
寿司 喫茶・食事処 食品販売 ほうしゅやまジム整骨院 591-0508 ガス・燃料・電気
下大利 すし辰 581-7765 牛頸 森のぶどう 915-5151 南ケ丘 大野城市サンシャイン㈱ 596-8843 酒井鍼灸院 585-5454 下大利 大利液化ガス㈱ 581-7997

白木原 鮨 ゆうこう 592-8181 ｶﾌｪ＆ｷﾞｬﾗﾘｰ　レグラン 591-3061 海産物のしかしま 572-9321 瓦田 くじらはりきゅう整骨院 404-0015 ㈲中島商会 571-0757

大池 ㈲　一　力 503-7832 お好み亭 591-5133 下大利ウエスタン 582-9822 川久保 ㈲愛ケアプランサービス 514-1414 増田石油㈱大野城給油所 571-4153

川久保 ㈲寿司こばやし 504-0022 どんどん亭　大野城店 573-3548 東大利 合同会社　華の実 558-0000 御笠川 御笠川デンタルクリニック　ヒカリ 513-3315 栄町 ㈲榊ガス産業 581-1559

錦町 かっぱ寿司　大野城店 589-0670 中華料理　福味居 558-5458 ㈲太平閣 581-0395 山田 だいち接骨院 404-0739 雑餉隈 藤井液化ガス㈱ 581-1278

焼肉 川久保 一品香　大野城店 586-6789 豆香洞コーヒー 502-5033 薬局・薬品関係 葬儀

若草 國若草の小屋焼肉店 515-0804 大池 ぽんぽこ 503-6768 季旬館 572-3930 若草 ドラッグイレブン大野城若草店 583-9200 上大利 ㈲七福社 596-4321

焼肉　桃花園 595-6655 ｃａｆｅ　Ｍａｋｕｍａ 558-0606 川久保 はちみつジャム工房BeeBee 558-9728 上大利 ドラッグイレブン上大利店 589-2261 瓦田 ㈲大野城葬祭 572-1358

焼肉　壱州苑 596-3917 コメダ珈琲店　大野城乙金店 558-5791 タアムトブ食品 585-3902 ㈲時札薬局 572-0353 クリーニング

瓦田 焼肉たべようや 586-8910 ミスタードーナツ　ｲｵﾝ大野城店　 　 513-5677 カルディコーヒーファーム　イオン大野城店 572-2442 ちとせ薬局 588-5240 筒井 ㈲クリーニングのつつい 586-1166

上大利 酒とバラの日々 595-2520 マクドナルド　ｲｵﾝ大野城店   513-5301 かば田　ｲｵﾝ大野城店 501-5534 東大利 ドラッグコスモス　下大利店 581-1080 学ぶ

下大利 下大利ホルモン 707-4129 サーティワンアイスクリーム　ｲｵﾝ大野城店 558-9365 ㈲はやと 581-4370 白木原 白木原薬局 581-0920 月の浦 月の浦保育園 595-5700

乙金 ワンカルビ　大野城店 504-1129 やよい軒　ｲｵﾝ大野城店    588-7178 畠中珈琲焙煎舎 576-9776 白木原 ドラッグイレブン白木原店 915-1131 次世代ゼミ　ファインズ　南ヶ丘スクール 595-8622

錦町 焼肉　たしろ 502-1241 サイゼリヤ　ｲｵﾝ大野城店 588-6330 曙町 大野城市市役所売店 573-8084 御笠川 ドラッグコスモス　御笠川店 513-9577

御笠川 ㈱山北 504-7701 仕出し・弁当・惣菜 御笠川 ㈱グリーンキュービック福岡営業所 503-8773 大城 かめや薬局 503-4588

めん類 白木原 博多とよ唐亭　白木原店 573-3411 山田 ㈱福ふく 588-1333 大池 ドラッグストア　モリ　大池店 503-8850 つつじヶ丘 おひさま保育園 595-5702

東大利 うどんの万徳屋 586-9475 乙金 からあげ桜　イオン乙金店 404-6341 花 川久保 ドラッグイレブン大野城川久保店 583-4056 ㈱南福岡自動車学校 581-2231

リンガーハット福岡白木原店 573-2208 錦町 ミートハウスよしだ屋 593-2152 フラワーショップ花びれっじ 596-8701 理容・美容 Ｔａｇトレーニングジムたぐち整体院 404-9555

本格手打うどん甚徳 573-7037 御笠川 唐揚げ専門店　鶏膳 707-9557 南ヶ丘ガーデン 596-2026 畑ヶ坂 美容室パスタイム 596-1748

能古うどん　イオン大野城店 574-2232 スーパー・コンビニ 錦町 フローラトガミ　ｲｵﾝ大野城店 575-3057 若草 美容室す～り～る 595-8711

想夫恋　大野城店 572-2133 若草 エフコープ生活協同組合 大野城店 596-7254 白木原 縁　Eｎｉｓｈｉ Flower 986-0722 ｈａｉｒ ｄｉ－ｓｅ　Ｖｅｒｉｎｏ 596-5831 白木原 宗野教室 501-3646

雑餉隈 信濃庵 582-1758 いせやフーズクラブ下大利店 513-8550 眼鏡・コンタクト ｈａｉｒ ｍａｋｅ　Ｃｏｅｕｒ 595-8082 瓦田 次世代ゼミ　ファインズ　白木原スクール 584-8889

御笠川 狐狸庵 503-1202 ファミリーマート下大利1丁目店 589-6806 緑ヶ丘 メガネのヨネザワ大野城店 589-2510 ヘップバーン化粧品店 596-3731 山田 進学個別　ファインズ　御笠スクール 588-5500

山田 うどん大文字　大野城本店 572-8922 セブンイレブン大野城下大利1丁目店 574-1010 下大利 ヨネザワコンタクト下大利店 587-7020 Ｌａｃｈｅ～ラーシュ～ 287-2652 自動車・バイク・修理
春日原 六長屋 581-7656 東大利 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城東大利４丁目店 502-6707 武田メガネ　イオン大野城店 591-7811 理容ナガミツ 582-6888 横峰 ヴィンテージ８１ 596-3199

和食 白木原 ファミリーマート大野城駅前店 588-8533 アイシティ　ｲｵﾝ大野城店 593-7753 サロンド・ツカモト 591-6595 白木原 BS麻生 581-1774

牛頸 小料理 しげ 595-1240 瓦田 ㈱エルショップ　エル５ 586-3105 ＯＷＮＤＡＹＳ　ｲｵﾝ大野城店 502-3338 ヘアーサロン　男爵 581-9497 瓦田 ㈲ 三宅電機 571-2422

南ヶ丘 味処　由布 596-4618 乙金東 セブンイレブン大野城乙金東1丁目店 503-2708 紅葉ヶ丘 めがね物語 558-8858 美容室 紗蘭 584-3561 錦町 バイクルハウス ナカシマ 581-0856

上大利 たま木 596-3288 筒井 セブンイレブン大野城筒井2丁目店 592-0390 時計・宝飾・携帯 キッスヘアー 585-8710 ㈱田中自動車工業 503-3559

味処　花むら 582-3060 錦町 セブンイレブン春日原駅東店 572-7759 白木原 石橋貴金属製作所 582-1022 hair art CACHET 502-6242 藤井自動車 504-1253

博多久吉 581-5176 山田 ファミリーマート大野城山田店 588-8611 ｔｉｍｅ－Ｑ　ｲｵﾝ大野城店 592-8840 １ｓｔ･ｈａｉｒ 586-4554 ガレージ・コロニー 558-9522

錦町 大衆割烹 呑鳥 710-0314 御笠川 セブンイレブン大野城北市民プール前店 504-3118 リエジュ　ｲｵﾝ大野城店 586-5320 HAIR-MAKE UP La*Voo 586-0220 イエローハット 503-2872

乙金 日本料理 さか本 503-0309 ファミリーマート大野城仲畑一丁目店 588-6657 雑餉隈 ドコモショップざっしょのくま店 584-2989 太郎と花子 584-0271 ㈲エナジー 503-5421

洋食 セブンイレブン大野城仲畑４丁目店 585-7810 寝具 美容室 マキ 584-8890 ライダーズファンショップブラウズ 571-9023

若草 ファミリーマート大野城仲畑三丁目店 588-0355 エスティふとん店 502-1588 アミーラ 587-3022 ㈱グローバルショップ福岡 986-6582

南大利  アンテェナアト（Grand Empire Hotel 内） 596-6361 酒・たばこ ㈱梁井布団店 582-1232 Celeri 986-8914 仲畑 ㈲双葉自動車 571-2932

下大利 Bistro Rocher 586-1838 牛頸 酒のマルタマ牛頸店 596-7626 靴・修理 エンジェルハート 582-6606 太宰府 ㈲竹野自動車工業 918-0360

ビストロユイット 582-0358 南ヶ丘 高田たばこ店 596-2330 下大利 あすなろ　下大利店　　 501-9050 もみ徳　白木原店 775-0305 リサイクル・レンタル・貸スタジオ

sumi to budo.acca. 558-0121 下大利 福田酒店 581-0975 乙金 ABCーMART　ｲｵﾝ乙金店 580-9811 曙町 ラメール 517-0139 乙金東 厨房Ⓡ創庫（エムケー厨設） 504-2270

乙金台 欧風懐石 勝 503-0503 つつじヶ丘 ㈲あまぎや 596-0818 ABCーMART　ｲｵﾝ大野城店 589-3571 瓦田 理容ニシカワ 582-9833 仲畑 エルチェロ楽器みかさの森音楽スタジオ 581-5294

おむらいす亭(ｲｵﾝ大野城店)　　　　　　　 586-6946 緑ヶ丘 くまお酒店 596-1808 リペアランド　ｲｵﾝ大野城店 592-5551 大城 ㈲フィールズ 513-9870 その他のサービス

本格インド料理　SURAJ　イオン大野城店 501-5125 曙町 ㈲藤酒店 591-3426 衣料品（ｽﾎﾟｰﾂ用品含む） 筒井 ヘアーサロン西海 581-7329 牛頸 大野城いこいの森　キャンプ場 595-2110

カレーショップ　亜橋　春日原本店 587-7222 大城 ㈲フジタ 503-8889 南ヶ丘 学生服センター イトヤ 596-1653 エステティックＴＢＣ　ｲｵﾝ大野城店 588-2511 旭ヶ丘 癒しの空間 Vert 586-7281

パパステーキ　イオン大野城店 707-8875 乙金 はせべ酒店 503-1238 下大利 岩田屋三越　下大利サロン 582-0311 アルフェクト　イオン大野城店 572-0760 月の浦 にじいろ行政書士事務所 985-3472

栄町 レストラン　かもめ亭 573-8021 筒井 酒のマルタマ筒井店 582-5352 白木原 さくら咲く制服 588-1878 ドーリーラッシュ　イオン大野城店 558-2332 南ヶ丘 dog salon Reborn 558-7750

御笠川 CoCo壱番屋　福岡南バイパス店 504-2797 パン・和・洋菓子 大池 関スポーツ 504-2375 美容室Adrett 582-7170 センチュリー２１　小笠原 572-2121

雑餉隈 アンジェロ（ロイヤルチェスター福岡内） 588-6688 若草 フランス菓子 ペイ・バスク 583-5021 乙金 チッパーチット　イオン乙金店 558-1905 山田 chill works 558-2444 ㈲ジュン・ロット 501-1331

焼鳥・居酒屋 ㈱富貴 南ヶ丘店 596-6664 テーラーえら 591-6111 春日原 整体＆リラクゼーションエステサロン リボーテ 586-9872 瓦田 サウンドパーク大野城店 585-1025

平野台 大陸食堂 Asian　café 595-6341 パンだ屋 589-3270 クーる 571-0507 写真 筒井 ㈱ポスティクル 575-3517

やきとり 仁屋 595-8378 サンク・フルール 582-3028 ㈱ ぱとろーる 873-3718 カメラのキタムラ　ｲｵﾝ大野城店 588-5587 リフォームVｉＢｕ　ｲｵﾝ大野城店 502-8955

居酒屋わさび 595-5739 ㈲バニラの実（上大利店） 595-8228 ハニーズ　ｲｵﾝ大野城店                     502-7337 ファミリースタジオ　ｲｵﾝ大野城店 587-3753

山ぼうし 595-1678 ベーカリー＆カフェ　ルコネッサン 595-8628 Pate*bloom ｇａｒｄｅｎ　ｲｵﾝ大野城店                        582-1414 住まい 癒えもみ 212-3256

てんざん 595-2830 ㈱クロワッサン 584-0755 CiEL(シエル）　イオン大野城店 502-8832 横峰 スペースデザイン葵 287-5212

居酒屋南ん子 596-2089 ㈲ジョイオフィス 581-4984 NEW　YORKER　ｲｵﾝ大野城店 502-8090 平野台 ㈱黒上電気 596-9696

道くさ 572-9653 ぱんとおやつの店　はらっぱん 707-8603 株式会社　白水　大野城店 588-0590 月の浦 ㈲ハウジング　テクノ 583-9275 板付交通㈱ 504-0091

居酒屋だいやめ 915-2228 東大利 グランジュテ　タカヤマ 586-8711 ブージュルード　ｲｵﾝ大野城店 502-7322 ㈲岡部金物建材店 596-3037 第一交通㈱ 504-9123

東府 571-7102 リッチモンド 581-1832 マックハウス　ｲｵﾝ大野城店 572-2438 金物センターしらき 596-5154 雑餉隈

和食＆海鮮居酒屋　いちあじ 586-2751 ㈲ロンブラージュ 582-8819 ㈱シーズプランニング 　ｲｵﾝ大野城店　 572-8880 たたみくらぶＦＣ南ヶ丘店 287-0161

海舟 592-3333 ㈲バニラの実 586-1161 ラピスラズリ　イオン大野城店 761-2502 プロタイムズ大野城店 558-9295

たこしん 571-6322 お菓子のアトリエ優菓 575-0888 上大利 小川建設㈱ 596-5318

白木原 焼き鳥正吉 574-7215 菓子工房Ｌｅｂｏｎｈｅｕｒ 775-6383 M.R.Cワールドショップ　イオン大野城店 707-9991 内装のかね福 581-7320

ひでちゃん食堂 575-5025 てつおじさんの店　イオン乙金店 707-8233 栄町 ㈲メンズ コトブキ 591-7620 ㈲一成 591-1392

はるら 585-4555 Patisserie　一実　イオン乙金店 503-7004 ㈱ＡＯＫＩ大野城店 580-8288 中央 ホームサービス内野 573-9868

居酒屋大ちゃん 572-4001 明月堂　ｲｵﾝ大野城店 589-4711 ㈱ユニクロ大野城御笠川店 587-0630 白木原 ㈱筑紫商会 581-0386 令和5年3月6日現在（400店舗）

やきとり酒場　秀豪 585-2773 パティスリー　イチリュウｲｵﾝ大野城店　 591-9258 雑貨・小物・手芸店・インテリア 瓦田 古賀工務店 581-4614

小さな小さな玄界灘　スシ男 558-2496 湖月堂　ｲｵﾝ大野城店　　　　 502-8920 南ヶ丘 エンジニアリング　オカ 504-1976

ちょい呑み　くろまる 982-5423 如水庵　ｲｵﾝ大野城店　　　　　　　 586-0052 南大利 Grand Empire Hotel　ショップ 596-6361 旭匠㈱ 404-0919

大城 お食事処  味喜多 503-4142 ひよ子　ｲｵﾝ大野城店　　　　 592-2126 東大利 ミドルパワーコンサルタント 502-3685 甲斐電気工事㈱ 591-1668

川久保 焼きとり 万歳 503-8777 サザエ　ｲｵﾝ大野城店　　　　 592-8800 コスタコート　アシェット　ｲｵﾝ大野城店 502-8065 ㈱宮崎板金店 558-8608

相撲鳥 571-4280 ミュゼ・ド・モーツアルト　イオン大野城店 558-8895 ＭＡＭＡＩＫＵＫＯ　ｲｵﾝ大野城店 588-3960 ㈱河北建設 571-1045

Kiraku 創作居酒屋 592-3434 一本堂　春日原店 574-0492 ヴィレッジヴァンガード　ｲｵﾝ大野城店 502-7331 ㈲三浦白蟻工務店 591-0608

春日原　十八 502-5757 Ｃ＆Ｃ　ｲｵﾝ大野城店 502-8900 ㈱ＴＯＭＳ 404-0223

琉球料理　安 573-7877 お茶・米 #VALUE! セリア　ｲｵﾝ大野城店 502-8585 錦町 ㈲カネヒロ商店 591-7575

うまいもんや　ろくのはん 576-9731 南ヶ丘 八女茶の里 596-6538 プティ・ウルス 571-7480 ㈱山本配管工業所 581-2136

雑餉隈 焼鳥酒場　みどるとん 287-5383 下大利 お花とお茶の鶴亀園 591-2441 セルヴァ　（イオン大野城店） 558-3226 E・R夢ハウス 588-7115

山田 かなで 707-8610 大城 ㈲米の大城屋 503-8758 伝匠ほーむ㈱ 558-8118

スナック・バー 筒井 ㈲西田米穀店 581-1817 ビッグウッド大野城店 513-3177 ㈱梅野工務店 586-6266

南ヶ丘 パブすず蘭 595-5653 お茶の丸萩園 574-1188 電化製品 近藤製作所 588-3933

スナック　チェリー 593-3245 お茶の竹翠園　ｲｵﾝ大野城店       　 915-7727 ヒラヤマ電器 596-1687 上田製作所 583-1059

すなっくＪＵＮ 571-1223 栄町 永吉米穀店 581-0544 電機設備タカサゴ 596-0116 ㈱三笠木工 502-6200

スナックあすか 582-9639 生鮮食品 錦町 スギモト電器 572-7088 ㈱みつも塗装 588-4200

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｆｅａｒ-Ｌｅｓｓ 574-5235 平野台 肉の松坂屋 596-4514 文具

プリマヴェーラ 586-5955 ミートサンフレッシュ 589-2900 南ヶ丘 風雅堂 596-0725 くまアルミ 503-8504

東大利 スナック　ＮＡＮＡＬＡ 586-1338 吉村青果店 596-0234 その他販売 山口建材店 503-3877

スナック猫 587-2277 愛菜野 586-5879 アルク九州販売㈲ 588-6530 ㈱グローバルエンジニアリング 514-0810

Ｓｎａｃｋ　・バンカー・ 581-5188 白木原 どんぶり勘定。 584-5073 大野城市にぎわいづくり協議会 558-1303 亀屋硝子㈱　福岡営業所 513-0334

BAR　CALMKNOT 574-1338 乙金台 まなべフルーツ㈱ 504-4545 錦町 ㈱未来屋書店　イオン大野城店 558-9098 平田台 ファインリフォーム 586-5960

すなっく　とまと 575-0682 大坪鮮魚店 571-1705 曙町 ここふるショップ 558-5000 新聞
春日原 Geｋｋa 586-6230 大栄ミート㈱ 501-4929 医療関係 横峰 読売センター南ヶ丘 596-1968

後藤フルーツ 585-4603 若草 福岡メディカル整骨院 586-7238 若草 西日本新聞エリアセンター春日南 596-1956

山福青果 571-7378 下大利 医療法人桂雅会毛利外科医院 571-3371 平野台 西日本新聞エリアセンター大野城西 596-5263

肉のヒサダヤ　イオン大野城店 707-8029 天生堂有薗整骨院 582-0450 南ヶ丘 毎日新聞 　大野南部店 596-8549

大城 ㈲グットミートにくよし 503-0164 下大利整骨院 558-4029 上大利 西日本新聞エリアセンター大野南 596-5961

御笠川 JA筑紫　ゆめ畑　大野城店 513-0881 下大利 西日本新聞エリアセンター下大利 574-5933

西日本新聞エリアセンター白木原 581-4930

毎日新聞 大野中央・春日原販売店 582-5646

乙金台 読売新聞大野東ＹＣ 503-4280

筒井 西日本新聞エリアセンター春日原 595-6126

川久保 西日本新聞エリアセンター大野城東 504-1677

栄町 読売センター春日原 574-4077

おそうじ本舗　博多板付店　　　　　0120-914-445

パーソナルトレーニング　ダイエットジム
隠れ家スタジオＰＥＣＣ　　080-2777-6634

御笠川

571-0921

teshigotoyaねむの木の豆　　　080-6410-6084

錦町

ともえカイロプラクティック
エステinカイロAurora

下大利

御笠川

旅行社　なごみ　　　　　　　　　090-8622-7976

錦町

東大利

筒井

瓦田

錦町

錦町

下大利

南ヶ丘

白木原

アンティーク家具、雑貨 ボタニカルクローバー　090-2587-0968

錦町

下大利

御笠川

錦町

錦町

南ヶ丘

３３３　Sai　Gon　　　　　　　　　　050-3503-3338

錦町

筒井

仲畑

下大利

乙金

南ヶ丘

錦町

御笠川

中央

山田

大城

南ヶ丘

錦町

白木原

山田

住まいのリフォーム佐久本企画　　090-7472-8134

山田白木原

御笠川

下大利

下大利

南ヶ丘

南ヶ丘

東大利

下大利

錦町

令和４年度　商品券取扱加盟店一覧表

コンディショニングサポート Arrow's　　　　　　090-6898-4883

南ヶ丘

白木原

パーソナルトレーニングHEART　　　　　　080-8575-7551

乙金

瓦田

南ヶ丘

錦町

白木原

白木原

錦町

白木原

南ヶ丘

下大利

錦町

仲畑

白木原

白木原

下大利

錦町

白木原

下大利

筒井
pｌume　プリュム　イオン大野城店　090-8393-1222

下大利

錦町

上大利

Ryucafe＆Curry　　　　　　　　080-4311-7585


