
（R3.9.21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

遊食工房 茶花 小郡店 ランチ 茶花御膳、懐石料理 大保1146 75-2188

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

大衆割烹 活魚 白水 ランチ、会席料理、鉢盛り 福童3356-1 72-2096

鮨よし 寿司、刺身、一品料理 三沢41-4 75-2608

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

CAFE BAR MORRIS カフェ、バー 祇園1丁目2-23 090-3417-1669

喫茶マーガレット 珈琲、ケーキ、日替わりランチ 祇園1丁目6-2 73-5966

明太子のさかえや 明太子、塩干物などの販売、お食事処なごみ 小郡631-5 72-0010

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

居酒屋 よかとこ 焼き鳥、お刺身、一品料理 松崎883 72-5360

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

そば処 武蔵 小郡店 そば、うどん 美鈴の杜1-1-1 23-0634
ラーメンラボ。ヒカリノサキ ラーメン 小郡553-7 27-5982

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

さとう別荘 鴨料理、季節会席料理 小郡1281 72-3057

プレミアム付商品券 『将軍藤小判』加盟店一覧

飲食業

限定券・共通券使用可能店舗



のぼる亭 居酒屋 祇園1-9-1 73-4652

たこ焼き工房じゅん 三国焼き（お好み焼き） 三沢2957-5 75-1819

本格炭火焼ひだね小郡店 焼き鳥 祇園1丁目10-11 72-3377

玄海鮨 寿司、刺身、一品料理など、会席コース、ランチコースなど 小郡132-2 73-3875

鉄板居酒屋 一 飲食業 祇園1-10-10 2F 72-2775

寿し処 ひら田 寿司 三沢4199-1 75-1811

ヘイケ酒店 酒小売業 小板井337-16 72-3470

井手酒店 酒類、食料品 平方210-1 72-2263

こが酒店 酒類・食品・雑貨 祇園2-3-8 72-2214

くまがえかしわ店 タタキ、からあげ、鶏肉 大保1222-5 75-7525

ふじや 食肉販売 松崎803-2 72-3576

東原鮮魚店 鮮魚小売 小郡市祇園2丁目6-8 72-4337

タック(株) 米穀、麺類等食品、飲料水宅配 松崎972 72-4161

(有)小郡立石米穀 米、灯油、プロパンガス小売 小郡593-1 72-2395

御菓子処やかべ 和菓子販売 大板井1399-1 72-3276

天本菓子店 和菓子販売 小板井305-9 72-3873

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

(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

モンシェリ珈琲店 コーヒー豆 小郡187-5 72-3088

Morrow珈琲 珈琲豆 横隈1664-10 65-7238

NICO チョコレート菓子、喫茶 小郡482-6 73-2177

(有)岩田屋 総合食肉(牛肉、豚肉、鶏肉、ホルモン、馬刺し等) 祇園1-5-1 72-3039

大保酒店 酒類、食料品 大保1067-1 75-2526
めぐみの里（ＪＡみい直売所） ＪＡみい農産物直売所「めぐみの里」販売品 上岩田1076-1 72-8866

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

光安商店 青果物小売 祇園1-8-12 73-2262

野瀬鮮魚店 魚介類販売 二森1666-3 72-8622

志波まんじゅう 菓子販売 小郡1255-11 73-3013

若山綜合ストアー 青果、食料品、精肉、鮮魚他 小郡617-10 72-3725

patisserie MIGNON お誕生日ケーキ、ケーキ、プリン、焼き菓子ギフト、写真やオリジナルプリントデコレーションケーキやクッキー 祇園1-16-8-1F 73-2528

中垣青果 野菜、果物、花 祇園1-13-2 73-3249

ピザクック小郡店 ピザ、お好み焼き等の販売・宅配 祇園1-2-16 ピッツァ祇園ビル1F 73-4701

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

飲食料品小売

衣料身の回り品小売



レディースアミ 婦人服 祇園1-6-2 73-1184

ブティックベアー 衣類、バッグ、靴、小物 祇園1丁目7-15 73-4134

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

メガネのアイ メガネ、時計 祗園1-10-13 72-5577

草野衣料品店 学生服、衣料品小売 松崎965-1 72-2508

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

(株)川口仏壇店 小郡店 お仏壇、仏具、盆提灯 小郡793-16 73-2156

(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

樋口電器 家電品 二森1568-4 72-8974

黒岩サイクル 自転車、バイク販売・修理 津古537-1 75-0807
小郡サイクルセンターマツオ 自転車販売・修理 大保1592-21 72-0056

白水サイクル 自転車販売・修理 小郡919-1 72-1489

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

古賀商会 自動車販売、整備、車検 干潟1256-1 72-4429

プライムプランツ 花苗、鉢、雑貨 三沢3634-2 27-8943

秋桜 生花、鉢物、プリザーブドフラワー 祇園1-12-20 72-1421

福田商店 プロパンガス、灯油、厨房機器 力武1140 75-2327

龍清堂 記念品、贈答品、PR用品、盆提灯 二森244-24 73-0877
(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

薬の青山三羊堂 漢方薬、薬、化粧品 小郡1092-20 72-2817

(有)ヨネムラ 化粧品卸業 二森540-10 72-7828

モリタ 化粧品 祇園1-17-17 72-4089

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



(有)ふかやま 事務用品等 松崎732 72-2511

髙宮文具店 文具事務用品、ハンコ販売 小板井293-4 72-2229
GOLF WORK SHOP ジー・エス・シー ゴルフ用品 祇園1-6-2 42-7788
(有)インターチェンジコンタクトレンズ コンタクトレンズ販売 大板井1183-4 72-2335

(株)久保山石油 石油、オイル、タイヤ、その他関連商品 山隈223-10 72-3953

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

ヘアーメイク Rabbit 美容室 祇園1丁目15-13 73-5352

ヘアーズ アカサカ 一般理容サービス 大保1458-4 72-7497

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

髪結所 舞 美容室 小郡127-7 72-6002

理容ゴウハラ 理容業 小郡74 72-6294

studio Go 理容業 小郡291-12 73-3359

美容室MA-MU 美容室 小郡752-1 73-1625

片山印刷(有) 商業ニュース、デザイン、印刷全般 祇園1-8-15 72-2804

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
ブライダルフォト・コーワ 撮影一般 希みが丘5丁目1-1 75-4065

冨士屋クリーニング クリーニング店 祇園2-2-2 72-2704

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
小郡スイミングスクール 小郡校・三国校 スイミングスクール 福童735-1 72-0178
(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

白木畳店 畳（たたみ） 横隈1761 75-2710

南島畳店 イ草、畳 小郡769-26 72-1687

(有)アキヨシ塗装 一般住宅塗装、建築塗装 大崎1011-2
72-1172

（090-3075-0386）

吉田塗装 建築塗装 二森255-10 72-1509

美山塗装(株) 建築塗装 干潟591-1 72-3658

理容・美容業

その他のサービス業

建設業関連業種



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

北川硝子店 ガラス、サッシ、エクステリア等施工・修理、カギ・戸車取替 寺福童567-17 72-1246

(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

(株)井上工務店 建築工事・リフォーム等 干潟645-10 73-3800
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

川口ふすま店 襖製造、小売、張替、障子張替他 小郡1232-1 72-7469

末次建設 建築工事一式 下西鰺坂590-1 72-3115

(株)ＤＥＥＧＯ 内装一式 祇園1-6-2 72-5595

松元設備 水回りリフォーム 小板井374-3 090-8833-3501

(株)松尾硝子 アルミサッシ、ガラス 大崎9-1 72-4532

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
マックスバリュ小郡七夕通り店 スーパー 小板井字蓮輸102-1 23-8787

マルキョウ小郡店 スーパー 小郡若山646-3 72-7151

ダイレックス小郡店 スーパー 小郡694-1 23-8050
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
ファッションセンターしまむら小郡店 衣料品 美鈴の杜3-1-8 41-7782

バースデイ小郡店 衣料品 美鈴の杜3-1-7 41-7780
HIヒロセスーパーコンボ小郡店 ホームセンター、スーパー 津古字高田1111-1 23-0337

ケーズデンキ 小郡店 家電量販店 大保110 23-0811

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

ファッション 41-7010

住まい 41-7057

ファッション 41-7210

ファッション 65-4160

グルメ 65-4105

ファッション 48-0488

シアトルズベストコーヒー イオン小郡店

ＯＭＮＥＳ（オムネス） イオン小郡店

イオン小郡ショッピングセンター同友店会

スポーツオーソリティ イオン小郡店

ダイソー イオン小郡店

ASBee イオン小郡店

メガネのヨネザワ イオン小郡店

コンビニエンスストア

大型店（共通券のみ）



ファッション 65-4190

ファッション 65-4115

住まい 75-6808

ファッション 65-4129

ファッション 75-6697

ファッション 41-7054

ファッション 27-7576

ファッション 65-4155

趣味 41-7075

住まい 65-4116

グルメ 41-7080

グルメ 65-4188

グルメ 41-7002

グルメ 41-7177

グルメ 65-4131

グルメ 75-6371

グルメ 65-4120

グルメ 75-6495

住まい 75-6118

グルメ 41-7309

グルメ 23-0555

ファッション 75-0500

食料品 65-4083

ファッション 23-0130

グルメ 75-9377

その他 48-1361

グルメ 75-2700

グルメ 75-2322

グルメ 64-9643

ファッション 65-8830

ファッション 41-7050

はかたこ イオン小郡店

ペイトプルームガーデン イオン小郡店

ドゥ・サックス イオン小郡店

着物のもろふじ イオン小郡店

華楽 イオン小郡店

ペッツメイト イオン小郡店

日田やきそばくるくる亭 イオン小郡店

王子カレー イオン小郡店

Fitプラスワン イオン小郡店

鎌倉パスタ イオン小郡店

庄屋 イオン小郡店

KiNu イオン小郡店

わいわいファーム イオン小郡店

リンガーハット イオン小郡店

サーティワンアイスクリーム イオン小郡店

千鳥屋本家 イオン小郡店

お菓子のいしむら イオン小郡店

お茶の山口園 イオン小郡店

未来屋書店 イオン小郡店

クリーニングの洗光舎 イオン小郡店

ケンタッキーフライドチキン イオン小郡店

サブウェイ イオン小郡店

ミスタードーナツ イオン小郡店

ハニーズ イオン小郡店

ライトオン イオン小郡店

ikka（イッカ） イオン小郡店

シューラルー イオン小郡店

C&C イオン小郡店

ブージュルード イオン小郡店

コスタコート イオン小郡店

パレットプラザ イオン小郡店


