
商号・名称 住　　所 電話番号 業　　種

 イ 今里呉服店 土橋 22-2687 呉服・和装小物

安徳洋服店 山内 22-3072 オーダースーツ

ｃａｍｅｙａ 清水町 22-2122 衣料品小売

ﾄｰﾀﾙﾌｧｯｼｮﾝ　ハシヅメ 吉田 22-4863 婦人服・学生服

カワヤマ洋品店 東紺屋町 22-2328 学生服販売

樋口制服店 鵜池 24-3833 学校制服販売

サーティワン アイスクリーム八女店 馬場 24-5454 アイスクリーム

木下政一商店 東京町 22-4657 こんにゃく・ところ天

スノーベアー 馬場 22-7858 洋菓子製造販売

㈱古賀製茶本舗 山内 24-1511 茶・その他

サトウ酒店 西矢原町 22-2265 繁桝・喜多屋・焼酎

とんかつ惣菜 みずもと 清水町 22-5178 ヒレかつ・ロースかつ

㈱おおかわ園 岩崎 24-1358 茶販売

㈱岩﨑園製茶 大島 23-4569 八女茶製造・販売

㈱池田屋酒店 南平塚 23-2747 酒類・御中元商品

ケーキ工房クローバー 室岡 23-1315 ケーキ・焼菓子

㈱牛島製茶 津江 22-4818 茶・茶器・菓子

このみ㈱ 山内 22-7700 茶販売

室園銘茶㈱ 蒲原 23-3444 深蒸し八女茶製造販売

後の江製茶 平田 23-0095 八女茶製造直売

山口米穀店 八幡 22-3287 米穀・灯油

大石英治製茶 室岡 23-0843 お茶・急須・冷茶ボトル

お茶の光玉園 井延 23-6125 八女茶・八女茶スイーツ

丸森製菓 土橋 22-2620 八女茶飴・もち飴

清水食鳥 日の出町 22-3901 唐揚げ・串焼き・鶏肉総菜

川口養蜂場 黒土 22-2738 養蜂業・蜂蜜

㈱九州蜂の子本舗 蒲原 25-6811 蜂蜜・ソフトクリーム

㈱エスカルゴ 東唐人町 24-5839 洋菓子

ゆば屋はな花 馬場 24-2120 豆腐・ゆば・お惣菜

鳥藤かしわ店 大正町 22-2210 鳥肉販売

秋山食品 柳島 22-2015 こんにゃく

お茶のタカキ 大籠 22-2148 茶

㈱大隈製茶 津江 24-5288 茶製造・販売

梶山精肉店 祈祷院 23-1129 精肉・惣菜

茶の蔵 亀甲 24-8606 緑茶・菓子・急須

㈲このみ園 中宮野町 24-2020 八女茶

かの蜂 今福 24-2418 蜂蜜

坂口酒店 本町
090

5729-0657 種類雑貨類

㈱ニシコーフードサービス 立野 23-3131 食品製造・販売

オリビエレイン 吉田 43-0994 パン

商品券取扱店（6/7時点）

衣料品

食料品



㈱お茶村 室岡 24-0003 お茶

隆勝堂　八女本店 蒲原 24-1717 菓子

隆勝堂　清水町店 清水町 23-4539 菓子

隆勝堂　パセオ店 納楚 23-4540 菓子

サンタカフェベーカリー 蒲原 25-3030 パン製造・販売

永松商店 西紺屋町 24-2636 駄菓子・駄玩具・玩具花火

川魚　片小田 柳瀬 22-4808 惣菜業

㈲鵜ノ池製茶工場 鵜池 23-5519 茶製造直売

すぐる横丁 大籠 24-8338 飲食業（持ち帰り）

肉のすぐる　八女工場 岩崎 22-9571 食肉販売業（焼鳥串）

電'Ｓ みやけ 北平塚 24-0396 家電商品・設備工事

エディオン祈祷院店 祈祷院 22-5241 家電販売

㈲ノダデンキ 祈祷院 23-0764 家電販売

エディオン 八女吉田店 吉田 23-2472 家庭電気製品販売修理

エディオン忠見店 忠見 30-2030 家電販売

イケダ電器 岩崎 23-0567 電化製品販売

アズ 八女店 蒲原 24-1101 家電製品

㈲山下電機商会 大島 23-3947 家庭電器製品販売

ＥＭ田中 鵜池 22-4319 家電・楽器

化粧品のあきやま 西紺屋町 24-3573 化粧品販売・エステ

アサヒ堂薬品 土橋 23-2426 医薬品・健康食品・雑貨

つばき化粧品店 清水町 30-3755 化粧品

芳香堂 津江 24-3405 化粧品販売

メナード化粧品　美・コパン 馬場 22-4786 化粧品販売＆エステ

モイスティーヌサロン リュミエールやめ北平塚 24-5576 モイスティーヌ

肉料理 かずえ 新町 22-6515 ランチ・焼肉

加茂川 東京町 24-3766 飲食店

桐乃家 大島 23-1323 飲食業（うどん・そば・丼物）

フラボン弐番館 室岡 22-7555 飲食業

花むらさき 西宮野町 23-7344 花ランチ・花会席

辛麺屋食堂　道 馬場 24-6066 飲食店

珈琲通　亜米利加 龍ヶ原 24-1873 飲食店（喫茶）

クマノス 亀甲 43-5208 飲食店

和膳まるみつ 酒井田 24-3337 飲食店

お料理かほり 蒲原 22-8358 和食・飲食店

旬菜居酒屋つつみ家 高塚 24-8878 居酒屋

キッチン　たんぽぽ 北平塚 22-5000 飲食業

みやこ食堂 鵜池 24-4915 お好み焼・焼そば

鬼楽 南平塚 22-2670 居酒屋

やき鳥さかい 吉田 22-7382 飲食店

居酒屋 我楽庵 北平塚 24-2498 居酒屋

家電製品

医療品・化粧品・エステ

飲食店



居酒屋オアシス神 平田 23-3460 飲食業

炭び焼とりすぐる 東唐人町 24-8333 焼とり

炉端焼き一八 本村 24-6800 イカ焼き

つるや本店 西矢原町 23-3379 飲食業

酒邸　吟乃香 西矢原町 24-8199 飲食店

㈲寿し割烹立花 馬場 24-3645 飲食業

ひょっとこ 東唐人町 23-5809 飲食業

居酒屋 八蔵 八女本店 杉町 24-0006 飲食業・居酒屋

鶏の極み　とり源 清水町 22-8099 飲食業・鶏料理

パスタの王様 八女店 蒲原 25-7000 パスタ・ピッツァ

濵かつ　八女店 北平塚 25-3500 飲食業

韓丼　八女店 納楚 24-6024 飲食店

酒バー恵比寿 本町 24-8199 酒類・フード・飲食店

もつ鍋専門店　もつ蔵　八女店 東紺屋町 22-7791 飲食店

秀屋 吉田 24-5883 ハンバーグ等

鉄鍋ギョーザ　こうげん 東唐人町 24-2695 飲食業　ギョーザ・焼とり

ちゃんこ鍋　和 北平塚 24-9598 ちゃんこ鍋　やきとり

ガーデンホール矢部川城 津江 22-6237 結婚式場・大小宴会場

㈲淺川石油 新庄 23-1678 ガソリンスタンド

牛島燃料店 津江 22-2869 住宅設備機器

ＳＯＬＡＴＯ蒲原ＳＳ 蒲原 23-1306 石油製品

牛島石油㈱ 納楚 23-2185 石油販売

灯油の店 仁賀木 西唐人町 24-1131 灯油

㈱和泉プロパン八女 祈祷院 22-3540 ＬＰガス住宅設備機器

八女食糧販売㈱ 納楚 23-2166 ＬＰガス機器・灯油・米

鹿野中原堂 吉田 24-2713 文具・書道用品

㈱伊藤尚文堂 高塚 23-6153 文具・事務用品・家具全般

㈲サカイ文具店 西京町 22-2283 文具・事務用品・ＯＡ

樋口武道具店 西矢原町 24-3603 武道具販売・修理

㈱アオキ楽器 清水町 22-6337 楽器・楽譜・ピアノ調律

うえしまスポーツ 西唐人町 23-3959 スポーツ用品・制服

エガミ時計店 鵜池 22-3238 メガネ・時計・貴金属

翠明工房 東宮野町 23-7435 宝飾・めがね・とけい

光明堂眼鏡専門店 清水町 22-4836 眼鏡・双眼鏡

ウエノ時計店 清水町 22-2702 時計・宝石・メガネ・補聴器

サロンド・ジュノン 榎町 24-5867 美容室

ヘアールーム メゾン 馬場 23-2214 美容室

美容室プラッツ 蒲原 22-3428 美容業

井上理容 東唐人町 22-5416 理容業

燃料・ガソリンスタンド

書籍・文具事務用品

玩具・スポーツ用品・楽器

時計・眼鏡・貴金属

理容・美容



整体らくらく 清水町
080

3379-2255 整体・足つぼ・顔つぼ

美容室Ｊａｍ 大籠 24-9010 美容室

きつつき整骨院 東宮野町 22-8643 整骨院

サロンド・ユミ 西京町 24-5266 美容業

㈲木佐木佛壇店 蒲原 24-3671 仏壇仏具製造販売

㈱おがた佛具店 吉田 23-1424 仏壇・仏具

お仏壇の井乃口屋 杉町 22-3259 仏壇・仏具製造小売

堂島屋  鶴陶器本店 西矢原町 22-2223 陶器・婦人服・雑貨・漆器

桜木たたみ店 山内 22-4840 畳工事一式・襖障子張替

㈱井ノ口佛壇店 大正町 23-5588 仏壇仏具神具製造販売

千歳畳本店 鵜池 22-4302 畳

㈱井上爲吉商店 酒井田 23-5045 盆提灯販売

漆工房岩弥　近松仏壇店 高塚 22-5800 仏壇仏具・漆アクセサリー

㈱八女人形会館 津江 24-5550 節句人形・盆提灯

梶山たたみ店 井延 22-5206 畳工事一式

㈱ＫＷＯＯＤ 酒井田 22-5689 寺院仏具・納骨壇製作

お仏壇のよしまる 蒲原 24-5555 仏壇・仏具販売

緒方佛壇本店 西矢原町 23-3367 仏壇・漆製品製造販売

鶴仏壇店 清水町 22-4702 仏壇・仏具・数珠等

㈲内田和商店 平 24-2188 提灯製造卸

ぶつだんの光 室岡 22-3223 仏壇・仏具販売

㈱ヤマグチ 杉町 23-1138 提灯

㈲内田醇商店 平 24-3805 提灯製造卸

松鵜仏具店 馬場 22-5098 仏壇仏具

鶴佛壇本店 西矢原町 22-5058 仏壇仏具販売

溝田和紙 柳瀬 22-6087 手すき和紙製造販売

ニコニコタクシー 蒲原 22-6645 タクシー業

筑後旅行センターゆめタウン八女店 蒲原 25-6111 旅行商品(一部対象外あり)

大丸タクシー 立花町谷川 37-0045 タクシー

堀川トラベルサービス 南平塚 24-2100 旅行業(一部対象外商品有）

堀川バス㈱ 土橋 23-2115 回数券

ポーポリーほりえ 東紺屋町 22-2877 生花販売

ローソン　八女稲富店 稲富 24-8577 コンビニエンスストア

ローソン　八女室岡店 室岡 24-9633 コンビニエンスストア

ローソン　八女吉田店 吉田 22-4111 コンビニエンスストア

ハリカ八女店 馬場 24-2355 贈答品

福印堂 西唐人町 22-3969 はん・ゴム印・表札他

㈲ジョイ池田 大籠 22-6162 太陽光発電・贈答品

㈲贈酒田中屋 納楚 24-1147 酒・ギフト

家具・什器・提灯・仏壇・節句物

旅行業・タクシー業

生花

コンビニエンスストア

贈答品・記念品・雑貨・日用品



手作り雑貨mojoca 清水町
080

3185-5670 ハンドメイドショップ

コクリコ 忠見 22-7585 婦人服・雑貨・タオル製品

橋爪カバン店 清水町 24-2814 バック・カバン・サイフ

サラダ館 八女本店 津江 22-7277 ギフト

ＡＲＫＴＯ＋ 東矢原町 23-5566 靴・履物・インソール

タイガー靴店 土橋 22-2757 靴

㈱ワタヤ 龍ヶ原 22-2029 住宅設備・キッチン用品

すまい創琳 蒲原 22-5612 建築・リフォーム工事

㈲野中塗装店 納楚 22-6022 塗装工事・防水工事

㈲古賀塗装店 津江 22-2808 塗装工事・防水工事

川口ガス住設 忠見 23-7667 住宅設備

㈱中嶋工務店 井延 23-0213 建築工事業

㈱イノウエハウジング 津江 24-1214 建設業

ダスキン五反田支店 蒲原 24-3341 ダスキン商品サービス

㈲江田建設 高塚 24-5585 建設業

西日本ガス㈱八女支店 立野 23-5008 ガス器具のみ

㈲橋爪サッシ店 吉田 23-2425 サッシ・硝子他

溝田建設 柳瀬 24-1190 建設業一式

牛島設備工業㈲ 吉田 23-7570 総合設備業

カミヤ質店 馬場 23-7878 ブランド品・貴金属等

桜はうす 祈祷院 23-1965 不動産仲介

牛島塗装工業㈱ 平田 24-3906 塗装工事・防水工事

西村住設 本 24-1067 上下水道・浄化槽工事

入江塗装店 蒲原 24-4349 建築塗装・防水

末次塗装店 馬場 22-5280 建築塗装・防水工事

なかの瓦工房 国武 23-5231 屋根瓦工事業

村尾建設 川犬 22ｰ5658 新築・リフォーム

ノーベルショップやまと 中宮野町 24-0659 カーテン・クロス

井上建設 矢原 22-3706 建設業

㈲フローラ美工 祈祷院 23-7688 自動車用販促用品

ひらしま塗装 稲富
090

8915-8025 建設塗装

八女伝統工芸館 中宮野町 22-3131 八女の工芸品・民芸品

八女観光物産館 中宮野町 22-7730 八女の物産農産加工品

㈲シンエイ工業 国武 24-8139 建築工事業

西日本新聞エリアセンター八女西 立野 22-4761 西日本新聞販売店

国武建設 前古賀 23-0456 建設業・リフォーム工事

伊藤建設 西古松町 22-4649 介護リフォーム・建築全般

㈱エム・ケイ・ジー企画 岩崎 23-5583 危機管理アドバイザー

延寿建具製作所 山内 42-3911 木製建具・襖・硝子取替

山下建築 長野 22-5011 建築業

小川工務店 酒井田 22-5443 建築業

いもと建築工房 忠見 24-3606 建築業

履物・手芸品

建設建築関連・サービス・その他



㈲橋爪電気工事 吉田 23-3426 電気工事・家電商品

高和電設 津江 23-1606 電気工事

㈱ピコ― 室岡 23-1000 白蟻・スズメバチ防除

筑後通信建設㈱ 酒井田 23-4625 電話工事・建柱工事

㈲馬場燃料店 馬場 22-4060 器具・上下水道工事等

立石ガラス店 高塚 22-4028 サッシ・ガラス　他

㈱栗原木工所 酒井田 24-0463 建具・襖・障子・家具製造

㈱池田モータース 室岡 24-9922 自動車販売・車検・整備

㈲日の出商会 納楚 22-6866 農機・空調販売サービス

古賀モータース㈱ 納楚 23-1414 自動車販売・修理

㈱ホンダパルス 本 23-1147 車輌販売・修理

㈲沢田モータース 馬場 22-2945 自動車販売・修理

渡辺種苗店 東古松町 22-4722 種子・苗・農業資材全般

熊谷自動車整備工場 井延 23-1441 自動車整備・販売・車検

㈲立花車体 宅間田 24-5371 自動車板金・塗装・整備

室園モータース 蒲原 22-4488 自動車整備・販売

㈲福島オートセンター 岩崎 23-0697 自動車販売・車検

仁賀木自動車㈲ 平田 24-2159 自動車整備・販売

マイティマックカーズ 杉町 24-9333 自動車販売

ライダーズ　コア 蒲原 23-3828 バイク販売・修理

㈲スミモータース 馬場 22-2269 車販売・整備

斉藤自動車整備工場 蒲原 23-4560 自動車整備・販売

ボディーショップ熊谷 井延 23-7207 自動車販売・整備

井上モータース 宮野 22-3725 自動車鈑金・修理・販売

ＹＯＵ ＳＨＯＰ山口 北平塚 23-2788 二輪車(バイク・自転車）

ひかり自動車 馬場 24-4012 自動車板金塗装

小野モータース 大籠 22-5410 自動車整備販売

後藤機械 岩崎 24-1664 農林業機械販売・修理

ラビット八女インター店 室岡 23-1515 自動車販売・整備

㈲ヤヒロ自動車販売 前古賀 24-5515 自動車販売・整備

笹井自工 平 23-6063 自動車販売・車検・修理他

㈱堀下自動車 本 23-0334 自動車整備

八女中央自動車学校 平田 23-5175 自動車教習業

㈱永尾モータース 蒲原 24-2103 自動車販売・修理

ＧＯＯＤ　ＭＯＴＯＲ 龍ヶ原 24-9811 自動車・車検

㈱ナフコ八女店 北平塚 23-7181 ホームセンター

メガネの立石 八女店 津江 24-0477 メガネ・補聴器

グッデイ八女店 納楚 22-3838 ＤＩＹ商品全般

ゆめタウン八女 蒲原 23-0666 小売業

ナフコ八女インター店 蒲原 25-7331 ホームセンター

マミーズ後ノ江店 津江 22-6344 生鮮食料品他

車・機械

温泉施設・ホテル

大型店（ブラウン）１種類のみの商品券がご利用できる店舗）



マックスバリュ八女本村店 杉町 25-5227 小売業

マックスバリュ八女本町店 西唐人町 24-0131 食品スーパー

メガネのヨネザワ 大島 24-4020 眼鏡・補聴器・コンタクト

ﾆｯﾎﾟﾆｱﾎﾃﾙ八女福島商家町 西京町
0120

210-289 ホテル・レストラン

ドコモショップ 八女店 大島 24-3968 携帯電話

コスモス　八女店 室岡 30-3411 ドラッグストア

コスモス　八女本町店 中宮野町 30-2929 ドラッグストア

コスモス　納楚店 納楚 25-2012 ドラッグストア

ドラッグストアモリ　八女本町店 馬場 24-6308 ドラッグストア

ドラッグストアモリ　八女店 蒲原 22-4103 ドラッグストア

ドラッグストアモリ　納楚店 納楚 22-8837 ドラッグストア

スーパーセンタートライアル　八女店蒲原 30-1666 小売業


