1-3-14 092-936-0020 和牛専門店 自家製キムチ 商品券
飲食業 焼肉　明秀苑 志免町南里7-6-33 092-936-5656 牛・豚・鳥　焼肉 チヂミ・一品料理 マッコリ・酒類 商品券
飲食業 焼肉問屋　富國新 志免町南里6-14-2 092-936-1719 焼肉 酒類 商品券
飲食業 焼肉　ニューモランボン 志免町東公園台2-6-3 092-936-7223 焼肉 石焼ビビンバ チヂミ 商品券
飲食業 焼肉みらく 志免町志免東3-10-30 092-936-5715 焼肉 ホルモン 一品・セットメニュー 商品券
飲食業 山小屋ラーメン志免店 志免町吉原743-6 092-936-0300 ラーメン ギョウザ 昭和ラーメン 商品券
飲食業 悠 志免町南里6-14-1 092-935-9547 お刺身 自家製デザート コース・飲み放題有 商品券
飲食業 ラーメン麺屋　わ 志免町志免4-15-1 092-936-2080 ラーメン ギョウザ 馬刺し 商品券
飲食業 拉麺屋　御利五里 志免町南里3-4-38 092-936-5230 濃く旨黒とんこつラーメン 塩とんこつラーメン 博多しょうゆラーメン 商品券
飲食業 リンガーハット志免田富店 志免町志免東3-15-23 092-931-2223 長崎チャンポン 皿うどん やきそば 商品券
飲食業 レストラン　カフェ　サンシャイン 志免町志免中央4-9-39 092-935-3237 洋食 フレンチ イタリアン 商品券
飲食業 レストランしめのすけ 志免町志免451-1 092-936-8633 お惣菜 お弁当 パン 商品券
飲食業 我まんま　和楽庵 志免町志免1-19-5 092-936-0067 会席料理 冠婚葬祭料理 個室空間 商品券
飲食業 和風スナック　ゆう子 志免町南里2-18-8 092-936-5078 商品券
サービス業 内山自動車 志免町南里2-25-18 092-935-7731 自動車整備 商品券
サービス業 エール美容室 志免町桜丘1丁目29-8 092-935-5806 商品券
サービス業 ＬＳＣサービス㈱ 志免町志免4-2-9-7 092-937-2787 ハウスクリーニング エアコンクリーニング 整理収納 商品券、工事券
サービス業 おしゃれサロン　えりぐち 志免町志免2-20-1 092-935-0388 理容施術 商品券
サービス業 カーサービス　ビッケ 志免町東公園台2-21-21 092-935-0662 中古車 車検 塗装 商品券
サービス業 カラオケ　千寿 志免町志免2-3-15 092-937-0335 食べ物持込みOK 貸切可 商品券
サービス業 ＣＡＬＩＣＯ　Ｈair Design 志免町南里2-6-1 092-936-2800 美容 商品券
サービス業 国際コメディシアターフェスティバル 志免町志免2-27-16 092-936-7732 商品券
サービス業 彩愛　for　HAIR 志免町志免3-10-15 092-937-1911 アジュバン化粧品 ビーバンジョア 商品券
サービス業 ジモコムかすや 志免町王子1-18-1　南里ビル3Ｆ 092-410-4318 サークル誌 同窓会誌 カレンダー 商品券
サービス業 高嶋整体院 志免町志免4-22-11 092-936-8002 整体施術 商品券
サービス業 ダスキン志免 志免町大字吉原120-地の1 092-935-2634 ダスキン用品 マット・モップ 浄水器 商品券
サービス業 たびっとくんツアー 志免町王子4-6-10 092-935-8412 団体企画旅行 パックツアー商品 航空券 商品券
サービス業 天龍タクシー 志免町南里4-15-2 092-934-1058 タクシー事業 商品券
サービス業 内藤自動車 志免町南里6-7-1 092-937-0718 自動車整備・点検 自動車板金塗装 中古車・新車販売 商品券
サービス業 Ｎａｉｌ＆Ｂｅａｕｔｙ　Ｂｅｌｌｅtoujours 志免町南里4-1-16 092-410-2312 ジェルネイル 酸素カプセル 商品券
サービス業 博多の森ドライビングスクール 志免町王子1-28-16 092-935-6500 普通自動車の教習 普通自動二輪車の教習 大型自動二輪の教習 商品券
サービス業 美容室　ＶＯＧＵＥ 志免町南里4-1-16-1Ｆ 092-937-2955 美容メニュー 癒しのメニュー ヘアケア・化粧品の販売 商品券
サービス業 ＢＩＹＯＳＨＩＴＳＵ　えりぐち　2LOVER8 志免町志免2-20-1　2Ｆ 092-936-6833 美容施術 商品券
サービス業 美容室　marque 志免町志免3-1-25 080-5215-1538 美容 商品券
サービス業 Ｂougainvillea 志免町志免3-1-6　3Ｆ 092-410-6430 カット カラー パーマ 商品券
サービス業 HAIR　CLUB　みわ 志免町東公園台2-2-1 092-935-5564 ヘアカラー カット・パーマ 着付け（ｳｪﾃﾞｨﾝﾌﾞ） 商品券
サービス業 ヘアーサロン　ふくなり 志免町志免中央1-14-18 092-936-2841 理容 商品券
サービス業 hairsalon NATURA 志免町田富3-1-3 092-937-2488 美容室 アイラッシュ 商品券
サービス業 ㈱堀兄弟自動車 志免町南里2-23-18 092-935-7688 自動車整備 新車・中古車販売 商品券
サービス業 松崎からだ回復センター 志免町別府1-25-13 092-400-3553 無痛療法 姿勢健康診断 骨盤矯正 商品券
サービス業 ㈱みやび 志免町別府東1-1-1 092-401-5599 リフォーム業工事 FP相談業務 健康食品販売 商品券、工事券
サービス業 リーベ美容室 志免町志免4-13-10 092-935-9777 カラー フェイシャルエステ 着付け 商品券
サービス業 リラクスペース　mano 志免町志免中央3-8-11 092-937-1730 整体施術 アロマリンパマッサージ施術 化粧品 商品券
サービス業 和光舎クリーニング　アネシス店 志免町別府北2-2-2 092-611-1620 衣類クリーニング 毛布・布団クリーニング カーペットクリーニング 商品券
サービス業 和光舎クリーニング　クリスタル本店 志免町片峰中央3-11-3 092-936-3573 衣類クリーニング 毛布・布団クリーニング カーペットクリーニング 商品券
サービス業 和光舎クリーニング　ザ・ビッグ店 志免町別府3-6-1 092-936-9333 衣類クリーニング 毛布・布団クリーニング カーペットクリーニング 商品券
サービス業 和光舎クリーニング　志免店 志免町志免4-3-23 092-936-1212 衣類クリーニング 毛布・布団クリーニング カーペットクリーニング 商品券
サービス業 和光舎クリーニング　南里店 志免町南里7-6-31 092-776-0347 衣類クリーニング 毛布・布団クリーニング カーペットクリーニング 商品券
製造業 粕屋製畳㈲ 志免町志免2-23-22 0120-070-513 畳 商品券、工事券
製造業 カンテ工芸舎 志免町志免東2-8-5 092-935-8906 テント 看板 工事券
製造業 ㈲清原印刷 志免町志免中央1-16-1 092-935-0601 印刷物 商品券
製造業 ぎょれん食品 志免町東公園台1-4-8 092-692-7888 冷凍魚介類 塩干物 刺身 商品券
製造業 (有)野中製畳 志免町志免中央3丁目11-38 092-935-6053 工事券
卸売業 昭永商事㈱ 志免町南里2-12-16 092-936-5900 防災商品 防犯用品 塗装 商品券
卸売業 ㈲はたもと商店 志免町東公園台2-4-28 092-935-2153 食品包装資材 商品券
その他 ＪＡ粕屋ふれあいの里 志免町田富2-1-1 092-935-2120 地元新鮮野菜 農産加工品 粕屋産今摺米 商品券
その他 田代商店 志免町南里2-16-10 090-7156-7520 消火器関連 消火栓設備 訓練用放射器具 商品券
その他 博多カラー 志免町南里3-1-30 092-937-0077 写真プリント 撮影 ダビング 商品券


