
アートボックス114 神田町 ＡＳＯ苅田店 神田町 ドラッグコスモス苅田店 磯浜町 アトリエ・ル・フォン 与原 （株）苅田自動車整備工場 幸町 （株）アートストーンカタギリ 幸町 グリーンシッピング（株） 曳船事業部 新浜町 ALSOK双栄（株） 九州支店 新浜町

味処英ちゃん 京町 猪熊商店 富久町 ★ドラッグコスモス南原店 南原 （株）Legit 行橋市 北九州日産モーター（株） 苅田営業所 殿川町 （有）中島石材工業所 谷 （株）翔陸運 長浜町 エコユニティー 南原

一蔵 京町 いろは精肉店 京町 ★ドラッグコスモス与原店 与原 エムズヘアースタジオ 富久町 京築車検センター 富久町 （有）平野石材店 与原 （株）新門司ライン 与原 （有）エコワン 尾倉

異風堂々 京町 （有）片岡食品 富久町 ★サンリブ 苅田店 殿川町 カットクラブイヌヅカ 神田町 （有）光栄自動車整備工場 富久町 藤原石材工業所 鋤崎 周防運輸（有） 港町 （同）ＳＡＳ 富久町

カフェ とんぼ 片島 （有）桂口精肉店 殿川町 ★ナフコ苅田店 幸町 カットハウスオオマガリ 京町 さいわい自動車整備工場 磯浜町 邦秀運輸 葛川 LIG　INVESTMENT（株） 若久町

着物BAR　秋月 京町 かねまさ屋 京町 ★トライアル苅田店 幸町 キャンドル美容室 尾倉 （株）TMO 与原 （株）日章 港町 ＵＤトラックス（株） 北九州営業部 長浜町 太田古鉄商店 港町

九州ラーメン和苅田店 富久町 苅田青果（有） 幸町 ★ルミエール苅田店 二崎 COCO ｍａｒｒ 神田町 ドリームサービス＆T 幸町 岡崎興産（有） 幸町

（有）源さん 京町 久保商店 富久町 コニー美容室 幸町 （株）BSK 片島 ATHENA（株） 京町 （有）東産業 磯浜町 沖永建設 松原町

コリアンダイニング木原 京町 （株）五栄商事 富久町 アリストンイン苅田北九州空港 幸町 チロル美容室 神田町 丸勝自動車整備工場 与原 S.K.マネージメント（株） 新津 （有）有吉工房 新津 苅田計量所 港町

お食事処炉 港町 JA福岡京築苅田直売所 京町 梶本旅館 港町 パール美容室 与原 森自動車 谷 積栄住宅（有） 新津 （有）石川建設 雨窪 （有）北崎商会 苅田

スナックRiN 京町 shunsai-ya TSURU 与原 苅田旅館 神田町 春葉美容ルーム 京町 山本自動車 尾倉 （有）ふじ不動産 幸町 （有）伊藤設備 新津 （有）西京物産 松原町

スナック たんぽぽ 京町 野口鮮魚店 京町 ファーストイン 磯浜町 日bito 京町 依田自動車 神田町 （株）不動産プレステージ 北九州市 （有）大国ホーム 若久町 さくら工房 松原町

スナックCECIL 京町 パンの家あかいほっぺ 神田町 ブルーポートホテル苅田北九州空港 苅田 フレイヤ美容室 京町 （有）めぐみ住宅 南原 大竹工業（株） 幸町 三晃住宅設備 松原町

大久そば 若久町 三基商事代理店 馬場 ヘアーサロンながの 富久町 エムケイ・メイク 京町 （有）岡野設計事務所 行橋市 JA福岡京築上片島資材センター 片島

立呑み　まこっちゃん 神田町 三村精肉店 京町 （株）九州アジア交通 神田町 ヘアーサロンまさご 京町 （有）オートデンソー苅田 与原 （株）B．I．C． 京町 （株）和樹 稲光 新栄トーヨー住器（株） 若久町

ちゃんぽん亭一天愛 殿川町 森永牛乳井上販売店 松原町 西日本ツーリスト（株） 苅田支店 片島 Hair TORILL 尾倉 （株）ＤＣＦグループ 京町 河津工業（株） 磯浜町 （株）信生工業 神田町

でや 片島 山下商店 新津 ラビットバス（株） 若久町 ヘアーサロンアガワ 神田町 （株）ブルース 京町 湘南造機（株） 鳥越町 協和林業（有） 与原 正和機材（株） 富久町

（有）天龍 港町 パン工房小麦 尾倉 ヘアーサロンジュン 殿川町 曽根湯布院機械（株） 鳥越町 草之實産業（株） 富久町 総合住器 南原

とも 京町 かんだ安全タクシー（有） 富久町 ヘアーサロンどい 神田町 （有）トーヨーショップ周防 京町 タカノス工業（有） 幸町 （株）KENSHIN 与原 高岡船食 港町

浜勝（株） 福岡苅田店 新津 セブンイレブン苅田小波瀬店 新津 太陽交通（株） 富久町 ヘア－サロンナカノ 京町 （有）松下タイヤサービス 殿川町 椿工業（有） 与原 （有）幸昌建設 新津 （株）タカシマ建築設計一級建築士事務所 北九州市

Pandaya (パンダヤ) 京町 セブンイレブン苅田幸町店 幸町 ベル美容室 京町 トモ商事 雨窪 髙信建設 新津 デジタルアクト 小波瀬

日立金属（株） 苅田清交倶楽部 磯浜町 セブンイレブン苅田松原店 松原町 朝日プロパン（株） 行橋市 ライジングモード 磯浜町 サイクルショップたかはし 京町 （株）中園 若久町 塩塚建設（株） 港町 （株）日栄紙工社 北九州市

松本商店 京町 セブンイレブン苅田南原店 南原 （株）泉産業 神田町 Riyou HOSOKAWA 片島 モーターハウスリバティ 殿川町 （株）瓢屋九州事業所 長浜町 （有）匠建スクエア 富久町 中野産業（株） 与原

まつり茶屋苅田店 京町 セブンイレブン苅田駅東店 幸町 （有）風間商店 京町 るびぃ美容室 光国 凡申産業（株） 新津 心愛工業 尾倉 羽野商店 新津

無名亭 京町 セブンイレブン京町２丁目店 京町 JA福岡京築稲光給油所 稲光 カットハウスヘブン 尾倉 オートガレージチャージ 若久町 （有）新和建設 苅田 （有）ビーエムフーズ 新津

むらた亭苅田店 富久町 セブンイレブン桜が丘店 尾倉 筑豊砿産（株） 若久町 ふじ美容室 尾倉 カークラブ3333 京町 （有）奥田鉄工所 幸町 セセトータル技建 尾倉 （有）プロシートコーポレーション 松原町

焼肉ふさみ 京町 セブンイレブン富久店 富久町 南国殖産（株） 苅田北九州空港インター給油所 苅田 美容室オブジェ 富久町 （株）ＧＬ 神田町 （有）苅田製作所 長浜町 総合建設アキレス 与原 Ｂｅｔｔｙ 尾倉

リンガーハット 苅田西工大前店 新津 セブンイレブン北九州空港入口店 苅田 （有）はるだや産業 尾倉 ダックス小倉 与原 かんてつ（株） 磯浜町 太新工業（株） 鳥越町 みやこキーサービス 新津

ワールドコーヒーショップ苅田店 京町 セブンイレブン苅田バイパス店 与原 港ガス（有） 港町 石辺歯科医院 富久町 京都総業（株） 神田町 三栄機工（株） 若久町 （有）田中建設 磯浜町 （有）宮古商事 殿川町

唐揚げ鶏　苅田駅前店 神田町 セブンイレブン福岡苅田磯浜店 港町 （有）宮谷工業所 与原 （有）津田建設 京町 （株）むげん 新津

居食屋　京 京町 セブンイレブン福岡苅田尾倉店 尾倉 eyelash salon Come flying 磯浜町 苅田自動車学校 集 岸之上美穂税理士事務所 富久町 トータルワン 行橋市 （有）ライフクリエーション 富久町

資さんうどん苅田店 磯浜町 ファミリーマート苅田バイパス磯浜店 磯浜町 アロマガーデンしずく 雨窪 幸松塾　苅田校 京町 古賀秀丸税理士事務所 磯浜町 アラキ塗装 桜が丘 （株）中谷組 片島 （株）ワイズクリエイト 京町

資さんうどん行橋店 行橋市 ファミリーマート苅田バイパス港町店 幸町 esthetic salon Come flying 磯浜町 山田塾 富久町 椎屋現場経営コンサルティング 集 （株）唐木工業 新津 （株）ニシケン小倉南営業所 北九州市

ファミリーマート苅田臨空団地店 苅田 横尾浩税理士事務所 磯浜町 坂本板金（株） 京町 西日本建設（株） 松原町

丸谷商店 若久町 ファミリーマート若久店 若久町 なかしま整骨院 富久町 作本書店 神田町 松岡塗装店 尾倉 （有）ハタダ設計工務店 若久町

ミニストップ苅田京町店 京町 癒し処もみ安 殿川町 アットマーク（有） 磯浜町 古谷建築 尾倉

（有）ANGE 京町 （有）サイトウ 殿川町 伊藤設計事務所 京町 （株）誠建設 与原

おかげさま 京町 キクヤ 京町 ふるや印章堂 京町 （株）セカンドステージ 与原 かわはら印刷所 港町 （有）山中総合設計研究所一級建築士事務所 二崎 増田工業 法正寺

（株）湖月堂 殿川町 グレスコ 京町 （有）ミマツエステート 与原 （有）ラップ 苅田 （有）優和建設 稲光

花楓月（有） 京町 pole.pole 行橋市 すがはら化粧品店 富久町 蒼武道具 与原

洋菓子工房トリオレ 富久町 （株）丸三 京町 （株）ウエムラ 行橋市 （株）タクシン 馬場

リトルエム 京町 （株）井筒屋苅田ショップ 殿川町 （株）はらだ 神田町 リースピア苅田 苅田 かーてんはうす 与原

（有）苅田薬局 神田町 （株）フジモト 苅田店 富久町 長尾内装 尾倉

漢方の十字堂 神田町 家電・設備のタイヨウ 新津 （有）朝日北部販売 富久町 レンタルビデオムービー２ 与原

パナライフいわた 光国 西日本新聞エリアセンター苅田 京町 釣り喜知 幸町 九州電波工業（株） 苅田営業所 富久町

花の店キャンパス 京町 ながの電器 尾倉 読売センター苅田北 神田町 松田釣具店 富久町 東本商店 京町 （有）協大電気設備 与原

パナランドなかお 新津 読売センター苅田中央 尾倉 江田電設 京町

メガネの正視堂苅田南店 与原 （株）本村電器商会 神田町 （有）沖永衛生社 与原 （株）ISSA 神田町 （株）コーセイジャパン 港町

ヤマダ電機 九州テックランド苅田店 殿川町 みやこ美研 京町 （有）苅田衛生社 富久町 （株）イノベーションサポート 新津 増光工業（有） 神田町

北丸製靴店 神田町 （有）山電 富久町 坂岡清掃（有） 尾倉 （公社）苅田町シルバー人材センター 尾倉 半田電設工業（株） 苅田営業所 若久町

東本商店 京町 高城清掃（有） 与原 （株）ＱＣＤクリエイト 磯浜町 吉田電気商会 与原

苅田カメラ 神田町 （有）ナカガワ 片島 （株）ヒビキサービス 馬場

（有）白羊舎 京町 苅田造園 雨窪 北部総合清掃（有） 神田町 （株）イーシーアイ 神田町

製造

リサイクル

【お願い】

お手数ですが、商品券ご利用の際は事前に取扱店にご利用

についてご確認くださいますようお願いいたします。

★のお店はピンク色の商品券のみ利用可能です。

取扱店は変更になることもございます。一覧表の最新版は苅

田商工会議所ホームページの「プレミアム商品券名簿」ページ

をご覧ください。

令和３年度苅田町プレミアム商品券　取扱店舗一覧

その他

印鑑

化粧品

贈答品

武道具販売

内装

鉄工

板金・塗装

中古車販売

設計

運送

建設

広告代理店

印刷

リース

レンタル

自動車部品販売

タイヤ修理・販売

自転車・バイク

税理士・労務士・コンサルタント

総合小売

ホテル・旅館

旅行・バス

タクシー

ガソリン・ガス

理美容 石材販売

その他販売

不動産

保険

自動車修理・販売

衣料品

クリーニング

歯科・医院

学校・塾

書籍整体・整骨

造園

事務用品

釣具・瀬渡し

清掃

リサイクル

介護

エステ

宝石
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飲食店 食料品

酒

ケーキ・菓子

薬品

コンビニ

カメラ

新聞

看板

電気工事

生花

家電販売

メガネ

靴

人材派遣


