
＊取扱店によってご利用条件が異なりますので、詳細につきましてはご利用店舗へお問合せ下さい。

令和3年11月15日現在 288店舗
ジャンル 地区 事業所名 電話番号 住所 ジャンル 地区 事業所名 電話番号 住所

食べる 食べる
Ａコープよしい店 75-2488 吉井町356-5 夢叶 75-4575 吉井町686
セブンイレブン福岡吉井新馬場店 76-4611 吉井町736-1 BAR  BIBULOUS 080-1242-1952 吉井町1290-1
食品センター共栄 75-2652 吉井町1317 ニューパピヨン 76-3939 吉井町1290-1マティビル4Ｆ

マックスバリュ吉井店 74-2120 吉井町16 和食処　ながしま 75-2228 吉井町1242-5
にじ農業協同組合　にじの耳納の里 75-8111 福益130-1 お食事処「やま元」 75-5645 吉井町1273-2
セブンイレブンうきは鷹取店 75-5377 鷹取345-1 古代 75-2030 吉井町1317-5
㈱まるか梶原商店 75-2185 新治147-1 かっぱ村 76-5557 吉井町739-2
株式会社イズミゆめマートうきは 76-3222 千年153 カフェレストラン溜 73-7715 吉井町1041
Ａコープうきは店 77-5439 朝田584-1 ㈲馬庵このみ 75-3338 生葉785-2
サンピットバリュー浮羽店 77-6335 朝田587-1 ㈱さかえフーズうきは店 75-5955 鷹取字森ノ下234-1

みなみストア 77-2464 朝田122-3 オテル　ドゥ　やまさき 75-2844 若宮115
Ｙショップ流川店（上村酒店） 74-6123 流川803-3 レストラン庄山 76-5429 千年248
みぞたマ－ト 77-3521 高見866-7 山歩 76-9776 新治366-1
うきはの里㈱ 74-3939 山北729-2 弥栄 75-4343 吉井町624-5

お茶 浮羽 ㈱新川製茶 74-3113 山北227-2 居酒屋磯吉（㈱翼company） 76-4222 吉井町1316-4
金子酒店 75-4355 新治204-1 ちいさい呑み屋　はちぶんめ 080-4300-3967 吉井町1241-1
リカーショップ　イーグル 75-2338 吉井町1047-1 座一番 75-5867 吉井町1268

浮羽 永松酒店 77-2736 三春1883 寿し居酒屋ゆるり。 75-5597 吉井町1306
吉井 石井ラムネ屋 75-2204 吉井町735-2 居酒屋　託望 76-4809 吉井町92-3
浮羽 ミルクセンターさとう 77-6293 朝田97-5 博多一番どり居食家あらい　吉井店 75-8300 吉井町967-11
吉井 ㈲梅廼家醸造場 75-3322 吉井町1142 居酒屋八蔵　うきは吉井店 76-5711 生葉631-5
浮羽 ㈲弥吉醤油 77-2603 高見538-2 四季房ふらの 76-3399 新治368-1

米 浮羽 梅野米店 77-2514 朝田122-5 お料理処　白花綜 75-2572 吉井町1153-1
旬菜弁当 76-9221 東隈上451-9 Vin café PROSPERO 73-7303 吉井町1251-6　2Ｆ

Cook-R。 080-3983-6300 西隈上600-1 まーさん食堂 75-3533 吉井町1416-1
からあげ 吉井 稲田屋 75-2080 吉井町1156-1 居酒屋ほし 75-3160 吉井町1212

ぱんのもっか 75-3303 吉井町1127-5 そば処郡上 73-7850 吉井町福益1628-1

ＹＯＳＨＩＩ　ふなき 76-2794 生葉730 キチココ 090-6428-3635 吉井町1043-2
浮羽 パン工房　ミゲル 77-2455 東隈上27-1 本氣のからあげうきは吉井店 76-2917 吉井町631-5

㈱栗木商店 75-2151 吉井町191-1 スープカレー専門店禅 73-7777 吉井町657-4
（資）鳥志商店 75-2214 吉井町220-3 食彩倶楽部　純正 77-8627 朝田568-1
長尾製麺㈱ 75-3155 吉井町927 お食事処　うきは 77-7232 朝田596-1

吉井 ときわ精肉支店 75-3309 吉井町1169-2 喫茶　ラ・セーヌ 77-3655 浮羽289-16
肉のいなだ 77-2002 朝田595 焼肉うきは島 77-6526 浮羽452-21
稲田茂商店 77-2033 朝田358 ㈲よあけ会館 77-4016 西隈上11-2
寺敷精肉店 77-2377 東隈上447-4 伍平太うどん 77-4493 東隈上13-1
菓子工房　ナチュール 76-2577 千年字今丸251-4 お食事処なかよしこよし 77-2155 山北729-2道の駅うきは内レストラン

ブラウンシュガー 75-2556 清瀬507-1 大望 77-8687 三春1879-1
Sweet’s　House　REN 76-9545 吉井町1003-12 やまんどん　夢語寄家 77-4174 山北2212-7
山の麓 75-5534 吉井町791-7 囲炉裏カフェ　里楽 77-2275 新川3918-1
ル・シュクル 77-7090 浮羽289-8 イビサスモークレストラン 77-7828 田篭707-1
シフォンケーキのお店nico 77-3980 東隈上314-12 炭火やきとり二番手 77-8480 朝田685-7
あけぼの河童菓庵 75-2739 吉井町1171-2 鳥扇 77-2053 古川1088-1
ひた屋福富 75-2465 吉井町1127-3 焼とり吉ちゃん 77-6053 古川1072-9
御菓子処　菊家 76-3283 生葉774-12 凛 77-4198 朝田657-2

学ぶ 長崎カキ丸 090-8402-3717 山北1969-2
吉井 ㈱かが し屋 75-2155 清瀬477-4 装う

㈱しまだ文具 77-2073 朝田657－1 石井洋装店 75-2843 吉井町1247
はりまや 77-3217 高見659-1 （名）白木屋 75-2876 吉井町1346
青柳書店 75-2766 吉井町1370-2 ㈱洋品百貨きくや 75-4146 吉井町1316
ＭＩＮＯＵ　ＢＯＯＫＳ　＆　ＣＡＦＥ 76-9501 吉井町1137 やまだい吉井店 75-5685 若宮28-5

医療 浮羽 ファッションショップＨＡＴＡ 77-3042 三春1823
ドラッグストアモリ吉井店 75-5998 吉井町681-1 大神呉服店 75-2541 吉井町1317-1
ディスカウントドラッグコスモス吉井店 74-2030 吉井町生葉731 呉服の絹裳 75-4036 吉井町742-13
ディスカウントドラッグコスモス浮羽店 74-5010 吉井町新治215-1 すゞや 75-2861 吉井町1254
ドラッグストアモリ浮羽店 77-8929 東隈上571-15 徳永呉服店 75-2045 吉井町1403
㈲みゆき堂薬局 77-2345 朝田397-1 浮羽 ㈱たかお 77-5298 朝田587-11
㈱ドラッグ大賀うきは店 77-7694 朝田587-1 ㈲モリナガ　モデルズコスメティクス 76-3651 吉井町617-3

福祉用品 浮羽 ㈲スリーエー 77-6463 小塩1539-2 中川化粧品店 75-2516 吉井町1320
ごん整骨院 74-5215 若宮40-3 アルソアまり 75-2117 福益798-5福益ハイツ105号

吉井整体院 75-3237 若宮30-1 ㈲江藤化粧品店 77-2237 朝田588-6
うきは鍼灸・整骨院 77-5866 朝田590-11 弥吉化粧品店 77-3029 高見428
小川整体治療院 77-2133 古川1121-3 美容室　和子 75-3887 八和田874-3

造る カットサロンうすい 75-2376 吉井町1168
ヒグチキカイ株式会社 75-5472 新治404-4 クマガエとこや 75-3421 吉井町1391-1
㈲うちやま農機 75-3511 鷹取1546-4 ヘアーメークサロンミルキー 75-5668 吉井町319-1
㈱いいだ農機販売 77-3058 東隈上20-1 上村理髪館 75-2466 吉井町925-8
㈱白石商店 77-2878 山北1759 ヘアーサロン・いのうえ 77-2264 朝田368
林肥料店 75-2815 吉井町1115 ヘアーサロンナラハシ 77-2210 朝田587-2
ＪＡにじ営農センター吉井 75-5121 吉井町352 美容室サミュー 77-7488 高見338-8

浮羽 ＪＡにじ営農センターうきは 77-8295 朝田584-1 おばな時計店 75-2505 吉井町1294
造園業 浮羽 樋口造園 77-3906 新川2449-1 めがね・とけい補聴器の長崎屋 75-2208 吉井町中町1250-1

その他 中川時計店 75-3337 吉井町1339-3
組合 浮羽 浮羽森林組合機械センター 77-4009 朝田381-5 メガネのヨネザワ吉井店 76-5113 吉井町生葉624-1

塗装業 浮羽 ハウスペイント山下 77-8080 西隈上60-1 メガネのヨネザワゆめマートうきは店 74-5888 千年153ゆめマートうきは店内

浮羽 喜多時計店 77-2633 高見1431-1

　【問合せ先】　　うきは市商工会　住　所：うきは市浮羽町朝田５８２－１
　　　　　　　　　　　電　話：０９４３－７７－２２３９　開館時間８：３０～１７：１５（土日祝日を除く）
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ジャンル 地区 事業所名 電話番号 住所 ジャンル 地区 事業所名 電話番号 住所
遊ぶ

写真の松屋 75-3577 吉井町1407-1 オートサービス　サトウ 76-5639 徳丸408-7
写真場オバル 76-3807 吉井町340-13 ㈲山下自動車 75-3210 清瀬477-5
中村写真館 75-2608 吉井町693-2 ㈲武内自動車商会 75-2390 清瀬489-10

つり堀 浮羽 浮羽つり堀 77-3675 高見1545-1 ㈱泉商会 75-2873 吉井町41-2
吉井 サトウペットショップ 75-2365 吉井町1102-1 リファインオート 76-2788 富永220-1
浮羽 愛犬美容室ペルル 77-8050 東隈上311-7 コガ自工 75-5400 屋部278-1

花のマルヤ 75-2726 吉井町1410 イツモレンタカー(㈱CSGP） 75-9537 江南446-2
原田種苗 75-2273 新治277-1 オートショップYAMATO54 73-9111 福益133-2

吉井 ㈲ニュー筑水荘 74-5555 千年596 株式会社Bモータース 76-5877 富永665-1
つるき荘 77-3181 古川1096-1 ＢＯＤＹ　ＷＯＲＫＳ　ＭＩＹＡＺＡＫＩ 77-6805 朝田1155-1
ホテル花景色 77-2110 古川1097-1 山口車体工業㈱ 77-2131 朝田255-1
清乃屋 77-2188 古川1099-3 江田自動車商会 77-2729 朝田547-7
桑之屋 77-2148 古川1099-10 ㈱浮羽自動車整備工場 77-2807 朝田569-5
ビジネスホテルおがわ 77-2435 古川1121-3 ミヤザキシャリョウ 77-4602 朝田942-1

スポーツ用品 吉井 スポーツショップとりし 75-2354 吉井町1378-1 ㈱樋口自動車 77-3141 浮羽388-1
ゴルフ 浮羽 浮羽カントリークラブ 77-8585 浮羽町新川4094 ㈲樋口モータース 77-2508 朝田97－3

暮らし 岩佐タイヤ 77-3409 東隈上2-1
家具 浮羽 サケミ家具 77-6481 高見1684-1 佐々木タイヤ工業所 77-3037 西高見

髙山寝装 75-4345 若宮59-13 佐藤整備 77-4935 高見1006-1
㈲アイディーエス 76-2877 清瀬602-6 カーペイントカマロボデー 77-5613 高見1459
快眠館まちの 75-2742 吉井町919-3 宮﨑自動車商会 77-2900 三春1884-1

浮羽 ふとん屋ねんね 77-2063 東隈上322-24 ガレージカーセレクト 77-5150 流川189-3
吉井 ㈱杉石油 75-2360 吉井町685-5 ㈱ＴｏｕｒｉｎｇＪａｐａｎ浮羽エンジニアリング 77-5561 西隈上123-1
浮羽 ㈲岩見石油 77-2211 浮羽846-2

水城萬商店 77-2306 朝田69-4 ㈱佐々木建設 76-5184 宮田303-1
大阪屋 77-2042 朝田355-2 ㈱大和ハウジング 75-3336 若宮40-3

棕櫚箒 浮羽 ㈱キ乃シタ 77-2212 浮羽301 ㈱　権藤建設 76-5383 清瀬295-2
㈲大藤刃物店 77-2726 高見862-2 髙倉建設 75-3276 吉井町565-3
山﨑刃物 77-2255 小塩1539-1 山﨑建設㈱ 75-5062 吉井町845-1
窯元　陶秀苑 77-5803 朝田1101-4 柳工務店 76-2424 生葉56-1
一の瀬焼　丸田窯 77-2749 朝田1133-2 松浦建設 75-3438 生葉186-1

印刷 吉井 赤穂印刷㈱ 75-4175 吉井町1319 筑水建設㈱ 75-2040 富永1610-1
印鑑 吉井 はんの二宮 75-2359 吉井町1392-13 ㈱麻生工務店　浮羽支店 77-2050 浮羽286-1

クリーニングフェスタ　エヴリ店 76-5724 若宮40-3 三浦建設㈲ 77-6065 朝田1401-3
クリーニングフェスタ　本店 75-4415 吉井町732-4 ㈱総建 77-2990 朝田268-1

浮羽 そのだクリ－ニング店 77-2866 東隈上451-25 ㈱今村建設 77-8702 高見1047-1
吉井 ㈱光タクシー 75-3181 吉井町742 鑓水建設㈱ 77-5276 流川77-2

㈲朝田タクシー 77-3410 朝田645 ㈱ヤマド 77-4122 朝田1395-1
浮羽交通㈱ 77-3165 浮羽824 豊ハウス産業㈱ 77-8711 浮羽568-1

旅客 田主丸 有限会社タカラ交通観光バス 74-1911 長栖366 ㈱福岡電化商事 75-2471 吉井町268-17
エディオン吉井駅前店 75-2325 吉井町214-3 タグチ塗装工事 76-5015 吉井町693-7
國分電化センター 75-2955 吉井町256-4 千年インテリア㈲ 75-3488 千年138-1
ワイズ吉井店 75-5553 吉井町567-13 末次トーヨー住器㈱ 75-3021 千年41
でんきのアズ吉井店 76-5025 吉井町733-2 ㈱大熊硝子アルミセンター 75-2213 吉井町1438-1
ユーデンひめの 75-2454 吉井町921-1 岩佐設備 76-3001 新治1270-1
弥永電器 75-5130 吉井町1387-3 筑建サッシ店 75-3555 新治1561-2
ヤマサキデンキ 77-2730 朝田398-1 中川畳製造所 75-3319 新治1135-1
アズ浮羽店 77-3660 浮羽389 ㈲堤電設 75-4007 福益856-4
江藤ラジオ店 77-2612 古川1028-3 ㈱西見石材工業 76-5112 富永748-1
タガワ電器 77-5871 三春2590-1 ㈱ダイケン福岡吉井店 76-4935 八和田874-12
ワイズ浮羽店 77-5998 山北1661-3 長尾表具店 75-2266 吉井町114-1
ドコモショップうきは店 76-4168 鷹取358-1 ループロ設備 73-7370 吉井町987-3
auショップうきは 75-5800 鷹取100-1 ㈲伊福綜合設備 77-2413 三春2525-5
ホームプラザナフコ吉井店 75-2118 吉井町314-1 ㈲アズマ設備 77-7241 朝田320-4
ホームプラザナフコうきは店 75-8071 桜井244 ㈲堀江設備 77-8551 朝田79-7
コメリホームセンターうきは店 75-8101 鷹取1629 古賀硝子店 77-2619 東隈上320-16

吉井 ㈲は～とらっぷ 76-5218 宮田579-1 大力工事㈲ 77-4640 浮羽428-4
浮羽 ルーブル㈱ 77-4180 東隈上320-1 原田木工所 77-6339 山北775-1
田主丸 ㈲たむら 73-0909 豊城6-1 末次畳店 77-2175 山北1122-3

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 浮羽 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ　ﾘｰﾍﾞﾝﾙｰﾁｪ 77-5561 浮羽町西隈上123-1 甍工業 77-3499 山北1549-4
仏具 吉井 京都屋佛具製作所 75-2381 吉井町1410 解体工事 吉井 ㈲ジェイエヌ開発 76-4014 富永1274-9

吉井 ＪＡにじ総合会館アルカス 74-2211 吉井町682-1 看板 吉井 ひぐち工房 76-4358 吉井町221-5
浮羽 有限会社たなか 77-4315 浮羽町浮羽871 機械 吉井 下田商店 75-2268 清瀬470-7

reed 76-9480 吉井町1137-2F 吉井 江嶋表具内装 75-2973 福永173-2
㈱KONOITO 76-9112 吉井町182-1 浮羽 末国弘雲堂 77-2672 西隈上590-1

吉井 観光会館「土蔵」 76-3980 吉井町1043-2 消毒・害虫駆除 浮羽 ＩＣ１消毒㈲ 77-3697 朝田335-9
浮羽 ㈱いそのさわ 77-3103 西隈上1-2 木材・製材所 浮羽 ㈱堤木材 77-4685 浮羽568-1

平川モ－タ－ス 77-7177 朝田424-4 瓦工事・生コンクリート 吉井 本田工業㈱ 75-4161 生葉636
バイクランド浮羽 77-2552 東隈上65-8
あやべサイクル 75-3348 若宮（上吉井）60-2

自転車のシカショ 75-3315 吉井町1246
にじ農業協同組合　PAL・SS 75-3191 吉井町685-1
大石石油店 75-5063 福益724-2
㈱浮羽日石岩佐石油店 77-2008 朝田593-1
スカイロード浮羽Ｓ・Ｓ 77-3141 浮羽388-1
江藤石油㈱ 77-2621 山北37-8

　【問合せ先】　　うきは市商工会　住　所：うきは市浮羽町朝田５８２－１
　　　　　　　　　　　電　話：０９４３－７７－２２３９　開館時間８：３０～１７：１５（土日祝日を除く）
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