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　（令和２年１1月１７日現在）

地区 業　種 電話番号 主な取扱商品・サービス等

菊池 飲　食 ２５－０１９３ 飲食業

菊池 飲　食 ２５－２０８8 飲食業

菊池 飲　食 ２５－１１１７ お好焼、焼きそば、モダン焼、お刺身、居酒屋メニュー

菊池 小　売 ２５－２８２６ ＬＰガス、ガス器具、家電製品

菊池 小　売 ２４－２６７８ 野菜、果物

菊池 小　売 ２５-０７８８ キッチン用品、キャンプ用品、アンティーク、ハンドメイド

菊池 小　売 ３８-２２１３ 家具、リサイクル商品

菊池 小　売 ３３－５４３３ ナチュラルワイン、地酒

菊池 小　売 ２５－２０９０ 餅、赤飯、団子

菊池 小　売 ２５－１１７１ 薬、化粧品等

菊池 小　売 ２５－２５８６ 精肉他

菊池 サービス ２５－１１９０ 写真撮影

菊池 飲　食 ２５－２２４３ ピザ、チーズ

菊池 飲　食 ２５－０１２７ 飲食

七城 サービス ２４－４７３７ 普通車、10人乗りワゴン、マイクロバス等

旭志 飲食業 ４１－８１７３ 飲食、雑貨

菊池 小　売 ２４－５５０２ コンビニエンスストア

菊池 小　売 ２４－５３０１ コンビニエンスストア

泗水 小　売 ３８－５０３０ コンビニエンスストア

泗水 小　売 ３８－３４７７ コンビニエンスストア

菊池 小売 ２５－２９９６ ガソリン等

菊池 飲食業 ２４－０５００ 焼肉

菊池 サービス ４１－８１３９ 接骨院

菊池 飲食業 ２５－６０９０ 飲食

菊池 飲食業 ２４－５５４８ 飲食

菊池 サービス ２５－３２８７ 理容業

菊池 飲食業 080-3546-0857 飲食

菊池 小売 ２４－６２０８ タイヤ販売、修理

菊池 小売 ２５-０２９８

菊池 小売 24-1944 精肉、加工品

菊池 飲食業 25-3042 たこ焼き、たい焼き、焼きそば、お好み焼き

泗水 小売 ３８-４６９５

旭志 小売 ３７-２７８８
襖、畳、内装、クロス張替え新調、大工修理、
清掃ごみの整理、防虫網張り　その他

大店舗等　

地区 業　種 電話番号 主な取扱商品・サービス等

泗水 小　売 ３８－７７６１ 園芸、農業用品、生活用品、工具、金物、建築資材等

菊池 小　売 ２３－０１１１ 家具、日用品、園芸用品等

菊池 小　売 ４１－５１７７ 総合衣料

泗水 小　売 ２３－８６８０ 医薬品、雑貨、食品

菊池 小　売 ２５－５５２７ 婦人服

泗水 小　売 ３８－５０２２ くすり、化粧品販売

泗水 サービス ３８－７０３１ 医薬品・化粧品・雑貨等

菊池 飲食業 ４１－８９６９ 飲食店

地区 業　種 電話番号 主な取扱商品・サービス等

菊池 小　売 ２５－１８１７ 米粉パン

菊池 小　売 ２５－２３０７ 食料品

菊池 飲　食 ２７－１３６６ きじ料理

菊池 サービス ２４－２７０７ カラオケ

菊池 建　設 0120-888-013 総合リフォーム

七城 建　設 ２４－３７４９ 大工工事

七城 建　設 ２４－０３０３ 土木、建築

泗水 小　売 ２３－２３７７ 医薬品、衣料、１００円均一

泗水 小　売 ３８－７３８３ 鶏卵

泗水 サービス ３８－１１２６ 温泉（天然温泉 とよみずの湯）

地区 業　種 電話番号　（旧） 主な取扱商品・サービス等  (旧）

菊池 小　売 ２７－１７１１ 物産館、レストラン

菊池 小売 ２６－５２３１ 食品、日用品、衛生用品、家電、酒、薬

　

菊池 小　売 ４１－９６２６ レジャー施設

菊池 小売 ２６－５２３１ 食品、日用品、衛生用品、家電、酒、薬

【地域変更】

地区 業　種 電話番号 主な取扱商品・サービス等

泗水 サービス ２３－０７３０ 整骨院

七城 建　設 080-5210-8191 内装業

地区 業　種

菊池 建　設

菊池 建　設

菊池 建　設

菊池 その他

七城 サービス

地区 業　種 電話番号（旧） 電話番号（新）

泗水 製　造 ３８－５３２５ 096-242-0407

荒木タイヤ工業有限会社

（有）ナカタ精肉舗

（有）松田石油 菊池市出田字中道２４４５－１

炭焼き肉太郎

啓光堂　接骨院

スナック　SoaRa

お好み焼き　ゆうゆう

さかもと理容店

居酒屋　修翔

菊池市木柑子１７８４－１

菊池市隈府１０７３－１

菊池市隈府９４７ メインビル２０１

菊池市大林寺２３９

菊池市隈府２８０－９

菊池市広瀬６６７－７

菊池市野間口９０１－１

菊池市野間口９０５

㈲山本建築

さんかく塾

九州セブン観光

事業所名

(資)タカキ

㈱九州セブン観光

屋号（店舗名）　（旧）

ドラッグセイムス泗水店

ＦＡＳＨＩＯＮＨＯＵＳＥ　ＳＡＩ（夢空間内）

西本真生堂泗水店

西本真生堂薬局　泗水店

【屋号（店舗名）住所、電話番号、主な取り扱い商品・サービス等の変更】

坂口内装

屋号（店舗名）  (旧）

菊池渓谷　水の駅

水の駅

店舗住所

菊池市泗水町吉富３２３５－３

菊池市七城町高島１０７０－２

ダイレックス菊池店 菊池市隈府８０８

菊池市プレミアム付き商品券取扱店舗の追加等について

【登録店舗削除（統合含む）】

店舗住所　　（旧）

菊池市重味２３３１－９

菊池市隈府北原６０９－１

菊池市泗水町豊水３３５１

菊池市泗水町豊水３３７０－３

菊池市泗水町吉富２５０番２２４

菊池市旭志川辺１８８８－１

菊池市泗水町豊永３３２８　　　

菊池市木紺子１７１０－１　　　

菊池市隈府６０９－１

菊池市泗水町豊水３３３６

菊池市広瀬６４１－３

菊池市隈府１６１－８

　プレミアム付き商品券販売時にお配りしました、取扱店舗一覧表作成後に、追加で取扱い店舗となった店
舗、変更が生じた店舗をお知らせします。

菊池市泗水町亀尾３２０８－２　

菊池市泗水町豊水３３９０－１

店舗住所

菊池市隈府８８６－１

店舗住所

菊池市隈府１１２１－６フラワービルⅡ１Ｆ

菊池市隈府１１２１－６フラワービルⅡ２Ｆ

菊池市西寺１４０６－８

ますな屋酒店

隅倉米菓

漢方の山田薬局

セブンイレブン菊池隈府店

セブンイレブン菊池花房台店

山田写真場

肉の天野

（赤券・青券を使える店舗）

ＨＡＮＧＯＵＴ（ハングアウト）

菊池市隈府１０２４－２

菊池市隈府５００－３

菊池市片角１５１－３

菊池市大琳寺９５

菊池市七城町砂田１４９７

菊池市隈府１０６３－３

菊池市木紺子１４８０

菊池市木庭１５５３－３

菊池市隈府２１６－５

菊池市隈府２９６

菊池市隈府２０３

【追加登録店舗】
屋号（店舗名）

クラブゴールド

ラウンジパール

お好焼・鉄板焼　ふる田

㈱Ｍisumiミスミガス菊池店

下村青果

ポエトリーファニスタ

アウトレット・リサイクルＴＡＷＮ・タウンむらかみ家具

ＴＨＥ　ＭＡＫＥＲ’Ｓ

Improve Co.,Ltd.

㈱山本建築

ＯＮＥ　ＳＴＥＰ　スクール

United Space Architect

ImproveCompany

シ・フォルマッジョ

焼肉のふか川

セブンイレブン泗水住吉店

有限会社　加茂川交通レンタカー

セブンイレブン泗水富の原店

菊池市原２８６９

菊池市泗水町豊水３５７５

店舗住所

菊池市隈府４６９－１０

菊池市隈府１７

菊池市四町分６１４－２

菊池市出田２９１２－１

菊池市豊間１３７１

菊池市泗水町住吉１９０６

菊池市七城町清水324-1

菊池市七城町清水109

（青券のみ使える店舗）

エブリール菊池夢空間店

もろみポーク

みまき

菊池市森北119

菊池市隈府124

ダイレックス菊池店 菊池市大琳寺２４－１

屋号（店舗名）

米粉パン屋きるん

西岡商店

きじの松田屋

カラオケこうのとり

㈱ケイ・エスサービス

岩下建築

㈱七城建設

（協）泗水商店会

㈲久川養鶏場内　百花～ももはな～

㈲アンエンタープライズ

屋号（店舗名）

平井整骨院＆カイロプラクティックオフィス

【屋号（店舗名）変更】

【電話番号変更】

屋号（店舗名）　（新）

菊池市泗水町住吉４４６５－３

菊池市旭志麓１９１７

斉藤牧場直売所

便利屋サンキユウー

味千ラーメン菊池店 菊池市大林寺２４２－１

屋号（店舗名）

ホームプラザナフコ菊池店

コメリハードアンドグリーン泗水店

取扱店舗に関する

お問合せ先

菊池市商工会

電話0968-25-1131

プレミアム付き商品券に関

するお問合せ先

市役所商工観光課

電話0968-25-7223


