
中間市地域振興券2021取扱店　【利用期間】令和3年8月3日（火）から令和4年1月16日（日）まで

<食品関係> 魚楽家 夢海ん (有)公益社 もみ処楓楽

秋好鮮魚店 焼鳥ひろ 下村社会保険労務士事務所 ゆか鍼灸整骨院

アクアのからあげ らｰめん ゆきむら 中間市シルバー人材センター <その他>

植本商店 ゆめや (株)真浄葬祭 アステル・エンタープライズ(株)

おおば酒店 居酒屋龍馬 セガアリーナ中間 佐野畳店

岡部酒店 炭火焼肉れんが TSUTAYA中間店 結婚相談所華婚

遠賀魚市場直売店 わんわんる～むシュシュ どうぶつ病院なかまの樹 (株)フロム工業

片岡ホルモン店 <小売り> ドコモショップ中間

香旬市場 朝日新聞中間･中間東部販売店 ニコニコ不動産 イオンショッパーズモールなかま

新鮮市場さくら館 アトリエ・アンフィニー ハーレー動物病院 イオンなかま店

谷口総本店 ANDALFA ハレル工房 ハニーズ

クレープハウスCheek(チーク) 井筒屋中間ショップ ひがしどうぶつ病院 リトルシアタードリーム

とりいち中間店 自転車館いのうえ (有)日高印刷所 レディースマタケ

中間市役所売店 岩佐表具店 プライベートエステサロンMerci 白水

肉のハッピー 上野石油店 <理容･美容> watch town

にしてつストア レガネット中間 エラン AiRiSあおい マルマンフィオーレ

からあげ にわ菓 大石商店 エンゼル美容室 石田薬局

パティスリー130 (有)おおぎ電器 おしゃれハウスのん アシーネ

ハローデイ中尾店 (有)小野プロパン 美容室髪切屋カンカン コスタコート

ピザクック中間店 佳彩利伊 COUPE DE CHEVEUX 百花

フードウェイ中間店 かつはら クリニックモードサロンLINK リサイクルキング

不二家中間店 金沢石油(株) サロンドEIKO お茶の山本園(グリーンプラザ内)

ほっともっと東中間店 グッデイ中間店 美容室SHOW お茶の山本園(エスカレーター横)

松本茶舗 三愛オブリガス九州(株)北九州営業所 gili beauty salon さかえ屋

みどり牛乳みどり舎 (株)サンキ中間店 ヘアーサロンドルマン ひよこ本舗吉野堂

フランス菓子ミュゲ Sion HeartyHair 桃本精肉店

(株)山城屋 スカイループジャパン中間店 Blanche 小林青果

お茶の山本園 (有)平テレビ商会 フルフル美容室 花とフルーツの花田青果

<飲食店> 駄がしや中野 フローレスEIKO パン工場

居酒屋味つぼ 高松産業(株)中間支店 hair Merry. かば田

味人~AJITO~ 武友工房 ヘアー倶楽部カケハシ サーティワンアイスクリーム

南国ダイニングALOALO たつみや衣料品店 ヘアーサロンクラウディー ミスタードーナツ

和食いしだ 谷弥石油(株)中間とくわか店 hair Make MOKA ディッパーダンアイスクリーム

馳走屋いではら Chabbit Hair & Esthetic MANA HOUSE 浪花大だこ

うちだ屋中間店 デンキの坂本 美容室リーフ 三棒丸

うどん処ひら田 戸畑開運堂 理容なかむら MILK

お好み焼きクック トワール 理容ミヨシ ブレ

愛HANA ブティックなかお 美容室リンゴ LOVE LOVE

おひさまキッチン 中鶴燃料工業(株) <建設関係> LOBELIA

懐石ひろ家 (有)中村商事電器店 荒川塗装 東京ソワール

海鮮丼市場 ホームプラザナフコ中間店 仰木サッシセンター Green box

京風膳処加茂川 南風 鍵元設備 お好み焼き なにわ

炭火焼鳥恭｡ ネクスト 九州リフォーム協力会 エル・サラ

くるくる花娘 ハートピアふきわけ グッドライフ/(有)イヌマル建設 ALPHA CUBIC

グレース 濱﨑燃料 白石設備 DECOY

玄海ざんまい中間店 日南住家具店 静凛工業 ヘンリーコットンズ

スナックこくている ひわさ化粧品店 (株)創和 メガネサンキュー

幸人 藤原紙店 (有)大協建設 ベスト電器

居酒屋彩菜 フラワーショップミネ (有)太陽設備工業 キャンドゥ

和料理蓮花寺さいとう (有)堀田スポーツ 高宮電気商会 シャンプー

讃岐うどん伴 毎日新聞中間東部販売店 (有)津田硝子 アグレアブル

さんぞくや中間店 マスカット (有)津田産業 ベルデ

スナックシスター まるかんのお店中間店 中嶋工業 リバップ

串揚げじゃんじゃん ムラカミ電器 (有)中島設備 アジアン・ギャラリー

修ちゃんたちの メガネの正視堂 なかやま建材店 ユナイテッド・シネマなかま16

お食事処 旬風亭 森質店 西村塗装 マツモトキヨシ

Dining Bar Switch カーテン夢空間 (有)橋本工務店 テンソラ

資さんうどん中間店 ラケットショップなかま (株)ハヤシ ユニクロ

スナック幸 リサイクルショップコローレ 平野塗装 シュープラザ

相撲きゅぃじーぬ武尊 ロッドマン 福岡塗建(株) Cel.Be(シェルビー)なかま店

すりーとんとん ワイズ (株)山組 パソコン市場

宅配寿司びた屋 <コンビニ> 遊庭風流 スポルトなかま

ぎょうざの東天紅 セブンイレブン中間岩瀬西町店 (株)良昴

Tomorrow セブンイレブン中間小田ヶ浦店 <自動車関係>

居酒屋とらすと セブンイレブン中間長津2丁目店 ありよし自動車

やきとり鳥花 セブンイレブン中間中鶴店 (有)オートランドサカグチ

(有)中間ホルモン セブンイレブン中間垣生公園前店 (株)中間自動車工場

なべ処 ぎょらん亭 ファミリーマート中間垣生店 (有)中間ダイハツ販売整備

寿司懐石握手家 <ドラッグストア> 福岡トヨペット(株) 中間店

なかまの洋食やバスキチ 石田薬局本店 (株)ボディーショップ･森下

HaYuKa dining ドラッグコスモス中鶴店 矢野商会

やきとりピー子 サンドラッグ中鶴店 ラビット中間店

生パスタ秀虎 ドラッグ新生堂中間駅前店 <交通>

カフェスペース ビュヘル ドラッグ新生堂中間中尾店 (有)ことぶきタクシー

遊び割烹ひらき ドラッグ新生堂東中間店 産業タクシー(株)

江戸蕎麦 平家 ツタヤ薬局 ひかり第一交通(株)

やきとりふうたら <サービス> (有)ホームタクシー

天ぷらふそう中間店 Eyelush Eluce <医療関係>

ブックカフェひなた up!BEAUTY 九州健康カイロプラクティック

カラオケ喫茶ホープ ウェルパークヒルズ在宅介護サービスセンター てて整骨院 東中間店

大衆炭火焼肉ホルホル エステハウスなかま 日高歯科医院

みｰとぱいはうす 大西FP社労士事務所･大西そろばん教室 まちだ歯科医院

居酒屋みっちゃん 漢方サロンmeguri まつもと整骨院

都寿し 歯のエステ・リンパケア グランティ 三宅歯科医院

イオンなかま店・ベスト電器は

2021年9月30日をもって閉店とな

ります。

イオンショッパーズモールなかま

モール館・西館については各店舗

へお問い合わせください。


