
飲　　　食 食料品・みやげ品 家電・通信機器 花・植木・苗・種

自家製うどん くら川 とれとれプラザ かのこの里 エイムいとう 花紀行

情熱中華 煌 肉のタケモト エディオン 宗像店 フラワーメッセ

Cafe & Leather Dii 肉のススキ ベスト電器 宗像バイパス店 吉武生花店

和ごころ すすき牧場 ㈲にしのはら電器 ＪＡむなかた グリーンセンター

FRANCEYA 辛子めんたいこ海千 倉成電器商会 農機具

炭火炭美 善 マルヨシ醤油㈱ ヨシミ電器 ＪＡむなかた 農機センター

LINUS & Co. VEGGY ㈱尾園 エイム大和 葬　　　祭

寿司・割烹 ふく仙 宗像観光おみやげ館 みんなでんき 善光会館 宗像会場

やきとり玄 SHOP楡の森(グローバルアリーナ) 吉田電器 タクシー・観光バス・旅行

いけうら寿司 ゑほんの蔵 ヤマダ電機テックランド 宗像店 新星交通㈲

三日月庵 ぎょうざの山八モンテオット 玩具・書籍・楽器 みなとタクシー㈱

焼肉ウエスト 宗像店 うめ屋 ゲオ 宗像稲元店 旅館・ホテル

焼肉ハンガン 農産物直売所 ほたるの里 ゲオ 宗像野坂店 ロイヤルホテル宗像

活魚村 海彦 道の駅むなかた うどう書店 割烹旅館 松風荘

レストランハイポー 宗像店 宗像漁協大島直売所さよしま 福岡金文堂 教育大店 玄海旅館

居食処 高田 鐘の岬活魚センター ブックスせいおん 御宿はなわらび

玄海 若潮丸 大島港ターミナル売店 時計・眼鏡・貴金属 国民宿舎ひびき

Dining Cafe hareru 神湊港ターミナル売店 時計・メガネ・補聴器のあけぼの 雨樋・鈑金・畳襖・建具

ワンカルビ 宗像店 海の道むなかた館 蒼の杜 めがね工房 中代 辻畳内装

高嘉旅館 味の明太子ふくや　宗像店 武田メガネ 宗像パーク店 ㈲中岡鈑金工業所

生スパゲティの店 チャオ グリーンコープ　宗像店 印刷・広告・印鑑 中村製畳店

いけす料理 史 コンビニエンスストア 宗像宝章 時安建具店

国産豚料理専門店 とんま セブンイレブン 宗像赤間郵便局前店 ニシムラ印刷 サッシ・瓦

和食レストラン 末広 セブンイレブン 宗像陵厳寺店 写　　　真 ヒカリ瓦店

正助ふるさと村 セブンイレブン 宗像自由ヶ丘店 ハナダ写真館 土木・左官・外構工事

ピザ・カリフォルニア 宗像店 セブンイレブン 宗像日の里店 木工品・工芸品

サイバック 宗像店 ニューヤマザキデイリーストア 宗像朝町店 ガラス工房 粋工房 ㈱うめだ建設

中国料理 潮風 ポプラ 宗像光岡店 自動車・自転車・カー用品 Bio green㈱

バイキングレストランGA club(グローバルアリーナ) ポプラ 玄海瀬戸店 ハーツモーターハウス ㈱ラックグリーン

和食さくら(グローバルアリーナ) ローソン 宗像日の里五丁目店 オートバックス 宗像店 エコエクステリアBEC

ベーカリーカフェGreen Grass(グローバルアリーナ) ヤマザキYショップ 玄海森店 宗像サイクル 管工事・上下水道工事

もつ鍋地鶏 赤兎馬 デイリーヤマザキ　宗像日の里店 自転車屋パレット 花田設備

カレーハウスCoCo壱番屋 宗像3号バイパス店 ミニストップ　宗像稲元店 ㈱宗像オート整備工場 ミノル設備工業㈱

潮の里 ファミリーマートJR赤間駅店 イエローハット 宗像店 太陽光・電化・電気工事

まごころ弁当 宗像店 ファミリーマートJR東郷駅店 タイヤ館 宗像 ㈱KDK

SEA BLUE 大型店・スーパーマーケット 石油・ガソリン ヤマダ電機テックランド 宗像店

玄海丼丸 宗像店 マルキョウ 宗像店 セルフ神湊SS ガス工事・ガス機器

道の駅むなかた 孝行や ホームプラザナフコ 宗像店 ㈲ライフ燃料 宗像店 西部ガスエネルギー㈱ 自由ヶ丘店

道の駅むなかた 宗像や ホームプラザナフコ 南宗像店 吉井商事㈱ 東郷給油所 高松産業㈱ 宗像営業所

炭火焼肉牛角　宗像店 ミスターマックス 宗像店 吉井商事㈱ 森林都市給油所 三愛オブリガス九州㈱

コメダ珈琲店　福岡宗像店 レガネット東郷 ＪＡむなかた 池野給油所 建材・内外装・リフォーム

寿司ざんまい　宗像店 スーパーセンタートライアル 宗像店 リサイクルショップ リフォームドクター クラシフト

濵かつ　福岡宗像店 ハローデイ 宗像店 リサイクルトレード 宗像店 ㈱長濱工舎

ピザクック　宗像赤間店 ゆめタウン宗像 金物・鍵 ㈲永冨表具店

ひびきレストラン エフコープ生活協同組合 自由ヶ丘店 田中金物店 ㈱永島建設

菓子・パン・ケーキ サニー 森林都市店 カギのレスキュー (有)佐藤木材店

椋の木ムック サニー 日の里店 カギのシノハラ 宗像 建築・造園・塗装

神戸サンド屋 むなかた店 ダイレックス 宗像店 家具・仏具・寝具・カーテン ㈲西日本グリーンプラン

鎮国饅頭 鼓家 マルショク 光岡店 ナフコツーワンスタイル 宗像店 SHINY GARDEN ㈱二光

パティスリー ナチュール サンリブ くりえいと宗像 いしまつ 寝装店 パワーハウス㈱ 宗像店

スイーツ工房 BENY コメリ ハード＆グリーン 玄海店 インテリアハウス シティライフ 児島建設㈱

スイーツアトリエ ココロ ルミエール 赤間店 城山仏壇 ㈱髙岡造園

パンブリエ ベビー・子供用品 城山家具 本田工業㈱

パン工房 暁 西松屋チェーン 宗像店 伽楠 グランド工房 宗像店

パンとお菓子の店 toi toi toi 医薬品・化粧品 クリーニング ㈲後藤事務所

スイーツ ラボ アルル クリアーロサ とどろきクリーニング 福岡テクノス㈱

にじいろのかさ ドラッグコスモス 福岡宗像店 ハウスクリーリング ㈱相互建設

米粉パン工房 姫の穂 ふじいコンタクト　クリエイト宗像店 おそうじ本舗 宗像中央店 ㈲奥井建設

いしむら　東郷店 サンドラッグ 東郷店 その他サービス ㈲榊建設

酒・米穀類 ドラッグストアモリ 宗像店 宗像屋が行う「御用聞き」 セルコホーム宗像

花田酒店 スポーツ・温浴・レジャー・釣具 理容・美容・フィットネス プロタイムズ 福岡北店

勝屋酒造 宗像王丸・天然温泉 やまつばさ 男爵 日の里店 富士ペイント工業

合資会社伊豆本店 スポーツ用品サンワード ヘアーサロン しんじ ㈱リフォームイレブン

ＪＡむなかた お米パール店 サウンドパーク 宗像東郷店 アトリエ・Shin 平川工務店㈲

サウンドパーク 宗像王丸店 ㈲パルコ美容院 自由ヶ丘店 前田建設

衣料品・呉服 吉田釣具店 ㈲パルコ美容院 東郷店 ㈱グリーン企画

ラケール グローバルアリーナ(各施設) ㈲パルコ美容院 赤間店 ㈱赤間造園

メアリーポピンズ ゴルフ５ 宗像店 隠れ家アロマサロン 馨～kaoru～ 塗装屋とまり

洋服の青山 宗像店 うみんぐ大島 CoCo-wa

学生服のあかさか タックルベリー 宗像シティボウル店 リンパ・エステサロンWAIOLI

学習塾 ヘアースタイリストサロンでりは

毎日個別塾5-Days　東郷校

鍼灸・マッサージ・整体 病院・クリニック 薬　　局 介護サービス提供事業者・施設

宗像市プレミアム付商品券がご利用できる事業所（令和元年10月29日現在）



宗像市プレミアム付商品券がご利用できる事業所（令和元年10月29日現在）
ルネサンス東郷治療院 医療法人 恵和中央クリニック くりえいと調剤薬局 ㈱クローバー

歯科医院・クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック まんまる薬局 東郷調剤センター店 陽の枝デイサービスセンター

くりえいと歯科 おおかわちクリニック 吉田内科クリニック そうごう薬局　東郷店 ライズトレーニングセンター アクティブ

和田歯科医院 宗像久能病院 そうごう薬局　宗像池田店 ※パーソナルトレーニングスタジオのみ

マセダ歯科医院 宗像病院 特別養護老人ホームあかま

大賀歯科 医療法人 一木こどもクリニック 特別養護老人ホームあかまショートステイ

ユニット型特別養護老人ホームあかま

デイサービスセンターあかま

リンガーハット くりえいと宗像店 理容こうのいけ 宗像店 赤から くりえいと宗像店 文具のたまおき くりえいと宗像店

明屋書店 くりえいと宗像店 楽市楽座 くりえいと宗像店 ※メダルのみ 伊三郎製ぱん くりえいと宗像店 もち吉 くりえいと宗像店

カメラのキタムラ くりえいと宗像店 どんどん亭 くりえいと宗像店 メガネのヨネザワ くりえいと宗像店 ドラッグ新生堂 くりえいと宗像店

紳士服はるやま くりえいと宗像店 CoCoAnge くりえいと宗像店 サーティワンアイスクリーム くりえいと宗像店 ピザポケット くりえいと宗像店

ダイソー くりえいと宗像店 シュープラザ くりえいと宗像店 ヒマラヤ くりえいと宗像店 むなかた物産市 オアシス

ローソン くりえいと宗像店 ランドリープレス くりえいと宗像店 ダイレックス くりえいと宗像店 サンキ くりえいと宗像店

マックスバリュ くりえいと宗像店 コスモス くりえいと宗像店 アクーパくりえいと宗像店

唐十 かば田 カルディコーヒーファーム ハースブラウン

お茶の川崎園 湖月堂 如水庵 明月堂

不二家 マクドナルド ミスタードーナツ ケンタッキー・フライド・チキン

庄屋 肉うどん麵や 八龍亭 マザーズクレープ

ペイトブルーム コムサイズム ナトゥーラ ELVENCE DEUX

グランマレ ABC-MART LAPAX WORLD 井筒屋 宗像ショップ

HAPiNS メガネの田中 THE CLOCK HOUSE パレットプラザ

ココカラファイン マジックリフォーム TSUTAYA Ryu hair

FANNER ハニーズ レディース マタケ ユニクロ

キャンパス ナカノテツ セリア ニトリ

クリーンネット 武田や(精肉) ムサシ(精肉) 日の出家(豆腐)

ヒライ(惣菜) 最上(鮮魚) 丸珠(野菜・果実) 花のフレール

漬匠よこ尾(漬物) シューラルー BouJeloud

プライスファクトリー ナムコ ※メダルのみ ラスコリナス キャロトレイド

ロッテリア 海花亭 シナモンカフェ 笑たこ＆スマイリークレープ

エクセル 誠音堂楽器店 ペリカン ダイソー

靴のワシントン ミュージックショップ誠音堂 さが美 ヨネザワコンタクト

手芸マキ きょくとうクリーニング 花紀行 竹翠園

ネイルサロン モモナ 福岡金文堂 ラフィネ 宗像エイム

メガネの三城 ドッグサロン ドルチェ リフォームサービス シュリシュリ

明月堂 海千

・・・8/22以降登録事業所

【お問い合わせ】

サ ン リ ブ く り え い と 宗 像   専 門 店 街

ゆ め タ ウ ン 宗 像 　専 門 店

く　り　え　い　と　宗　像

商品券利用期間 令和元年10月１日～令和２年３月31日

※商品券ご利用の際の注意

・ご利用期間内のみ、ご利用できます（期間を過ぎた場合は無効となります）。

・宗像市に登録した参加店舗でのみ、ご利用できます。

・第三者への交換または売買、譲渡、現金との引き換えはできません。また釣銭はでません。

・現金との換金、金融機関への預け入れ、出資や債務、公共料金等の支払い、有価証券、換金性の高いもの（商品券、図書カード、切手、プリペイドカード、電子マ

ネーのチャージ等）の購入、土地・家屋購入・家賃・地代・駐車料金等の不動産に関わる支払い、たばこ、事業活動に伴う支払い、風営法第２条第５項に規定する営

業への支払い、特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの等には、ご利用いただけません。

宗像市プレミアム付商品券

コールセンター

T  E  L  0940-36-9036

時間：9時～17時（平日のみ）

内閣府プレミアム付商品券

コールセンター

T  E  L 0940-36-9036

IP電話 050-3538-4557

時間：9時～18時（平日のみ）


