
取扱店は随時更新しています。　最新版は福智町商工会HPでご確認ください。

福智マイナ商品券使用期間 : 令和４年１２月１日（木）～令和５年６月３０日（金）まで
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●利用範囲：福智町内の福智マイナ商品券取扱登録事業所（取扱店）
※現金への払い戻しは一切致しませんので、必ず使用可能期間内にご使用ください。

福智マイナ商品券は

ニノミヤ 衣料品等販売
亀井商店 精肉販売
エディオン きのしたデンキ 電気器具販売・工事
セブンイレブン 赤池町店 コンビニエンスストア
天ぷら割烹 ふくぜん 飲食店(天ぷら)
スーパー川食 赤池店 スーパーマーケット
としょパン パン製造販売
堺商店 米穀販売・牛乳等販売
アワヤ呉服店 呉服・婦人服・洋品販売
ドラッグストア モリ 赤池店 ドラッグストア
筑豊天国社 葬祭
赤池葬祭 葬祭
コスモス薬品 赤池店 ドラッグストア
蔵司 飲食店(豚カツ)
秋元商店 金物・建材・日用品販売
河野美容室 美容室
なかの美容室 美容室
稲垣商店 食料品・ガス器具販売
友栄亭 飲食店(中華)
PAN HOLIC パンホリック パン製造販売
スナック☆ニュ－タウン 飲食店（スナック）
Ein 雑貨店 雑貨販売
セブンイレブン 田川宮馬場店 コンビニエンスストア
食事処酒処 信子 飲食店(定食・居酒屋）
上野焼協同組合 陶芸館 陶芸品販売
上野焼　天郷窯 陶器製造販売
梶原本窯 陶器製造販売
高園酒店 酒類小売業
ビークル上野 自動車整備・販売
たのし家 飲食店(定食）
焼肉　ボタ山 飲食店(焼肉）
理容　田口 床屋
上野の里ふれあい市 食料品等小売
花みずき 一般食堂
立花工務店 大工
アロマのお店　Smiley サ－ビス
(有)あかいけ環境 浄化槽維持管理･し尿くみ取り
駄菓子屋　藤田商店 菓子小売
うつわ工房 陶器製造販売
博多食肉　赤池店 食肉販売
庚申窯 陶器製造販売
居酒屋　どんちゃか 飲食店(居酒屋)
ふれあい食堂 飲食店(定食)
伊呂波 飲食デリバリー(弁当・お好み焼き)
味八　田川店 飲食店(ラーメン)

宝見物産 ガソリンスタンド・ガス器具販売
田村石油 ガソリンスタンド
大門精肉店 精肉販売
ひまわり化粧品店 化粧品販売
福田商店 鮮魚・青果販売
福田アルミ建材 硝子・建具工事
池田商会 ガス器具販売・住宅設備機器販売
荒牧電器 家電品販売・修理
ちょびのみ 飲食店(居酒屋)
衣料のなみかわ 衣料品・婦人服・洋品販売
エコシステムサポート 住宅機器取付販売
中原米穀店 米穀・灯油販売
宇野茶舗 お茶・コーヒー販売
ドラッグコーエイ 金田店 ドラッグストア
矢野造花店 葬祭
I ＷＡＳＨ 金田駅裏店 クリーニング取次・コインランドリー
かなだ写真館 写真撮影・加工
豚肉工房 うめちく 豚肉販売・加工品・揚げ物
桑野組 自動車整備・土木・建築
桑野商事 ガソリンスタンド
桑野酒店 酒類販売
有延呉服店 呉服・寝具販売
山本園茶舗 お茶販売
楽心堂本舗 御供え用落がん製造販売
セブンイレブン田川金田店 コンビニエンスストア
居酒屋 一歩 飲食店(居酒屋)
吉田環境整備 浄化槽維持管理・し尿くみ取り
梅光園 飲食店(中華)
洋品のはらだ 洋品・雑貨販売
植田畳襖工業 畳・襖・クロス等内装仕上
上野醤油店 醤油販売業
田川構内自動車 タクシ－
松永専門店 洋品・雑貨販売
福永カーサービス 自動車整備・販売
竹宗電気商会 電気工事
サンレ－ 日王の湯 公衆浴場・飲食
サポ－トナビゲ－ション 小売業（次亜塩素酸水等販売）
福智ブランドファクトリー 菓子製造小売（アイスクリ－ム）
寿し　あら川 飲食店(寿司）
政建築 建築・リフォ－ム
Cave de Vin はら ワイン等酒類・チーズ・菓子販売
中村工務店(株) 建築・リフォ－ム
海鮮居酒屋　砂波（さわ） 飲食店(居酒屋）
小西みそ 味噌製造・販売
日王の湯　レストランさくら 飲食店(定食)
大島商店 飲食店(パン・ホットサンド）
仕出し　ゆうざき 仕出し、食事
ふくち屋 弁当・惣菜製造
フードランド宮本 軽食販売(たこ焼き、梅が枝餅等)
ヘアーサロンモリ 理容室

九州商事 方城バイパス給油所 ガソリンスタンド
ピザカフェ げんき畑 飲食店(ピザ)
筑豊衛生環境 浄化槽維持管理･し尿くみ取り
セブンイレブン田川伊方店 コンビニエンスストア
マサユキ電器 家電品販売・修理
立花米穀店 米穀販売
大喜建設 建設・土木工事
方城農協ストア スーパーマーケット
中川畳店 畳・襖・障子・網戸
太郎丸チキン 飲食（唐揚げ販売）
ス－パ－センタ－トライアル 福智店 スーパーマーケット
東方石油 ガソリンスタンド
カーサービス 中山 自動車整備・販売
ドラッグコーエイ 方城店 ドラッグストア
ビストロ みな川 飲食店(洋食)
おし組 造園・外構工事
ほうじょう温泉 ふじ湯の里 公衆浴場・飲食
ステーキ・ハンバーグ くずはら 飲食店(ステーキ・ハンバーグ)
活魚寿司　たちばな 飲食店(寿司・和食)
ケ－キと焼菓子の店　ちびちび ケーキと焼き菓子製造販売
中華Dining 桂華 飲食店(中華)
ふくちの郷 物産館
令和商会 燃料小売
(有)久富商店 ガス器具販売・住宅設備機器販売
ひよちゃんちクレ－プ　 飲食店（クレープ)
 (株)栄建築 大工
麺処　弁天 飲食店（うどん・そば）
シャカリキ 飲食店
小さな町のケ－キ屋さん　四季菜 ケーキと焼き菓子製造販売
地どり焼　のむら丸 飲食店（焼き鳥）
エンリッチ福智斎場 葬祭
紳士服のかわさき 紳士服・学生服・体操服
(有)下田川環境衛生 浄化槽保守点検・清掃
ラーメンまむし 飲食店(ラーメン)

福智町商工会

２８-５０５５

方城地区金田地区赤池地区

利用できない商品
●換金性の高いもの（商品券、切手、プリペイドカード、電子マネーへの入金など）
●株券、先物、保険、宝くじなどの金融商品
●国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払い、税金の納付など
●業務用の仕入、手形、買掛金決済、払込用紙による支払いなど
●車検の法定費用、プロパンガスの使用料
●医療保険の適用のある診察料や薬代の自己負担
●家賃や月極使用料や薬代の自己負担
●家賃や月極駐車場代、交通機関の定期代、保育料
●ギャンブル性の高いサービスなど
●たばこ（たばこ事業法により、禁止されています）

1冊(500円券×20枚)の商品券が入っています。


