飲食店

さわらの郷
ふれあい
商品券
取扱加盟店

（土木工事一式）☎ 804-0838

（自動車販売・板金塗装・車検）☎ 834-3129

㈱協同土木

（土木全般）☎ 804-5539

PAN - TEA（熊本県菊池の無農薬小麦を使ったパン販売） ☎ 080-3137-0743

㈲ＡＮオート（新・中古車販売・修理・ペイント）☎ 811-7435

㈲後藤産業

（土木全般）☎ 804-7409

（和菓子・洋菓子小売業）☎ 874-5888

オートガレージROCKY（中古車販売・車検・整備） ☎ 400-5436

㈲西部産業

（土木工事一般）☎ 804-1102

（囲酒屋）☎ 812-1411

菓子工房 カラント・カトル（チーズケーキ＆ロールケーキ＆
バースディケーキ＆焼菓子） ☎ 836-9404

㈱後藤ガレージ（新車中古車販売・車検・整備・板金塗装） ☎ 804-1093

㈱仙道土木

（土木工事一般）☎ 804-4250

和食居酒屋 味食家たかのすけ（和食居酒屋）☎ 804-1125

パティスリー・リンク（ケーキ、洋菓子、ギフト）☎ 834-4975

サワラオート（新車中古車販売・車検・板金・整備・トヨタレンタカー） ☎ 803-0681

㈱田中運建設

（土木建設）☎ 803-2420

吉岡土木

（土木工事）☎ 804-0891

山海関処おおいり

（居酒屋）☎ 804-3910

パン工房四ツ葉のクローバー（手作りパン）☎ 865-8050

アシスト

彩食酒家おもいち

（居酒屋）☎ 804-8409

角打ち処のんちゃん

（居酒屋）☎ 804-3921

いしむら七隈店

ご馳走家くろべ

（居酒屋）☎ 804-2082

自動車・バイク・自転車

菓子・パン・ケーキ

（中古車販売・板金・塗装）☎ 872-9357

サクスィード

スーパーマーケット・コンビニエンスストア

炭火焼き居酒屋 鳥飼（やきとり・居酒屋）☎ 863-9063

マックスバリュ 内野店 （スーパーマーケット）☎ 803-1726

東野モータース

（和風居酒屋）☎ 090-8919-2061

ヤマザキＹショップ内野西店（コンビニエンスストア） ☎ 804-2169

ＮＥＯ ＰＲＯＪＥＣＴ（中古車販売・車検・整備）☎ 834-9492

（焼き鳥）☎ 801-7087

・
Ｙショップ入部・さわら街道（ヤマザキショップ
産直野菜・弁当・焼鳥販売） ☎ 803-1220

㈲平川モータース

やきとり二条
早良伝統鶏料理 鵜来巣

（とり料理）☎ 804-2703

陶器・雑貨

とり料理 河畔

（とり料理）☎ 804-2850

ＨＩＧＡＳＨＩＹＡ

（リサイクルショップ）☎ 834-6348

（もつ鍋）☎ 803-0577

クラフトの店 梅屋

もつ鍋じゅんちゃん

（もつ鍋）☎ 844-3324

しょうざんどう

博多麺王 東入部店

（ラーメン）☎ 407-7107
（ラーメン専門店）☎ 872-8338

（自動車販売・修理）☎ 804-4820

㈲ファミリーオート原田（中古車販売・板金・車検） ☎ 803-2331

博多もつ鍋一光

ラーメン ほくと亭

（自動車販売・板金修理）☎ 804-2240

（家庭雑貨）☎ 872-8590

（陶磁器・漆器・ガラス器販売
四国の砥部焼専門）

☎ 862-3841

髙取焼 楽山窯 亀井楽山（窯元：茶道具・日用品陶器製造業） ☎ 804-4721
（陶器）☎ 803-2781

やきもの処 工房「石」

山尾モータース（自動車販売・車検・修理・板金塗装） ☎ 804-3461

㈲誠貫堂

（中古車販売・修理）☎ 804-8005

Rader
㈱A.K.商会

（自動車一般整備・ロードサービス等全般） ☎ 804-0110

（手打ちそば）☎ 804-4812

入部商店

（作業服）☎ 804-6802

ライジングモーターサービス（自動車整備・車検）☎ 210-1020

（手打ちそば）☎ 872-8486
手打ちそば 蕎波人（そばんど）

大靏織物

（博多織・着物）☎ 804-2374

レーシングサービスアオヤギ（中古車販売・車検・整備） ☎ 863-1888

石佂いおり

（創作和食）☎ 804-7440

医薬品・化粧品

（自動車整備・車検）☎ 804-2129

（板金塗装）☎ 804-6336

ルート28
髙岡自転車店

（自転車バイク販売・修理）☎ 804-4358
（バイク販売・修理）☎ 872-8544

日本料理さかき（和食・会席料理・鍋料理・仕出し） ☎ 811-5555

いるべ漢方堂（医薬品・漢方薬・サプリメントの相談販売等） ☎ 811-6660

D-GARAGE

まごや

（丼・うどん・助六・ちらし・弁当・鉢盛）☎ 803-0231

ココカラファインヘルスケア 重留店（旧セガミ）（ドラッグストア） ☎ 803-2121

モトショップフレンズ（新・中古車・二輪販売・修理） ☎ 804-1333

かに聖

（かに・活魚料理・刺身持ち帰り）☎ 804-1177

ドラッグストア モリ 重留店 （ドラッグストアチェーン） ☎ 804-5500

馳走ふるかわ

（猪・鹿・鴨・ジビエ料理・
カラオケ昼千円歌い放題）

☎ 090-8412-5143

バイキングレストラン 農

（バイキング）☎ 804-2640

化粧品店ミワ

（カネボウ化粧品販売・エステ） ☎ 804-1060

電気・ガス

理容・美容
理容川原

（理容）☎ 804-3064

カットハウス ヒラヤマ

（理容）☎ 804-0611

ティールームドッグハウス（喫茶・ハンバーグの店） ☎ 834-5227

㈱高岡 （プロパンガス販売・リフォーム工事・電気設備工事） ☎ 804-2020

理容ハロ

（理容）☎ 804-2860

7月1日
（水）
〜12月31日
（木）

喫茶室モンテビアンカ（珈琲・カレー・パスタ） ☎ 803-2838

アトム電器早良店 岩橋電気 （家電品販売・電気工事） ☎ 804-2112

ｈａｉｒふらっぐ

（理容）☎ 804-4141

カフェレストラン・ゼフィール（和洋折衷カフェレストラン） ☎ 846-3155

電ʼsとよだ

（カジュアルBar）☎ 725-1587

エレバン

（手作り餃子）☎ 803-2124

きらくや

申込期間：6 月 21日（日）必着

宿泊・温泉

〒

みはる荘（割烹旅館）☎ 804-2640

椎原温泉 割烹旅館
湧水千石の郷
フリガナ

様

（

歳）

（食料品・日用品）☎ 804-6502

（酒類・食料品・日用雑貨小売）☎ 804-5302

角商店

携帯

（食料品）☎ 804-4197

津野崎商店

購入希望冊数5冊まで
（1人50,000円まで）
※10,000円は1冊まで

500円券

万円分申込み

冊× 1,000円券

万円分申込み

（1冊10,000円）
（1冊10,000円）

冊× 10,000円券

（1冊50,000円）

万円分申込み

引換希望期間をいずれかにチェックして下さい。

7月1日
（水）
〜
7月3日
（金）

7月6日
（月）
〜
7月8日
（水）

注意事項

・ 上記引換期間に必ず購入できる方。
（購入券を持参の方のみ購入可）
・ 当選者には6月22日（月）頃から購入券を発送予定。
・ 応募者多数の場合は、
抽選となります。
・ 当落の問い合わせ不可。
・ 同一名義での複数の応募は不可
（無効）とします。
※ご提供いただきました個人情報は、
個人情報保護法に基づき厳重に取り扱うこととします。
※購入券の発送をもって発表にかえさせて頂きます。
※ご希望の商品券に添えない場合があります。

ながたショップ（飲料・文具・菓子・アイスクリーム・日用品） ☎ 804-0609
︿
キ
リ
ト
リ
﹀

明治牛乳早良販売店（牛乳・乳飲料・ヤクルト） ☎ 804-2704
ワッキー主基の里

（米・野菜直売所）☎ 803-2182

石佂豆腐製造店

（豆腐製造・販売）☎ 804-5048

ヤマタカ醤油

髙田食品工業㈱（醤油製造販売） ☎ 804-2403

肉のさくら
（内野ストアー内） （精肉）☎ 804-1070
ひよどり精肉店
さわら街道
㈲イサラ

（精肉）☎ 804-2417
（持ち帰り専門焼き鳥）☎ 803-1220
（餃子販売）☎ 804-6670

㈱ＴＭフーズ（タラバガニ・ズワイガニの工場直売） ☎ 804-0716
永木養蜂園

PAZナガタ電機（家電販売・修理・電気工事） ☎ 407-6841

（はちみつ・プロポリス）☎ 861-2406

ＢＥＥ−ＴＥＣ グローリアス

（理美容）☎ 804-5981

ＰＲＯ ＨＡＩＲ ＴＥＣ（理美容・エステ・着付） ☎ 804-5001

一大電気工事店

（電気工事）☎ 804-3611

あけみ美容室

（美容）☎ 804-1198

井上電気工事店

（電気工事）☎ 804-5360

サロンドレイク

（美容）☎ 804-6347

美容室 SUZU

（美容）☎ 804-4359

美容室Ｓｕｍｉｋａ

（美容）☎ 804-8084

ヘアーウェイ サムロック

（美容）☎ 804-8840

美容室Ｖｅｒｙ Ｖｅｒｙ

（美容）☎ 834-3490

マーメイド和

（美容）☎ 803-1407

モダン美容室

（美容）☎ 804-4824

Regolith Hair Design

（美容）☎ 834-9050

ジェイピーエス電工㈱（太陽光・オール電化・電気工事） ☎ 803-1313
（電気工事業）☎ 804-8850

日成工業㈱
花・苗・種

内野ストアー

電話番号： 自宅

冊×

☎ 872-4141

各種食料品

男 ・ 女
氏名：

（ビュッフェレストラン・温浴・
宿泊を楽しめる複合施設）

（家電販売・修理）☎ 834-8875

深川生花店

（生花・鉢物・苗等 花一式小売）☎ 804-0003

㈱花のやまお フラワーショップスマイル（生花小売店）☎ 874-1187
司法書士・行政書士
井本司法書士事務所

（司法書士）☎ 846-1155
（司法書士・
行政書士）

司法書士・行政書士 窪田早成事務所

☎ 863-0301

吉川美容室（パーマ・ヘアダイ・カット・セット他）☎ 804-4805
木材・木工・工芸品

タクシー・運転代行・旅行
飯倉タクシー㈱

（タクシー業）☎ 872-3131

清流タクシー㈲

（タクシー業）☎ 804-1000

（木工教室・木材販売）☎ 804-2456

㈲永田製材所

（建築材料卸売）☎ 804-2223

（運転代行）☎ 812-6069

㈲林材木店

真栄運転代行

（運転代行）☎ 090-5470-2598

松山木材

（旅行代理業）☎ 405-9920

真名子木工所
昭満人形

印刷・広告
㈱重富印刷

（印刷）☎ 741-2932

㈱のぞみ印刷

（印刷）☎ 626-8257

ギャラリー 土の華

（内装工事・リフォーム）☎ 804-4411

㈲相州屋 （内装一式：クロス・カーテン・その他） ☎ 407-4108
（壁・クロス・襖・貼り替）☎ 804-5160

安川美装㈱

坂本表具店（クロス・襖・障子・床張・絨毯・カーテン） ☎ 804-6874
㈱井口タタミフスマ店

（製材）☎ 811-0214
（材木・建材卸業）☎ 332-8753
（木工）☎ 804-2034
（博多人形製造）☎ 804-5906
（博多人形）☎ 804-3224

（畳・襖）☎ 864-8252
（FRP防水工事）☎ 953-7100

㈲エイケン

㈲大内興業 （型枠工事・建築全般・リフォーム） ☎ 804-1306
吉川建築工房（建築・増改築・リフォーム・修繕） ☎ 861-3079
㈲吉川建設（新築・リフォーム・増築・キッチン・バス・トイレ工事） ☎ 804-0007
（住宅修理）☎ 090-9499-0352

住宅修理工房

（冷暖房設備工事業）☎ 804-5018

吉川空調

㈱創空技研（空調電気設備工事・エアコン空気清浄機販売） ☎ 803-2194
㈱イタクラ

（給排水設備）☎ 811-1748

ユー設備

（給排水設備）☎ 804-7270
（住宅設備機器）☎ 804-0040

㈱協和ジャパン

（温室建築）☎ 515-5224

水町技建

（建築・造園・塗装）☎ 804-7200

㈱田上

お庭の土筆（剪定・石垣・庭造り・草刈 等々）☎ 804-3643
飛松造園

（自然庭園作庭）☎ 804-8440

野中造園

（造園）☎ 804-5861

㈱ヒグチ工芸（特殊造形物の設計・製作・施工） ☎ 953-0690
・サッシ販売・
☎ 804-0305
㈱北﨑住器アルミサービス（エクステリア
施工ペアーガラス）

その他
（測量・設計）☎ 851-6633

㈱津田
サンエイ建機

（建設機械器具販売・修理）☎ 804-6225

㈱アイパックス（包装資材卸売・各種印刷加工） ☎ 804-4600
アクアショップ エクスティア（熱帯魚金魚等販売） ☎ 803-7111
Oﬃ ce Brio（皮革製品等のオーダーメイド） ☎ 407-7499
（クリーニング）☎ 804-2120

川崎クリーニング

㈲緒方製材所

㈱エール運転代行
スカイランド倶楽部

㈲樋口コンクリート工業所 （コンクリート）☎ 804-2642
（建築塗装）☎ 407-0718

大田自動車

CASUAL SHOP すえひろ（衣料品・生活雑貨・寝具インテリア） ☎ 803-1277

(建築全般）☎ 577-7633

吉川総建

㈱フルカワ創美

そば処しいば

（寿司割烹）☎ 804-1500

（建築工事）☎ 803-0660

㈱マインド福岡（新・中古車販売・車検・修理・板金） ☎ 863-8880

（ラーメン）☎ 407-7377

寿司割烹 魚善

ピープルホーム樋口組

（建築塗装）☎ 804-1674

（自動車販売・車検・整備・板金）☎ 834-8496

らーめん力久

衣料品・呉服

（建設業）☎ 804-4422

野上工務店

㈱ニシハラ

FEEL

使用期間：

さわらの郷 ふれあい商品券申込書

建築・土木・造園
㈲江崎建設

（居酒屋）☎ 834-6888

響（ひびき）

〈キリトリ〉

住所：

トミーズ企画（看板、ステッカー作成します）☎ 202-0200

いわ浜

地鶏炭火焼 鳥花

●この商品券は表面の有効期間中に限りすべての加盟店
でご使用できます。
●この商品券は
「商品券取扱い店」
のノボリ・ポスターがあ
るお店でご利用できます。
●この商品券が使用できる加盟店でも、全てのサービス・
役務の提供が受けられない場合もございますので、ご使
用前に必ず加盟店にお問い合わせください。
●本券の交換又は売買、現金との引き換えはできません。
また、釣銭は出ません。
●この商品券での換金性の高い金券（商品券・ビール券・図
書カード・切手・印紙・プリペイドカード等）
、有価証券な
どの購入はできません。
●たばこ事業法（昭和59年8月10日法律第68号）第２条第
1項第3号に規定する製造たばこの購入はできません。
●医療保険や介護保険等の一部負担（処方箋が必要な医療
品を含む）には使えません。
●この商品券の盗難、紛失または滅失等について当会は責
任を負いかねます。

（自家焙煎コーヒー販売）☎ 804-0430

アオキ珈琲

きっちん西嶋（厨房機器新品・中古品販売）☎ 407-7268
木村ファーム

（乗馬クラブ・馬に乗ったことの
ない方でもお気軽に）

☎ 803-0312

（整骨院）☎ 804-3442

さくら針伮整骨院

（ネイルサロン）☎ 804-7139

Ｓａｋｕｒａｓ
ʼ ｎａｉ
ｌ

西日本新聞エリアセンター早良（新聞配達）☎ 804-6777
ハローサービス

（ガラスフィルム施工）☎ 405-3292

フォトショップジュン
㈱やまお

（写真）☎ 804-5833
（葬祭業）☎ 866-0983

平成27年6月2日現在（順不同）

