
令和２年８月25日 現在

ART BASE HEART-BLUE J-style JIMMY BOY ビューティサロン 静 Hair's SOLOIST 岩下自動車 第二岩下自動車

あしや美容室 陣川美容室 美容室 オーワン Hair Spot 426 Vida Motorcycle （株）中野自動車

カッティングルーム サニー バーバーハヤシ 美容室 ペリエ hair make Origin 植田自動車 パブリックオート

カットイン こうの パール美容室 美容室 蘭 理容 タカラ AUTOGARAGE TAICHI BODIES

カットサロン ウヅ はまゆう美容室 hair & make SALAN ロビン美容室 オートスタンバイ・プランプイヤーズ motorcycle garage siglo

cuthouse-egg ビューティサロン カレン美容室 ヘアーショップ ヒノ KSエンジニアリング （有）八木モータース

大城自動車 矢野自動車整備工場

（株）エコア 北九州西営業所 （有）坂口商店 （有）中山石油店 （有）波多野石油店

アクア整体院 （有）テクノ・九州

（有）芦屋クリーン トータルビューティ カレン

（株）芦屋葬祭 DOGSALON & CAFE ARALE

（有）赤星建設 黒山興産（株） （有）浄水管理 （有）早野電気商会 芦屋町観光協会 （株）NAO

芦屋機工 （株）K.・Tプロダクト 芦屋工場 新星機工合同会社 （有）ひびき設備工業 生田翻訳 （有）西日本マリン

芦屋テント商会 （有）コア企画 新和建設 （有）平野エンヂ二アリング 印刷創造堂 ヤスヤマ ニュー設計事務所

（有）芦屋美装 （株）光希 関進工業 藤木電気管理事務所 インターナショナルカルチャーステーション ユメパレス ひびきタクシー（有）

（有）芦屋溶業 浩然園 大宝産業 （株）フジヒロ エヌワイP代行 （有）ビル環境センター

一心建設工業（有） （有）小坂洋瓦店 鎚明工産 （有）渕野工務店 小野軽運送 フィットネスジム オーズ

岩村畳店 （有）後藤組 田代鋼管 （有）前山建設 オフィスA 福田電機工業所

（有）潮建設 後藤建設 田代溶接 （有）松根企画 オフィス本田 （有）ヘルパーステーション ひまわり

SKペイント（株） 寿 塗装 多田建装 松本有聲堂表具店 折尾タクシー（株） 芦屋営業所 麻雀 芦ヤ町クラブ

エスコーケン （有）坂尾電気商会 （株）ツカサ 護建設（株） （株）カンエイサービス （株）みらい

EDEN reformproject 櫻井興産（株） 津田建設 （有）丸英建設 （有）環境整備センター 八木鋳金

（株）エトウ 芦屋支店 佐藤建設 （株）テックイン ミナト工務店 健康促進舎 山下総合法務コンサルタント

（有）エ. フォト （株）佐藤商店 土肥建設工業 （有）明和工務店 （有）ゴールデンゲイト商会 大和葬祭

（株）ＬＤＰ 三基建設 藤和造園 （有）森工作所 国民宿舎 マリンテラスあしや （株）ゆうわ

（有）大庭鉄工所 （株）三豐 刀根電気工事店 山元建設（株） （有）サンライズ ヨコタ美工社

岡本電気工務店 三和冷凍工業（有） ナガヌマ建装 （有）吉岡緑化 社会福祉法人 芦屋町社会福祉協議会 （株）ヨットハーバー芦屋

Ｇａｕｚｅ (株)シエイプラント ニイイチテック （有）吉田工務店 （有）清和産業 （株）リンクホーム

（株）カサロ 塩田設備 野口設備 竜溶接工業 ダイビングセンター 九潜

（株）川下工業 塩塚工業 （有）橋本技研工業 たなか設計

川本畳店 執行製作所 ハマサキ建設 筑前物流軽運送

（有）九溶 （株）静間塗装工業 濱田電設

※ 一部店舗では使用できません。

※ 掲載されていない店舗につきましてもご使用いただける場合がございますので、店舗にお問い合わせください。

芦屋町高齢者・子育て世帯生活応援商品券給付事業 ≪商品券が使えるお店≫

理容・美容

ガソリンスタンド・プロパンガス
その他サービス業

建設業関係

自動車販売・修理業

裏面あります。



令和２年８月25日 現在

芦屋海産 （株）ゼロプラス ｂｅｌｌ　ｐａｎ 芦屋青果協業組合 創花 ぎゃらりぃ 花まり 毎日新聞 芦屋販売店

（有）あしや釜本舗 筑前芦屋 いか乃里 堀江蒲鉾店 安高商店 大漁釣具店 みどりや

天野米穀店 （株）てのや商店 丸久鮮魚店 あたか農園 竹野金物店 （有）皆川釣具店

（有）魚力水産 徳山酒店 三原青果 安部自転車店 立石釣具店 宮崎商店

かどや製菓 とと市場 三原惣菜 ANTS Garden （有）徳永家具 メリーキャッツ

金元精肉店 長崎海産 （株）明和館 ワールド芦屋店 入江文具店 （有）西澤呉服店 （有）山崎機工

かなや （有）ナラティブ きみしゃんいりこ （株）やさいひろば オシャレの店 ママ 野間商店 ヨコタ陶器店

木原商店 肉の山田屋（とと市場内） 八ッ繁鮮魚店 川浪ガラス店 ハトヤ衣料品店 ラッキー

（株）キョクレイ商事 はとやベーカリー よこた精肉店 川村時計メガネ店 はなの店 てぃーだ YSいしい

寿ぶどう園 福田豆腐店 ディスカウントドラッグ　コスモス福岡芦屋店 （有）きぬ川電器 パルセイユ（株）

重岡商店 藤江商店 ローソン　Ｓミズ芦屋中央病院前店 清家ネット衣料販売 美術人形作家 田中伸幸

じゃむ屋 ふじわき酒店 セブンイレブン　芦屋浜口店 （株）グリーン有機資材 美容薬理（株）

しん屋 （有）フラップ セブンイレブン　芦屋山鹿店 JAM SURF ひらやま電器

スーパー はまゆう （有）Blue Angel （有）ジュエルタイガー （株）ヒロテック

昭和 福島スポーツ

末松釣具センター 二村化粧品店

味処 大丸 カスタムスナックバー 呑み食いZe好頂

ありがた屋 芦屋店 かねやす 芦屋店 焙煎屋

アリラン峠 カラオケ 華船 花さぬき AVENTINO スナック Nagisa スナック ラブグリーン

いけす炉端 「本多」 カラオケ喫茶 マルン 夜屋 ゆうとく AULANI スナック ナポリ スナック Y. s

居酒屋 あおやぎ カラオケスタジオ 初 ほっともっと 芦屋店 来れBAR スナック Ｎｉｋｏ Bar Woodpecker

居酒屋 カヌー 祗園食堂 桃太郎 芦屋店 サウンド・パブ・麗 スナック ニューホワイト 弓音

居酒屋 法楽 喫茶 ピークポイント 焼き鳥居酒屋 鳥兵衛 スナック 亜梨子 スナック ブルースカイ 龍

居酒屋 鯥五郎 季ばら旨 焼肉ジュージュー スナック 艶 スナック ボギー

（有）いそかぜ くいもんや やんやん スナック コイン スナック マブハイ

うどん 蔵之助 KURA～藏～ 豊 スナック シクラメン スナック めぞん

うた声喫茶さくら 寿しきゅう よっちゃん家 スナック ドリーム スナック you 祐 倶楽部

（有）エスカルゴ 寿し豊 LABOON スナック Treasure スナック Love

お好み焼き かつ 寿司本家 げんもん 和食処 みや川

お好み焼き つるちゃん 大吉 ラーメン新まんまる

おやじ 釣り友三吉

海鮮居食屋 九州男 （株）中嶌家

※ 一部店舗では使用できません。

※ 掲載されていない店舗につきましてもご使用いただける場合がございますので、
　店舗にお問い合わせください。

芦屋町高齢者・子育て世帯生活応援商品券給付事業 ≪商品券が使えるお店≫

食料品等関係店 その他小売業

バー/スナック系店

飲食系店


