
（R3.11.24現在）

事業所名 主な取扱品目、サービス 住所 電話番号

旬魚季菜 げんき亭 御食事、仕出し、ふぐ料理、うなぎ料理など 三国が丘7丁目15 75-8240

炭火ダイニング ばん鶏 焼き鳥、テイクアウト 祇園1-10-12 73-0180

創作居酒屋 一心 刺身、焼き鳥、一品料理など 三沢2963-1 フォレストハウス1F  75-9090（080-1717-2225）

焼とり たいこう 焼き鳥、もつ鍋 小郡234-24 73-4654

ゆう膳 咲くら 会席料理 小板井111-1 72-0101

中国菜館 龍宮 中華料理 三沢3944-1 41-7422

志庵 串焼き、一品料理 祇園1-2-4 72-2217

炭火焼肉 もつ鍋 えんや 焼肉、もつ鍋 小郡1255-1 72-2255

(有)丸昌 焼肉の大昌園 焼肉店 津古1138-1 75-2989

炭火焼鳥 壱光 焼き鳥、お好み焼き、ラーメン 祇園1-7-16DENビル1F 73-6353

麺屋我ガ ラーメン 横隈1586-6 75-1103

久留米ラーメン 清陽軒 小郡店 ラーメン、餃子、焼き飯 大板井332-1 23-9736

天盛りうどん ゆうじ うどん、天ぷらの販売 稲吉1329-1 23-9626

Brooks カフェ、ランチ 三沢2434-3 65-8355

Café&Restaurant COCON 国産牛ステーキ、ハンバーグ、パスタ(洋食) 美鈴が丘3丁目10-18 75-0002

スナック凛 スナック 祇園1-7-11 井手ビル105号 73-4439

炭火焼肉 まがりや 焼肉屋 祇園1-10-10-1F 73-2910

味秋吉 焼き鳥 津古475-6 75-4120

ふか川 飲食店 大板井167-7 80-8170

博多やき鳥 天匠 焼き鳥、ハンバーガー、居酒屋 三沢3057-1 64-9489

小さな店 居酒屋 小板井477-3 23-9900

居酒屋 輩 居酒屋 小板井314-4 73-6066

のぼる亭 居酒屋 祇園1-9-1 73-4652

本格炭火焼ひだね小郡店 焼き鳥 祇園1丁目10-11 72-3377

鉄板居酒屋 一 飲食業 祇園1-10-10 2F 72-2775

創作酒店 凛と咲く花 居酒屋 小板井325-1 73-5277

山と串とワイン 焼き鳥居酒屋 祇園1-2-2 65-6175

こが酒店 酒類・食品・雑貨 祇園2-3-8 72-2214

タック(株) 米穀、麺類等食品、飲料水宅配 松崎972 72-4161

御菓子処やかべ 和菓子販売 大板井1399-1 72-3276

レーブ・ド・ベベ(有) 洋菓子、カフェ 横隈1571-1 75-2020

シフォンケーキのお店 さつき シフォンケーキ 祇園1-17-19 080-2732-4615

プレミアム付キャッシュレス商品券 『将軍藤ペイ』加盟店一覧

飲食業

飲食料品小売

飲食業

飲食料品小売



(株)千鳥饅頭総本舗 小郡七夕店 千鳥饅頭、チロリアン、ポルトス 小板井五反田117-1 72-0369

ハニーベル(株) ハチミツ販売、カフェ 平方28 72-8837

Morrow珈琲 珈琲豆 横隈1664-10 65-7238

ガレット 生ケーキ、焼き菓子、シュークリーム 大保1512-3 72-0305

志波まんじゅう 菓子販売 小郡1255-11 73-3013

きもの成富 呉服、制服、衣料品 祇園2丁目1-22 72-2754

Boutique Maruyone 婦人服、雑貨 大保1521-1 72-6433

ショップフーガ 雑貨、婦人服飾雑貨小売 小郡237-11平成ビル1F 73-6588

メガネの立石 小郡店 メガネ、補聴器 祇園1-3-10 72-1875

タカラヤ 婦人服、バッグ、靴 祇園2-4-6 72-2346

ふとんの西山 寝具、カーテン 小郡1092-5 72-4400

山田家具店 家具 大板井269 72-4006

mon Marché ヨーロッパのアンティーク・古道具 古飯489-1 090-2078-7809

(有)内田ミシン商会 ミシン販売・修理、手芸用品販売 小郡452-30 72-3720

エディオン津古店 家電販売 津古1429-7 75-3919

フジノ電器 家電 祇園1-2-10 72-2811

電ʼｓながお 一般家電製品、リフォームや電気工事など何でもご相談ください。 二森271-3 72-1491

前田電器商会 家庭電化、リフォーム、カラオケ機器 祇園1-15-1 72-3056

黒岩サイクル 自転車、バイク販売・修理 津古537-1 75-0807

Honda Cars小郡 自動車販売、整備 大板井1513-1 72-3386

ひろせ輪業 オートバイ販売・修理、自動車車検整備 干潟1935-5 72-7702

モトテック インターナショナル オートバイ販売・修理 寺福童490-1 72-7719

(株)マツイ自動車 自動車整備、修理 干潟918-1 73-2355

プライムプランツ 花苗、鉢、雑貨 三沢3634-2 27-8943

(株)シック (ギフトのシック) あらゆるギフトニーズにお応えします。ギフトのことなら「シック」へ 三沢3883 75-6363

市役所前薬局 医薬品、サプリメント 小郡283-1 72-4301

小郡薬局 医薬品、資生堂化粧品 祇園1丁目7-6 72-3055

モリタ 化粧品 祇園1-17-17 72-4089

髙宮文具店 文具事務用品、ハンコ販売 小板井293-4 72-2229

花あそび 生花販売 大板井1399-7 72-3187

MORITABA お花アレンジ 小郡2390-2 080-9107-1133

(有)田中商会 ＬＰガス、ガス販売機器 三沢1230-2 75-8216

(有)小郡スポーツ スポーツ用品 小郡1225-1 72-5344

衣料身の回り品小売

家電・家具・什器小売

自動車・自転車修理小売

その他の小売業その他の小売業

衣料身の回り品小売

家電・家具・什器小売

自動車・自転車修理小売

その他の小売業その他の小売業



ビューティースタジオ M 美容室 祇園1-6-2 72-3978

natural hair forest 美容室 小郡 475-11 65-6643

HairMake SKIP 美容室 小郡358-14 65-8558

理容ゴウハラ 理容業 小郡74 72-6294

studio Go 理容業 小郡291-12 73-3357

なごみ整体 ラベンダー 整体 福童137-7 090-9493-8383

カラオケイエロー カラオケ、ビリヤード、ダーツ、卓球、シミュレーションゴルフ 小郡1270-1 41-2220

カラオケステージ ココイエロー カラオケ、ダーツ 祇園2-7-4 48-1414

(株)環境サポート 生活支援サービス 上岩田769 48-4555

ケービレッジ テレビ、インターネットに関する商品 福童196-1 41-2134

(有)写真のくまさん 写真関係 小郡617-8 73-2235

(有)共栄資源管理センター小郡 引越し及び生活支援サービス 上岩田766 72-0497

JasmineHouseジャスミンハウス アロマテラピー商品、スクール 小郡2390-2 070-4396-3696

美山塗装(株) 建築塗装 干潟591-1 72-3658

ペイントホームズ筑紫野・小郡店 住宅塗装、防水工事 美鈴が丘5-13-3 0120-14-5463

(有)前田住宅設備 住宅設備用品 小板井346-3 72-7592

江上総建 リフォーム 小郡1069-43 73-2232

和泉プロパン住宅設備(有) ガス、住宅設備 三沢字浦田1434-4 75-0806

木村工務店 新築、リフォーム 寺福童831-5 72-7079

松元設備 水回りリフォーム 小板井374-3 090-8833-3501

(株)三国建装 リフォーム 横隈1694-1 37-2200

セブンイレブン小郡祇園1丁目店 コンビニエンスストア 祇園1丁目15-3 73-3070

セブンイレブン小郡祇園店 コンビニエンスストア 小郡1305-2 72-4060

セブンイレブン小郡運動公園前店 コンビニエンスストア 大保1150-1 75-5313

レガネット美鈴の杜店 スーパー 美鈴の杜1丁目1-3 27-9066

レガネット小郡店 スーパー 祇園1-12-20 73-3411

ドラッグストアモリ小郡七夕店 ドラッグストア 稲吉1323-1 72-7366

ドラッグストアモリ小郡店 ドラッグストア 小郡1126-1 41-2208

ドラッグコスモス小郡店 ドラッグストア 小郡385-1 41-2185

ドラッグコスモス美鈴の杜店 ドラッグストア 美鈴の杜2丁目2-7 23-0211

ケーズデンキ 小郡店 家電量販店 大保110 23-0811

理容・美容業

その他のサービス業

建設業関連業種

コンビニエンスストア

大型店

理容・美容業

その他のサービス業

コンビニエンスストア



イオン小郡店 食料品、衣料品、暮らしの品 大保字弓場110 41-7100

スポーツオーソリティ イオン小郡店 ファッション 大保字弓場110 41-7010

ASBee イオン小郡店 ファッション 大保字弓場110 41-7210

メガネのヨネザワ イオン小郡店 ファッション 大保字弓場110 65-4160
シアトルズベストコーヒー イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 65-4105

ＯＭＮＥＳ（オムネス） イオン小郡店 ファッション 大保字弓場110 48-0488

ライトオン イオン小郡店 ファッション 大保字弓場110 75-6697

ikka（イッカ） イオン小郡店 ファッション 大保字弓場110 41-7054

クリーニングの洗光舎 イオン小郡店 住まい 大保字弓場110 65-4116
ケンタッキーフライドチキン イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 41-7080

サブウェイ イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 65-4188

ミスタードーナツ イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 41-7002
サーティワンアイスクリーム イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 65-4131

お菓子のいしむら イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 65-4120

お茶の山口園 イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 75-6495

鎌倉パスタ イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 41-7309

庄屋 イオン小郡店 グルメ 大保字弓場110 23-0555

わいわいファーム イオン小郡店 食料品 大保字弓場110 65-4083


