
092-936-2200 志免東 092-935-4923 東公園台 092-937-0544

092-936-1177 092-935-6688 志免 092-937-0335

志免東 092-937-1119 092-935-0580 092-936-2231 092-936-3338

南里 092-957-8850 092-935-1113 092-935-3880 092-937-2828

092-936-1353 別府 092-935-1234 志免中央 092-935-2050 別府 ビフテキ屋うえすたん　空港店　 092-936-5515

092-937-5678 別府西 092-936-0855 南里 092-936-3818

別府西 092-957-8002 別府 092-410-3659 田富 092-937-2488

別府北 092-611-2121 桜丘 090-9257-4710 092-935-4366

志免中央 092-936-0986 志免中央 092-935-5612 092-935-4341

田富 092-937-6860 別府西 092-935-5056 092-986-3373 092-935-7720

志免 092-957-8611 092-935-7030 092-937-1911

092-935-0055 志免中央 092-935-1200 092-692-7867 092-410-6430

092-405-0677 092-936-2841

別府 092-937-6136 吉原 092-935-7046 志免 092-936-8141 092-231-8357

別府北 092-629-3777 片峰中央 092-936-4187 志免中央 092-935-3237 片峰中央 092-935-2214

092-936-2800

志免中央 092-936-1371 桜丘 092-936-5104 志免 092-936-8929 092-937-2955

南里 092-957-8500 092-935-0151 片峰中央 092-516-3613

092-935-0425 南里 092-936-5656 092-935-0102

092-957-8031 092-935-0306 092-932-1254

092-937-1931 志免 092-935-1570 東公園台 092-936-6553 092-935-2881

別府北 092-624-4411 南里 092-936-1305 志免東 092-410-2500 092-937-0149

092-937-0355 南里 092-936-8152

志免東 092-957-8331 092-936-9078 別府 （株）岡本工務店　 092-611-5327

092-935-0300 092-937-2295

桜丘 092-935-2199 092-935-0842 092-935-3611 0120-35-2634

092-937-4188 092-935-5383 092-936-4000 092-936-5427

092-937-7008 092-936-2331 092-935-5555 志免 092-936-8002

志免中央 092-935-3156 092-936-8840 092-935-1918 092-937-2787

092-936-2882 南里 092-935-2670 092-935-4857 092-936-3655

092-957-7705 092-719-0614 092-937-3222

092-937-0176 志免 092-935-0128 092-935-2524 南里 090-7291-9398

別府 092-937-1717 志免中央 092-403-3456 092-609-9408

092-623-0601 092-957-7775 092-410-1852 092-405-4821

092-611-1513 092-937-8011 092-935-9547 092-935-7731

御手洗 092-623-7377 092-936-2552 092-936-3846 092-980-1514

092-937-1369 092-937-0718

吉原 092-692-6565 092-936-1241 092-937-3320 092-935-7688

志免 092-936-1078 092-935-3960 092-936-1671

南里 092-517-7058 志免中央 092-935-9745 志免 092-405-1104

092-935-8720 片峰中央 080-5231-7748 田富 092-982-3359

092-936-0009 東公園台 092-981-2352 別府西 080-3951-6101

吉原 092-936-0300 南里 092-936-5139

志免中央 092-935-0478 志免中央 092-937-3600 0120-889-294

別府 092-935-4988 南里 092-935-1588 092-935-5525 092-287-7117

080-2720-0779 吉原 092-935-0371

桜丘 092-935-4741 志免東 092-936-3117 092-935-8556 向ヶ丘 092-931-8380

092-692-7888 志免 092-410-8423 092-936-5015 東公園台 092-935-2153

092-935-0307 092-936-9507 092-577-4582

092-935-0071 南里 092-936-8234 092-410-2976 092-935-0886

092-776-8260 別府北 080-3952-0404 092-935-1040

092-7108260

和光舎クリーニング　クリスタル本店　 092-503-2815

092-624-6688

092-936-9333
別府

ホテル　フロント・イン福岡空港　

和光舎クリーニング　ザ・ビッグ空港東店　

志免
内山米穀店　 Nino Café　 団欒キッチン　 ワーカーズコープタクシー福岡

お肉の大ちゃん　 まほうのろば　

南里

（株）九鏡

ピカソライフワーク　

松嶋ミート　 喫茶・カフェ
別府

からあげ　みなと屋　
志免中央

和光舎クリーニング　志免中央店　

お茶の渡辺茶舗　 バーガーイシダ　by　石田食堂　
南里

元祖中津からあげ　もり山　志免店　 ペットサロン・ハッピー　

東公園台
ぎょれん食品　 淡路島バーガー　福岡志免店　 串ざんまい　南里店　 （有）はたもと商店　

天龍ラーメン　
田富

串ざんまい　田富店　 HAKATA TRIP  

その他食品販売 ハンバーガー やきとり門 原プロパン瓦斯（有）

酒 九州筑豊ラーメン山小屋　志免店　 al Lupo! その他

やまや　福岡志免店　 裕英うどん　 持ち帰り専用・弁当
田富

高松産業（株）　福岡営業所　

ひさや酒店　

別府
ベーカリー　アーリーモーニング　 gocochi Snack＆Bar　むぎほ 士業

ローテンブルグ めん類 CAFÉ＆BAR en 税理士　田中馨子事務所　

フレッシュベーカリー　アソウ　 ミコー薬局　 やきとり居酒屋　唯禅 IT関連

Pas â pas  文巧堂スポーツ　 バー・スナック 銀座通りパソコン教室　

合同会社NA

パン・菓子 その他小売業 旬の工房　久保田　 内藤自動車　

小麦工房パナシェ　
志免

武田メガネ志免パーク店（メガネ・補聴器）　 焼とり　しんとう　 （株）堀兄弟自動車　

南里

（有）糸瀬モーターサービス　

Yショップ　別府橋本酒店　 サイクルベースあさひ　志免店　 悠　 内山自動車　

セブンイレブン　志免御手洗1丁目店　 （有）松岡ホンダ　志免店　

別府

ご馳走屋　浩万　

68トレーナーズ　

セブンイレブン　志免西小学校前店　 （有）ピープルライン　 博多焼鳥　とりかわ本舗　 自動車・バイク・自転車　修理

別府北
セブンイレブン　志免別府店　

南里

アズ　 街角ダイニング　ココハレ　

南里

セブンイレブン　志免新屋敷北店　 学生服のクマガエ　志免店　 串カツ屋　真心　 きりん整骨はりきゅう院　

ファミリーマートドラッグイレブン　志免店　 自動車・バイク　販売 想作Dining　縁　 東福岡たぬま動物病院　

ローソン　志免南里店　

博多よし魚　 高嶋整体院　

デイリーヤマザキ　志免鉄道公園前店　 洋服の青山　福岡志免店　

南里

牛もつ鍋　茶びん　

志免中央

LSCサービス（株）　

nextmc （有）タイヨー商会　 ぢどり屋　いし田

医療・福祉・生活サービス

Yショップ　辛島酒店　 ファッションあい　 大煙　
吉原

ダスキン志免

ファミリーマート　福岡志免店　 レディス　サカグチ　 鍋処さくら　 柚の木福祉会　柚の木学園　志免せんべい村　

つめかいなたこかいナ？瓜　

コンビニエンスストア

志免

ファッションプラザ　サカグチ　

志免中央

大衆居食家しょうき　志免店

志免
ファミリーマート　福岡寿町店　

志免中央
紳士服フタタ　志免店　

スーパービバホーム　福岡東店　 （株）ヤスコウチ電器　 しめ手羽　 （株）山栄ホームズ　

中小加盟店
衣料品

志免
居酒屋　肴也　 （有）山下工務店　

（株）やまだい　

志免
ホームプラザナフコ　粕屋店　 佐藤電器　 居酒屋 藤木良弘設備（株）志免営業所　

ホームプラザナフコ　志免店　 エイム武内　 ゑびす　izakaya　 
片峰

合同会社エクステリア工房　

（株）ヤマダデンキ家電住まいる館　福岡志免本店　

東公園台

岩見電気商会　 七輪さく　 建設・建築

その他小売業 大場ラジオ商会　 焼肉　明秀苑　
志免

粕屋製畳（有）

家電製品 家電製品 焼肉
南里

CALICO Hair Design 

ベスト電器　志免店　 パナプラザAce桜丘/（有）エース電器サービス　 蔵元　志免店 美容室　VOGUE　

ディスカウントドラッグコスモス　福岡空港東店　 花工房　 レストラン　悠雅　 hair＆eyelash iRis  

ドラッグストアモリ　空港東店　 花ののぐち　 レストラン・カフェ　サンシャイン　 HAIR-S Okuzono 

南里
ディスカウントドラッグコスモス　南里店　 ステーショナリーすぎの　志免店　 Hana China ブーゲンビリア　

ドラッグストアモリ　南里店　 花・植物 レストラン
志免中央

ヘアーサロン　フクナリ　

ディスカウントドラッグコスモス志免店　 博多曲物　玉樹　

南里

スリランカレストラン　キヨミ　

志免

Comme Moi　

サンドラッグ　志免店　 文房具 八仙閣　志免店　 彩愛　for  HAIR 

イオン　福岡東店　 花のアトリエ　Kleingarten fufu 中華・多国籍料理
吉原

美容室　Sweet Ravir　

ドラッグストア・薬局 シャン・ドゥ・フルール　 本場インド料理　タージマハル　 ヘアーサロン　はせがわ　

お肉の田中屋　 （有）松活　 美容・理容

マルショク　空港東　 生活・雑貨 てるてる食堂　 ヘアサロン　NATURA　

カレーハウスCoCo壱番屋    福岡志免店　

ジョイント　志免日枝店　 花酢つじ蔵　 和風料理屋　艶　 ビフテキ屋うえすたん　志免店　

別府
イオン九州（株）ザ・ビッグ福岡空港東店　 フジマサ醤油　 家伝料理はな　

スーパーセンタートライアル　福岡空港店　

お好み焼　はる　

スーパー お茶の大円　

志免

しめ寿し・竜宮城　 カラオケ千寿　

マルキョウ　志免店　 キューズミート　 （有）寿司割烹　大吉　
志免中央

しめPay志免町　プレミアム付電子商品券　加盟店一覧 ※　令和4年10月4日現在　登録店舗数173店

大型店　　　
＊中小加盟店商品券は

使用できません。

その他食品販売 和食・寿司 その他飲食業

志免中央

味の明太子ふくや　志免店　 魚杳　


