
令和2年度　那珂川市商工会プレミアム商品券　登録店一覧

事業所名 分類 住所 電話番号 一言PR

衣料身の回り品小売業

おもしろスポット 婦人、子供服及び雑貨販売 中原２-１２０博多南駅前ビル１Ｆ 952-4000 プレミアム商品券利用でポイント2倍！

子供服のお店　グローストーリー 子供服販売 仲２丁目１ー２７ 555-2705 お会計の際お子様にプレゼント差し上げます

㈱ チヨダ 東京靴流通センター那珂川店 靴販売 片縄２丁目１３６ 953-2334

マックハウス　那珂川店 衣料品販売 今光５－１２ 954-1780 新規モバイル会員登録で初回5％OFF

クロスワーカー　那珂川店 ユニフォーム・作業用品 片縄北1-3-7 951-3715 高機能マスク他感染予防商品揃ってます。

飲食料品小売業

VISAVIS　那珂川店 洋菓子の販売 中原３丁目８０ 952-1500

㈱ マルサン醤油醸造元 醤油みそその他調味料の製造販売 別所１０９８番地１ 952-2481 即席みそ汁、甘酒、ドレッシングなどなど

ミートショップ　 はるか 精肉小売業 片縄６丁目１-１ 952-1140

パン・ナガタ 那珂川店 パン製造・販売 中原２丁目１３６ 951-1780

フランス菓子　チクシヤ 洋菓子製造販売 中原４丁目４２ー２ 953-2322 ケーキ焼菓子パン等、多種販売しております

キッチンとうきち 弁当屋 片縄北６丁目１８－１０吉海コーポ 287-4191 8周年コロッケ5個買うと1個プレゼント中！

博多食肉 ㈱ 食肉販売 春日市一の谷１丁目160 571-2631

㈱愛しとーと　五ケ山豆腐 飲食店 吉野ヶ里町大字松隈2418-1 954-3761 ポイントカード登録でパン1個プレゼント！

中津からあげ　　鶏笑　春日上白水店 惣菜・弁当 春日市上白水９丁目151　　１F 558-2339 ライン登録プレゼント来店P有、クーポンも

自動車・自転車修理小売

タイヤのイノウエ 自動車用タイヤ　小売・卸売業 仲２丁目１ー２１ 954-2772 タイヤを卸売価格にてお売り致します。

平田バッテリー機器 ㈱ 自動車整備・販売 中原２丁目４３ 953-2129

スポーツ工房ベロスタイル 自転車、修理販売 松原３-１１ 954-0900 コロナ禍自転車で免疫力UP！割引販売修理中

ラインナップ㈱ 中古車販売・レンタカー事業 片縄北１－３ 954-3069 ハイエースを中心とした格安レンタカー！

㈲ ラックジャパン　ラックガレージ 自動車販売・整備 観晴が丘１６番１号 953-4324

カーコレクション 自動車販売・修理 片縄３丁目５０ 954-1626

家電・家具・什器小売

㈱ナカシマ電機 家電販売 中原５丁目５２ 951-2007

眼鏡・写真・貴金属小売

㈲ メガネのセキ 小売業（宝石・眼鏡・時計） 中原２丁目１３４ 953-2550 時計電池交換出来ます指輪ネック修理します

㈲ 中川フォトアトリエ 写真業 片縄１ｰ１３９ 953-3489 記念写真・証明写真にご利用下さい。

その他の小売業

㈱　クレール 陶磁器・ガラス器卸小売業 不入道786-6 952-5366 倉庫開放市・陶器・アロマ・雑貨

㈱ 福吉産業 ＬＰガス・ガス器具販売 五郎丸２丁目３５－１ 952-4529 ガス機器、水廻り機器取替のご相談承ります

岡﨑石油ガス ㈱ ガス・リフォーム 安徳１ー１３ 951-3031 ガス器具やリフォームにご利用できます

フラワーｓｈｏｐ 花ｕｒａｒａ 花小売 中原３丁目７８（ｴﾌｺｰﾌﾟ駐車場内） 953-3874 プレミアム券でお支払いの方商品代5％off。

㈱サスガ パソコン全般 仲４丁目６-１２ 951-2500

飲食業



味太郎 居酒屋 片縄４丁目１５ 953-1553

焼鳥 　一番鶏 飲食業 片縄1丁目１７３-１ 954-0047

焼肉　まるよし苑 飲食店 中原５丁目８ 952-5958

四季彩料理　ふるさと 日本料理店 福岡市南区鶴田２丁目２３ー６６ 565-6260

中華そば　ひさご 飲食業 松木２丁目２-１ 953-4104

餃子の王将　那珂川店 飲食業 片縄北１丁目３－８ 952-6363 毎月フェア―実施中、日替りランチお得です

國～若草の小屋～ 焼肉店 大野城市若草1-12-6 515-0804 精肉店直営の黒毛和牛専門炭火七輪で昭和感

うどんの店　麺や那珂川 飲食業（めん類） 中原２-１２０博多南駅前ビル１Ｆ 080-2141-4670 国産食材にこだわり多く使用しています。

ラーメン　しば家 飲食業 春日市下白水北７丁目９２ 585-0609

まつりや 飲食業 片縄１０－２０ 952-2937

浜勝　那珂川店 とんかつ専門店 中原４－２ 951-7002

居酒屋　うまてば 飲食業 中原２－７　那珂川レジデンス１階 952-6299

ウエスト 那珂川店 焼肉店 片縄８丁目１３８ 954-0158

ＰＵＮＴＯ ＭＡＲＥ　プントマーレ 飲食業 中原2丁目151　ブレイズ博多南B号 953-0141

(有)一品香　雑餉隈店 中華料理 博多区竹丘町2-3-9 501-7878 テイクアウトは10％OFF

博多南ナチュラルビア/オイスターガーデン 飲食業 中原2-120博多南駅前ビル4F 952-4688

海鮮居酒屋　魚那海 飲食店 五郎丸1-96 710-3634 自慢の新鮮魚介類

魚とやきとり　和 居酒屋（飲食店） 中原1-30　linkF2ビル１F 981-3386

ＴＡＫＫ 飲食業 道善5-5 090-2854-2369 500円税込ランチが終日受けています。

理容・美容業

ニューマルト 理容業 片縄北７ー８ー１ 566-3151

ヘアーブティック　ＭＡ-ＲＵ 美容業 仲１丁目１１　シティハイツ那珂川103 952-0791

美容室　ビーブレス 美容業 松木4-3-6 952-5915 ワミレス化粧品取扱店

ＬＯＨＡＳ　ＳＡＬＯＮ　桃の葉 美容業 後野２丁目１０番２号 555-5595

その他のサービス業

柴犬　趣味の里（ネット検索を） 柴犬専門仔犬販売 別所３７９-５９ 090-1979-0500 自家繁殖です仔不足で待って頂いております

福岡第一交通㈱ 那珂川営業所 タクシー 今光１丁目５７ 953-5656

筑紫ヶ丘ゴルフクラブ ゴルフ場 後野571 952-6012

エンジェルハート 那珂川店 エステサロン 松木１ー８ 952-1002

ダスキン　大橋南 害虫防除 福岡市南区大橋３丁目14-8-101 559-6600

なかばる整骨院 整骨院・整体院 中原3-40-1　センチュリー21-1F 952-6685 次回、使える割引チケットをプレゼント

建設業関連業種

㈱ 兼太工業 建設　瓦 片縄４丁目１００ 952-2423

㈲ サンコー内装工業 内装仕上業 仲１丁目１１８ 953-4582

㈱ 春崎電気工事 電気工事業 道善１丁目９９ー４ 952-3953 エアコン・テレビアンテナ・防犯カメラ他

筑紫トーヨー住器 ㈱ 建材・住宅設備機器卸売 五郎丸２丁目３２ 952-6116 住まいのお困りごと相談にのります

㈲ 松光建設 建設業 後野２丁目５番２１号 952-1871 汗まみれ職人集団



ＡＣＥ クマガイ 住宅設備機器取扱店 下梶原２－３－２７ 954-0627

コンビニエンスストア

Ｙショップ南畑 そえだ店 コンビニエンスストア 埋金８５５－１ 952-2018

セブンイレブン 那珂川松木2丁目店 コンビニエンスストア 松木２丁目７3 953-1757

ローソン 片縄二丁目店 コンビニエンスストア 片縄２丁目３番 953-7170

セブンイレブン 那珂川橋店 コンビニエンスストア 片縄１丁目１９３ 952-1101

セブンイレブン 那珂川松木６丁目店 コンビニエンスストア 松木６丁目１５－３ 952-0866

セブンイレブン 那珂川中原２丁目店 コンビニエンスストア 中原２丁目１１１ 953-5681

大型店

エフコープ  那珂川店 スーパーマーケット 中原３丁目７８ 954-3600 毎月3日・15日は「コープの感謝デー」

マックスバリュ 九州㈱ 那珂川店 スーパーマーケット 松原１-２０ 951-7110

㈱ 大賀薬局 　那珂川店 ドラッグストア 片縄５ー１９ 953-3721 商品券でのお買物でもポイント貯まります！

サンドラッグ 那珂川店 ドラッグストア 中原３-６８ 953-3010

ディスカウントドラッグ　コスモス博多南駅店 ドラッグストア 中原２丁目１４３ 951-5777

ホームプラザナフコ 南那珂川店 ホームセンター 恵子１丁目４５ 951-0151

ドラッグストア　モリ 那珂川店 ドラッグストア 松原３番４号 408-5007

ディスカウントドラッグ　コスモス 那珂川店 ドラッグストア 松木６丁目１２－１０ 951-5030

ＭＥＧＡドン・キホーテ那珂川店 小売業 片縄4-31 953-7911


