
令和４年１０月１３日現在

　●大型店

店舗名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

サンリブ　筑後 徳久 54-0101 スーパーマーケット

アスタラビスタ　八女インター店 長浜 42-2202 スーパーマーケット

株式会社　グッデイ　筑後店 山ノ井 52-3988 ホームセンター

エディオン　筑後店 山ノ井 54-2511 家電・ＯＡ機器販売

ドラッグストアモリ　筑後野町店 野町 27-5181 ドラッグストア

スーパーセンタートライアル　筑後店 上北島 54-7001 スーパーマーケット

ディスカウントドラッグコスモス　筑後店 前津 42-1133 ドラッグストア

ディスカウントドラッグコスモス　筑後和泉店 和泉 51-7266 ドラッグストア

ディスカウントドラッグコスモス　筑後熊野店 熊野 51-7218 ドラッグストア

　●中小登録店

店舗名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

エレックスしはら 前津 53-8175 家電販売

サンドラッグ　ゆめモール筑後店 前津 51-7107 ドラッグストア

メガネのヨネザワ　ゆめモール筑後店 前津 52-8175 メガネ販売

アヤベ自動車 前津 53-3998 自動車修理販売

築山製茶農園 前津 52-7612 製茶販売

福岡金文堂　ゆめモール筑後店 前津 54-1300 書籍販売

宮田織物　株式会社 羽犬塚 53-5181 繊維品製造販売

カフェ　フィーカ 羽犬塚 080-9101-3129 飲食店

エディオン　羽犬塚店 羽犬塚 53-7166 家電販売

ふすま工房　ちくご悠然 羽犬塚 53-1180 ふすま、障子、網戸張替え

角金物 羽犬塚 52-2361 建築・家庭用金物販売

有限会社　野田商店 羽犬塚 52-2071 酒類・飲料水販売

本田圭商事 羽犬塚 53-2856 呉服・寝具販売

アリスガーデン 羽犬塚 53-7170 エステサロン、自然商品、雑貨販売

創作料理　花野 羽犬塚 52-6173 飲食店

大石青果 羽犬塚 53-7751 青果販売

一凜 羽犬塚 65-8634 飲食店

ランプヘアー 羽犬塚 53-6888 美容室

拉麺　久留米　本田商店（からあげ本田屋） 羽犬塚 53-2800 飲食店

カレン 羽犬塚 80-2756 米糖酵素風呂・水素吸入・エステ・宝飾

ｇｌａｎｔａ　筑後店 徳久 27-8129 造園工事、住宅外構工事、庭園管理

リンパ＆フェイシャルエステ　輝楽～ｋｉｒａ～ 徳久 090-1089-0526 フェイシャル、リンパトリートメント

居酒屋　八蔵　筑後店 徳久 54-0003 飲食店

本氣のからあげ　筑後店 徳久 52-1129 飲食店

どちらともご使用いただけるお店

令和４年度　「ちっごペイ」登録店名簿

全登録店のみご使用いただけるお店

中小登録店、全登録店



アルソア　ライフ　化粧品 徳久 54-1123 販売

お茶の中島園　サンリブ筑後店 徳久 52-4711 製茶販売

鶏ＳＨＯＷ 長浜 53-8874 飲食店

うどん茶房　麺楽 長浜 53-0126 飲食店

しいたけ専門店　陽より子 長浜 53-2626 飲食店

ビューティー　かわはら 長浜 52-2547 美容室

ＵＯＯ 長浜 53-9446 衣料品販売

ダイニング　ｆｕｌｌ 長浜 65-5688 惣菜・弁当販売

ＦＯＯ 長浜 52-3777 衣料品販売

ｏｌｄ　ｒｉｖｅｒ 長浜 52-3860 衣料品販売

パン工房セリオ　筑後店 長浜 27-6030 パン製造販売

ル・パン 長浜 53-7220 パン、ドリンク等販売

エディオン　長浜店 長浜 54-7930 家電販売

セブンイレブン　八女インター南店 長浜 52-5167 コンビニ

かがし屋　筑後店 長浜 65-5007 文具事務用品ＯＡスチール家具販売

バラ家　フローリスト・タナカ 新溝 52-5747 生花小売

つじやま筑後 新溝 52-8277 飲食店

ユーデン　南筑後店 溝口 53-0558 家電販売

庄山自動車 尾島 52-6813 自動車修理販売

船小屋温泉　ホテル　樋口軒 尾島 52-2101 旅館

ニコニコタクシー 尾島 0943-23-0669 タクシー

筑後船小屋　公園の宿 津島 42-1126 宿泊施設・飲食業

御菓子司　船小屋 津島 53-1248 菓子製造販売

Ｌｅ．Ｐｅ．Ｒｏｓｅ　Ｍａｒｉｎｅ 津島 53-7737 美容室

ジャングルスープカレー 志 52-5111 飲食店

近本畳工業 志 52-3448 畳製造販売

古賀自動車鈑金塗装 志 53-3895 自動車修理販売

槇原建設　株式会社 折地 53-3823 建設（大工）

平田建具・襖製作所 水田 52-8004 建具製造

株式会社　筑後コマツセンター 水田 53-4188 農機具修理・販売

フジセット筑後 水田 52-4738 文具・事務機販売

ふじよし生花店 山ノ井 52-2513 生花販売

肉の吉田 山ノ井 52-2944 精肉販売

ビューティ香 山ノ井 53-8744 化粧品販売

綿とウールと羽毛の工房　ＳＡＩＴＯ 山ノ井 52-7101 寝具・インテリア用品小売販売

まるしんのてぬきうどん 山ノ井 52-2727 飲食店

旬　Dｉｎｉｎｇ　すゑ 山ノ井 52-1156 飲食店

ｋｉｙｏｒａ 山ノ井 080-4315-7578 マッサージ、化粧品

四季彩ダイニング　茶茶 山ノ井 52-2787 飲食店

鳥よし　サニーちくご店 山ノ井 53-1234 鶏肉販売

電’Ｓムロゾノ 山ノ井 53-2024 家電販売

メガネの立石　筑後店 山ノ井 52-0011 メガネ販売

ほてい堂製パン店 山ノ井 52-3389 パン販売

ドラッグストアモリ　筑後店 山ノ井 54-1703 ドラッグストア



Ｐａｕｌ　Ｐｏｃｋｅｔ（ポールポケット） 山ノ井 51-1292 サプリメント販売

室園工務店 山ノ井 52-5008 建設

天風堂 山ノ井 53-4134 飲食店

マルタヤ 山ノ井 52-2529 衣料品  小売雑貨

MEIJIKAN 山ノ井 52-5353 飲食店

サンドラッグ　筑後店 山ノ井 42-1331 ドラッグストア

串の帝王　雁の巣 山ノ井 52-0987 飲食店

二輪舎　やまぐち 山ノ井 53-2649 自転車販売

不二石油販売　株式会社 山ノ井 53-2835 ガソリンスタンド

筑後薬局 山ノ井 53-2051 医薬品・化粧品小売

株式会社　佐藤建設 山ノ井 65-3020 土木・建設

金子薬局 山ノ井 52-2377 医療品販売

ＢＯＯ筑後 山ノ井 53-8688 衣料品販売

美容室　ミニプラザ 山ノ井 52-2123 美容室

焼肉じゅうじゅう 山ノ井 53-0600 飲食店

なべや　えさき 山ノ井 54-2989 飲食店

ラウンジ　Ｄｅｎ 山ノ井 54-2188 飲食店

保険堂時計店 山ノ井 52-2651 時計・メガネ・宝石販

ギフトアベニュー　ルイ 山ノ井 52-1385 雑貨・小物販売

日若屋 山ノ井 53-3005 飲食店

Ｍａｈａｌｏ 山ノ井 52-8441 飲食店

Ｃｏｒｒｏ 山ノ井 52-6575 飲食店

手づくりパン工房　ＰＡＯ・ＰＡＯ 山ノ井 50-6087 パン製造販売

にぎやか 山ノ井 52-6137 飲食店

焼肉　大昌園　筑後店 山ノ井 53-0299 飲食店

停車場食糧販売店 山ノ井 52-2676 食糧（米殻）調味料類・北海道豆類

株式会社　筑後旅行センター 山ノ井 52-4911 旅行業

セブン‐イレブン　筑後山ノ井店 山ノ井 53-9807 コンビニ

ミンナノジムＭＩＮＯ／ａｎｄ喫茶 山ノ井 080-7399-4413 飲食店

インテックス　さいとう 山ノ井 53-7550 カ－テン、絨毯、籐家具等販売

Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ａｒｔ（アール） 山ノ井 88-7325 美容室

有限会社　西部設備工業 野町 53-7707 浄化槽維持管理業

おおづるタクシー 野町 53-2126 タクシー

株式会社　アキヤマ 野町 53-5539 自動車販売

有限会社　筑後浄化槽管理センター 野町 52-2719 浄化槽管理及び清掃し尿汲取

ツルハドラッグ　筑後野町店 野町 65-6450 ドラッグストア

株式会社　五熱企画 野町 53-0274 水道工事

六白　筑後店 野町 52-8910 飲食店

イタリアンダイニング　ａｍｐ 野町 54-2424 飲食店

理容　末松 上北島 52-6465 理容室

ファクトリーサンライズ 上北島 42-1561 自動車修理販売

井上いちご農園 上北島 080-7044-6961 いちご販売

時屋 上北島 27-9998 眼鏡宝石時計販売・修理

株式会社　日本高機 上北島 080-6430-5205 建設、建築、リフォーム、外構、不動産



王将寿司 下北島 53-0719 飲食店

Ｇｒｅｅｎ 下北島 52-3893 観葉植物販売・貸植木

ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ａｊｉｔｏ 井田 53-0070 美容室

エステルーム　恵深 井田 090-5720-8407 エステ・化粧品販売

花ござ会館 島田 53-5124 い草製品製造販売

筑後観光バス 和泉 52-3511 旅客運送業

ＷＯＯＤＹ 和泉 53-0724 飲食店

ステーキレストラン　牛花亭 和泉 52-0803 飲食店

牟田商会 和泉 53-3127 建築・家庭金物販売管工事業

和菓子処　中村屋 和泉 52-4753 和菓子製造販売

オンリーワンスペース 和泉 090-9591-4628 ヨガ・ピラティス教室

株式会社　システム機器 和泉 53-9778 ＯＡ機器・事務機備品販売・保守

ブティックサロン　ＥＬＩＯＴ 和泉 53-7131 犬のトリミング・ペット美容業

串焼楽酒　ばさら 和泉 53-8989 飲食店

和泉酒販 和泉 53-8180 酒類販売

セブンイレブン　筑後和泉店 和泉 54-2770 コンビニ

タナカ写真スタジオ 和泉 53-6789 写真撮影

つるや酒店 和泉 53-3282 酒類販売

だるまうどん 長崎 42-5100 飲食店

フラワーウィング　花かご 若菜 53-8783 生花販売

居酒屋　陣太鼓 西牟田 52-2621 飲食店

ライジングエナジー　株式会社 西牟田 53-3716 食糧・燃料販売

時計・メガネのキダ 西牟田 53-6866 時計、メガネ、宝石販売

三瀦薬品 西牟田 53-6628 薬品販売

津城衣料 西牟田 52-4575 衣料品販売

やかべ酒店 蔵数 52-2456 酒類、たばこ、塩、飲料水販売

蕎麦・ＤＩＮＩＮＧ・禅 蔵数 53-1760 飲食店

速水クリーニング 蔵数 52-3820 クリーニング

なにわハウスキッチン　ぴーす 蔵数 64-9529 飲食店

滝下モータース 熊野 53-8181 自動車修理販売

株式会社　オートプロニーズちくご 熊野 52-2147 自動車販売整備・板金

ひょっとこ　筑後店 熊野 52-5577 飲食店

酒菜と串揚げ　ひらた 熊野 27-5612 飲食店

山口塗装 熊野 53-6530 建築塗装

南の島 熊野 52-7000 観葉植物販売

中村精肉店 熊野 52-3608 精肉販売

ｔｏｋｏｂｉ 久富 080-3944-0033 理美容業

美容室　ＹＯＵ 久富 53-5466 美容室

うしじまサイクル商会 久富 52-5322 自転車販売

緒方絣工房 久富 52-2871 織物業

池田絣工房 久富 53-2416 織物業

よしだファーム（苺・米） 馬間田 090-5479-2407 苺・米販売


