
プレミアム付き

「八女の郷 ふれあい商品券」

取扱店一覧

八女市商工会



事業所名事業所名事業所名事業所名 取扱商品取扱商品取扱商品取扱商品 　　電話　　電話　　電話　　電話

葵寿司 飲食業 ４２－４５７７

あさひ美容室 美容業 ４２－０３８３

旭松酒造㈱ 酒造業 ４２－０００３

味万 飲食業 ４２－０２６１

でんきのアズ黒木店 家電販売修理 ４２－４１２０

穴見金物店 金物ガラス販売店 ４２－０１５２

穴見商店 食料品販売 ４２－０１３０

ヘアーサロン　イカリ 理容業 ４２－１４５１

㈱石﨑組 建設業 ４２－０１８４

井鈴 飲食業 ４２－０４６７

いちのせ 飲食業 ４２－０２１１

いっ福 飲食業 ４２－４１６７

㈲井手製茶工場 お茶 ４２－１４８７

㈲伊藤自動車整備工場 自動車整備販売 ４２－００３２

いとうストアー 食品・鉢盛・お惣菜 ４２－０６５６

いなかふぇ 飲食・雑貨販売 ４５－０１２２

黒　木　地　区黒　木　地　区黒　木　地　区黒　木　地　区

理容イナマス 理容業 ４２－０７９６

井上内装 内装業 ４２－１８３７

㈲いりえ茶園 お茶・茶器他 ４２－０８８１

牛島はきもの店 履物小売業 ４２－２３６７

梅野自動車 自動車整備販売 ４２－０４４３

梅野理容室 理容業 ４２－０６５１

駅前まんじゅう 手作りまんじゅう ４２－００８６

㈲江田自動車工場 自動車整備販売 ４２－１１７４

㈱オオタニ 農業用機械器具小売 ４２－０２０１

時計、宝石、メガネ　大渕 時計・宝石・眼鏡・補聴器 ４２－０３０９

緒方通信㈱ 通信機器設置業 ３０－３７００

鬼塚茶本舗 茶販売 ４２－１３５８

鹿子生木工所 内装業 ４２－１８３１

かたやま写真館 写真撮影・カラープリント ４２－０１１７

片山肉舗 精肉販売 ４２－００４６

カットサロンオオツカ 理容業 ４２－４０６４

加藤麹屋 こうじ製造 ４２－１４３１

かね直会館 飲食業 ４２－０２５２かね直会館 飲食業 ４２－０２５２



唐揚のなべた 唐揚げ ４２－２７７７

川口金水園 お茶 ４２－０３１５

川島自動車 自動車修理販売 ４２－０４０４

川嶋鈑金塗装工場 鈑金塗装 ４２－２４６７

瓦のカコオ 瓦建設関連 ４２－０２５０

キッチンやまうち 洋食・弁当・鉢盛 ４２－４２６９

木村酒店 和洋酒飲料水 ４２－０１６２

久保薬局 くすり・化粧品 ４２－０１３６

くらしの店　ツツミ 金物・陶器・雑貨 ４２－０１４２

倉ノ下精肉店 精肉・馬刺し ４２－４５０１

グリーンピア八女 宿泊・宴会・温泉 ４２－２４００

栗原造園 造園業 ４５－０１７６

ファッションプラザくりやま 婦人服・紳士服 ４２－３１６６

くるみクリーニング クリーニング業 ４２－３７５１

㈱黒木建設 建設業 ４２－０１８５

㈱黒木石油 石油製品 ４２－０３０３

黒木たかっぽ 飲食業 ４２－１０５７

合生建設 建設業 ４５－０３９５

㈲合原組 建設業 ４５－１２７６

古賀住宅設備 住宅設備業 ４２－４１８６

古賀薬局 医薬品 ４２－０００１

㈲作物総研 農業資材卸・小売 ４２－３９６３

笹原セメント工業所 瓦工事業 ４２－０３５７

サニィ美容室 美容業 ４２－０３２０

サユリ美容室 美容業 ４２－０２７２

(資）柴尾電気商会 電気工事・電化品販売 ４２－１１８３

森幸建築 建設業 ４２－３７６０

㈱清香産業 清掃業 ４２－３５２６

セゾン　アナミ 婦人服・ベビー服 ４２－０１６４

セブンイレブン黒木店 コンビニエンスストア ４２－３７３７

タイコー塗装 塗装業 ４５－０３４６

大邦自動車 自動車整備販売 ４５－１２２１

太洋産業㈱ 酒類販売 ４２－００５２

田島建設 建築業 ４２－１８３３

田島木材商店 製材業 ４２－０２３２

田中自動車整備工場 自動車整備販売 ４２－０２６２田中自動車整備工場 自動車整備販売 ４２－０２６２



田中青果店 食料品店 ４２－１３３５

筑南地区浄化槽管理センター 浄化槽管理 ４２－０２０４

㈲椿原住宅設備 燃料販売・住宅設備 ４２－０２６９

椿原住宅設備工事部 給排水・衛生施設工事業 ４２－１２３７

Ｔ盛太建設 建設業 ４２－３０２３

デコプレイス 名刺・チラシ印刷 ４２－０８８６

電’ｓしらべ 電気製品販売 ４２－０４３７

東部自動車センター 自動車販売・整備業 ４２－３８２６

㈱徳永製材所 製材業 ４２－０３４６

㈱中山吉祥園 緑茶 ４２－０１５６

那須野セメント工業所 瓦製造等 ４２－０３８６

鍋田自転車店 オートバイ・自転車 ４２－０２２９

鍋田鉄工 鉄工業 ４５－０３２９

鍋田塗装㈱ 塗装業 ４５－１１２１

西日本新聞エリアセンター黒木 新聞販売 ４２－２３６９

西村精肉店 馬刺・焼肉・牛肉その他 ４２－２３８６

㈲仁田原モータース 自動車販売整備 ４５－０１３４

ニューカワハラ美容室 美容業 ４２－２３３４

野中酒店 酒類・菓子・食料品 ４２－０３２１

橋村酒店 酒・食品 ４２－４３３５

㈲橋村住設 住宅設備 ４２－４１３３

㈱八田工務店 建設業 ４２－２３３６

服部組 建設業 ４２－０４１１

馬場建設 建設業 ４５－００６４

はやし電器 家電品販売 ４２－３８６２

原自動車整備工場 自動車整備業 ４２－０７３３

萬歳屋 会席・鉢盛・鰻せいろ ４２－０３４０

樋口自動車整備工場 自動車整備業 ４５－００４４

樋口石油店 石油製品販売業 ４５－１１４１

樋口畳店 畳小売業 ４２－１０１０

樋口文具書店 事務用品・額縁・黒板・印鑑 ４２－０１４３

彦佐 かしわ料理 ４２－０４３４

ひさご ラーメン・餃子 ４２－０２６０

ヒノキヤ酒店 酒類・菓子・食料品 ４２－００７６

美髪屋　ＤＥ・ＺＯＮ 美容業 ４２－０８８６

美容ヘンリー 美容業 ４２－３７４０美容ヘンリー 美容業 ４２－３７４０



お食事の店・ひろや 会席・精進料理・鉢盛 ４２－０９６８

BP・Taiyou 車両板金・塗装 ４２－４１０８

福生建設 建設業 ４５－０７３２

フナツふとん店 ふとん・ギフト・カーテン ４２－２３２６

べーる 飲食業 ４２－１１８９

ポーラ黒木 化粧品等 ４２－３６７１

ボデーショップ田中 車体整備・自動車用品 ４２－３６４１

堀川左官 建設業（左官） ４５－０６７６

服飾のロビー　まさや 衣料小売業 ４２－０１３４

マスナガ自動車商会 自動車整備 ４２－３９６６

まち幸会館 飲食業 ４２－０２７６

松尾写真館 カメラ・写真関係 ４２－０１３７

松本電気工事店 電気工事 ４２－１２００

松吉建設 建設業 ４５－０６７８

㈱丸宗菓心庵 菓子製造販売 ４２－０１１５

まる昌醤油醸造元 醤油 ４２－０３１２

まるまんラーメン 飲食業 ４２－０１５７

（名）マルモ醤油店 醤油 ４２－００５８

ぶたまん屋まんてん ぶたまん ４２－４７２２

㈲みきやストア 酒・生鮮食料品 ４２－１５００

水田モータース 自動車整備販売 ４２－３８７６

三谷建築 建築業 ４２－１８３５

宮園建設 建築業 ４２－３４３５

美好屋 菓子・パン ４２－０１３１

みるく畑くりやま アイスクリーム ４２－０５２７

メンズショップいぼし 学生衣料 ４２－２２３６

本山時計店 時計・宝石・眼鏡 ４２－０３５５

山浦自動車整備工場 自動車整備業 ４２－２３２１

山下畳店 畳製造 ４２－０２９１

㈱八女茶物語 八女茶販売 ３１－２０２０

ユタカ工建 建築業 ４２－２８３１

ＵＮＩＴＹ・ＳＨＩＢＵＹＡ 電気工事業 ４２－３５２２

㈱吉泉園 八女茶販売 ４２－４１８８

隆勝堂フーズ㈱黒木店 和・洋菓子 ４２－００１０

Ｙ.Ｆ.Ｋ自動車 自動車整備販売 ４２－２５９２

和興住宅設備 給排水・衛生設備工事業 ４５－０８７９和興住宅設備 給排水・衛生設備工事業 ４５－０８７９



事業所名事業所名事業所名事業所名 取扱商品取扱商品取扱商品取扱商品 　　電話　　電話　　電話　　電話

井上かねしげ園茶舗 製茶卸・小売 ５４－２１６９

井上瓦施工所 瓦工事・瓦施工業 ５４－３８８６

井上建築 一般建築業・古民家鑑定 ５４－３７３１

㈲井上工務店 土木建築業 ５４－２０６３

井上自動車整備工場 自動車整備業 ５４－２１５８

㈲井上商店 燃料・住宅設備工事 ５４－２３２５

井上肥料農薬店 肥料・農薬販売 ５４－２０３９

えびすや 宴会・仕出し ５４－２０１２

大坪フォトスタジオ 写真・フォトスタジオ ５４－２０４７

大坪木材 製材業・建築 ５４－２０９６

㈲角田製茶 製茶卸・小売 ５４－３７５１

カットサロン　オーイシ 美容業 ５４－２７０２

㈲角屋 燃料・管工事 ５４－３３１８

川口文房 文房具販売 ５４－２１３６

木下モータース 自動車整備工場 ５４－２０５２

木村屋・なつめ・サクラノキ パン・菓子類製造販売 ５４－２０５４

上　陽　地　区上　陽　地　区上　陽　地　区上　陽　地　区

木村屋・なつめ・サクラノキ パン・菓子類製造販売 ５４－２０５４

倉員酒店 酒類販売 ５４－２００３

グリコ牛乳　上陽センター 乳製品卸・小売業 ５４－２６８８

三陽工務店 一般建築業 0942(51)2758

地鶏の店　山の民つづら 地鶏料理 ５４－３６６８

上陽自動車鈑金塗装工場 自動車鈑金塗装 ５４－２１７５

上陽モータース 自動車整備工場 ５４－２３２７

新上陽石油 石油製品等販売 ５４－２０４６

セブンイレブン八女上陽町店 コンビニエンスストア ５４－２２４１

太鼓判 焼き鳥・ラーメン ５４－２９６６

㈱高田電気 家電販売・電気工事 ５４－２０４９

たつみ園 製茶卸・小売 ５４－３６１１

㈲中島商店 米穀卸・培養土製造販売 ５４－２８２８

㈱中島製茶本舗 製茶卸・小売 ５４－２０１７

西木機械センター 農機具修理・販売 ５４－２６２８

西木テレビサービス 家電販売・電気工事 ５４－３２０８

野中銘茶工場 製茶卸・小売 ５４－３６３８

美容室　ら・メール 美容業 ５４－３０３３

ふるさとわらべ館 特産品・お土産品 ５４－２４４２ふるさとわらべ館 特産品・お土産品 ５４－２４４２



フレンズいのうえ 青果・食料品・惣菜 ５４－２０５３

ヘアーサロンフロル 美容業 ５４－３４２１

㈲ほたる調剤薬局　アサヒ堂 調剤薬局・漢方・化粧品 ５４－２０４４

ほたると石橋の館「茶彩館」 特産品・お土産品 ５４－２１５０

松尾建設 一般建築業 ５４－３３０３

松門鉄工所 鉄工業 ５４－３７４８

真名子製茶 製茶卸・小売 ５４－２１２４

ミスミデンキ 家電販売・電気工事 ５４－２１４３

溝田住建 一般建築業 ５４－３２７０

㈲村口電工 電気工事業 ５４－２２７８

明治屋クリーニング クリーニング店 ５４－２０２６

山口製材所 木材卸小売・古材販売 ５４－２２００

㈲山口畜産 食肉卸・小売 ５４－２２３１

山下酒店 酒類販売 ５４－２０４８

㈲ヤマト 燃料・管工事・介護用品販売 ５４－２１２５

八女上陽ゴルフ倶楽部 ゴルフ場・レストラン ５４－３０３０

理髪　ＫＵＭＡ 理容業 ５４－９８５８

立　花　地　区立　花　地　区立　花　地　区立　花　地　区
事業所名事業所名事業所名事業所名 取扱商品取扱商品取扱商品取扱商品 　　電話　　電話　　電話　　電話

平島畳工業 畳修理・販売業 ３７－０６５０

平島設備 建設業 ３７－１０２５

髙橋電気 電気配線工事業 ２３－５２８３

㈱うえしまスポーツ スポーツ用品・販売 ２３－３９５９

㈲牛嶋住興 建設業 ２２－６６１１

ミタライ自動車工業 自動車整備・販売 ２２－３９３８

㈱蒲池建設 建設業 ２３－１１３６

櫨川工業 建築・板金業 ２３－５５４８

小塩畳工業 畳修理・販売業 ３７－０２２９

㈱マルミツサンヨー 食料品製造業 ３７－１１３１

一ノ瀬商店 酒・日用品販売 ３７－０００５

フナツふとん店 寝具販売 ３７－００３５

電’ｓ　タカヤマ 家電品販売・電気工事 ３７－００６２

㈲山口自動車整備工場 自動車・自転車整備販売 ３７－０３０５

落合自動車整備工場 自動車整備・販売 ３７－０１０７

大丸タクシー㈱ タクシー業 ３７－００４５

鳥金精肉店（兼松・北山店） 精肉販売 ３７－００５８

立　花　地　区立　花　地　区立　花　地　区立　花　地　区

鳥金精肉店（兼松・北山店） 精肉販売 ３７－００５８



みさわ商店 日用品・介護用品販売 ３７－００２８

小倉ストアー 食料品・日用品販売 ３７－０２５１

居酒屋  満月 飲食業 ３７－１１０６

㈱剣テクニカ 情報サービス業 ３１－８２７７

川㟢造園 造園業 ２３－０７０６

大久保製材所 木材・製材業 ２２－２３８０

持丸建設工業㈱ 建築・建設工事 ２３－４５３８

佐伯自動車 自動車整備・販売 ２４－９１９１

佐伯自動車販売 自動車販売他 ２４－０３０７

鶴自動車 自動車整備 ２４－２８１９

㈱池田商店 農業用資機材販売 ３５－００５０

盛弘鍛冶工場 包丁・刃物販売 ３５－００５１

大久保呉服店 呉服・和服小物 ３５－００２５

まつや 食料品・日用品販売 ３５－００３３

スーパーきたじま 食料品・日用品販売 ３５－０１０８

恵工務店 住宅リフォーム業 ２３－４１４４

入江建設 建設業 ２４－１７４４

御手洗酒店 酒・日用品販売 ３７－００７３

中島自動車整備工場 自動車整備・販売 ３７－０１０３

中島自動車鈑金塗装工場 自動車修理 ３７－１５６０

㈲道の駅　たちばな 青果・特産品販売 ３７－１７１１

中村石油店 ガソリンスタンド ３６－００７２

㈱野中の八女茶 製茶小売 ３６－０００２

中村電業 電気工事業 ３６－００４９

ナカムラ電器 家電小売・電気工事 ３６－０９５５

今村住設 管工事 ３７－０３１６

事業所名事業所名事業所名事業所名 取扱商品取扱商品取扱商品取扱商品 　　電話　　電話　　電話　　電話

㈱足達木材 木製品製造販売 ５２－３１０１

㈱田舎家 農産物販売・小売 ５２－２５８０

今村建設 一般建設業 ５２－３６５２

梅野瓦工事店 屋根工事業 ５２－２８３７

お茶の星香園 製茶小売 ５２－２１４８

小山自動車 自動車整備工場 ５２－２１６６

神谷建設 一般建設業 ５２－２７５４

㈱木屋芳友園 製茶卸・小売 ５２－２１２４

星　野　地　区星　野　地　区星　野　地　区星　野　地　区

㈱木屋芳友園 製茶卸・小売 ５２－２１２４



栗秋建設 一般建設業 ５２－３６１３

小波自動車整備工場 自動車整備工場 ５２－２３７４

柴山商店 食料品小売 ５２－２８００

星正園 製茶小売 ５２－３１８０

高木クリーニング クリーニング ５２－３０３３

高木商店 酒類・食料販売 ５２－２１１６

㈲立石工務店 一般建設業 ５２－３５１１

中津留技建 建設業 ５２－２１３７

西木電気店 家電販売・工事 ５２－２１２５

二田製茶 製茶卸・小売 ５２－２５５９

原口建設 一般建設業 ５２－３４４６

原口商店（黒木谷） 製茶・食料品小売 ５２－２１２８

原口畳店 畳製造 ５２－２１５６

ＢＰサービス星野 自動車修理・板金 ５２－２２５８

樋口商店（道内） 酒類・食料販売 ５２－２１７５

日田屋 酒類・食料品小売 ５２－２０３０

平野建設 一般建設業 ５２－２４２８

星野カーサービス 自動車整備工場 ５２－３３６０

㈱星野製茶園 製茶卸・小売 ５２－３１５１

財団法人　星のふるさと 料理飲食業 ３１－５５８８

㈱星野民藝 木製品製造業 ５２－２７２０

前田商店 食料品小売 ５２－３３０２

丸裕建設 建設業 ５２－２５０４

ミニストップ　八女山内店 コンビニ ２３－６３７６

やきとり星竜 焼き鳥 ５２－２０４４

山昭製材所 製材業 ５２－３３５２

山口（勇）製茶工場 製茶卸・小売 ５２－２１２２

㈱山口組 土木建設業 ５２－３２４４

山口建設 建設業 ５２－２０９１

㈱山口電気 家電販売・電気工事 ５２－３２１８

山科工業 左官工事業 ５２－３６４４

山科工務店 木造建築工事業 ５２－３４８６

山ノ内自動車整備工場 自動車修理・板金 ５２－２２３０

（福）八女市社会福祉協議会　授産所麻生園 印刷業 ５２－３１６１

友建設 一般建設業 ５２－３６１０



事業所名事業所名事業所名事業所名 取扱商品取扱商品取扱商品取扱商品 　　電話　　電話　　電話　　電話

味かつ 居酒屋 ４７－２５８３

昔ながらの手作りの店　いしかわ 漬物・柚子こしょう他加工品 ４７－２０２４

石橋ストアー 惣菜・食品・日用雑貨 ４７－２０２２

江田建設 建築業 ４７－２２４３

大渕商店 酒・食品・日用品 ４７－２０７７

奥の院キャンプ場 キャンプ ４７－２４１１

お茶の千代乃園 製茶業 ４７－２０７８

鬼塚建設 建築業 ４７－２４１３

栗原製茶 製茶業 ４７－２０７３

御前窯 陶芸・陶芸体験 ４７－２８３２

小森昌寿園 造園業 ４７－２３００

シャカ　カリー（八女店） 飲食業 ２４－３５２５

白糸旅館 旅館・仕出し ４７－２１４３

そば処　まんどき 飲食業 ４７－２５４４

矢部村特産物販売所　出逢 特産物販売 ４７－２１８８

中司農園 製造業 ４７－２０６２

ハウジングキムラ 建築業 ４７－２４２５

原嶋製茶園 製茶業 ４７－２１２８

矢　部　地　区矢　部　地　区矢　部　地　区矢　部　地　区

原嶋製茶園 製茶業 ４７－２１２８

原島旅館 旅館・仕出し・居酒屋 ４７－２００８

㈶秘境杣の里(杣のさと） 釣り堀体験・特産物販売・飲食業 ４７－３０００

堀川製菓 製菓 ４７－２０５１

前野花木 花 ４７－２７２０

矢部自動車整備工場 自動車整備業 ４７－２２２６

横溝石油 ガソリン・整備・灯油 ４７－２１６１

山里の会 食品販売 ４７－３０８８


