
がんばろう川崎町ReBorn！商品券

川崎町マイナ商品券

取扱店一覧表

利用期限 令和 5年 ２月２８日(火)

見 本

見 本

※ 追加または削除となった取扱店につきましては、 川崎町ホームページでご確認ください。

下記の取扱店でご利用できます　【順不同】

コメリ パワー川崎店 田原 和風スナック けんちゃん 米田
ホームプラザ ナフコ 川崎店 池尻 スナック けんちゃん２ 本町

とり一 本町
小松美容室 本町 弁天食堂 吉原
美容室はしもと 本町 やきとり 純 吉原
イシバシヘアー 本町 スナック メルシー 山下
高山理髪店 本町 居酒屋 えん 山下
カットハウス葵 西本町 居酒屋 縁日 丸山
美容室シャルム 西本町 居酒屋 しま田 西本町
カットサロンたかしま 田原 十四の月 西本町
グリーン美容室 田原 向山食堂 西本町
ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ Ｓａｋｕｒａ びより 田原 おかめ寿し 田原
ヘアーサロン ラトリエ ～ Ｌ’Ａｔｅｌｉｅｒ ～ 田原 香牛かれー 香壺 田原
ＢＡＲＢＥＲ ＣＯＯＬ 池尻 筑豊ラーメン山小屋 川崎店 田原
ＳＩＫ 池尻 焼鳥 筑豊 田原
ニコカラー 池尻 めん六や 福岡川崎店 田原
カットハウスRyu 池尻 酒庵 田原
ヘアーメイク ＢＥＥ 池尻 お好み焼き 丸ちゃん 田原
男と女の美容室 カットハウスＭ 池尻 炭火地鶏 囲炉稟 池尻
Ｈａｉｒ’ｓ ｇｒａｃｅ 東川 喫茶 伽羅 池尻
ヘアーメイク サンテ 東川 キッチンTAKASE 池尻

つぼやきカレーキートン 池尻
ＹＳにしの 本町 やきにくのにしもと 池尻

リンガーハット 福岡田川店 池尻
ギフトセンター ユーティ 西本町 食膳 和加菜 池尻

うちだ屋 田川南店 池尻
ベストマート こがや 本町 食事処 珍竹林 池尻
ミニストップ 田川川崎店 西本町 ろばた焼き 田中屋 池尻
ミニストップ 田川川崎田原店 田原 LOG カフェ SARA 東川
セブンイレブン 田川川崎町役場前店 田原 IKURI 安眞木
ファミリーマート川崎池尻店 池尻 カフェ亀草庵 安眞木
ローソン 川崎池尻店 池尻 ラピュタファーム 安眞木
セブンイレブン 田川川崎店 池尻 Sobanoba 安眞木
ポプラ田川川崎店 池尻
トライウェル 池尻店 池尻 ハットリ薬局 本町
安藤店 東川 ハタナカ薬品 丸山
Ｙショップ城戸 きど薬品 町境 ドラッグコーエイ 川崎店 田原
Ｙショップ山口 大峰 サンドラッグ 田川後藤寺店 池尻

ディスカウント ドラッグコスモス川崎店 池尻
メガネの白耀 池尻

ホームセンター

理・美容

化粧品

ギフト外

飲食関係

コンビニ

くすり・日用品



取扱店一覧表
浅野商店 本町 田原硝子店 本町
小川青果食品店 本町 ㈲マルヤマ建装 本町
ケーキ・カノン 本町 ㈲田口建設 大峰
長弘商店 本町 ㈲滝建設 島廻
明治牛乳　川崎販売所 本町 Urban　Lifestyle 島廻
渡邊商店 本町 ㈲松田工業 永井
ワイワイガヤガヤ朝市 本町 ㈲西本電気工事 西本町
花水月 本町 ㈱城戸工務店 西本町
野田商店 吉原 矢野畳工業 田原
からあげ　なだまさ 丸山 ㈱ナカシマ水道 田原
北代精肉店 西本町 ㈲DS．Company 田原
からあげ　綾＆修 西本町 ㈲丸政 田原
ほっともっと　田川川崎店 西本町 ㈲トーヨー技建 田原
村上青果店 西本町 ㈲九州設備工業 田原
お茶の西村園 西本町 ㈲林開発 東川
SYAMO 西本町 ㈱坪根工務店 安眞木
荒木鮮魚店 西本町 ㈱九州エコ・シティ 安眞木
牛若丸ホルモン 田原
中村菓子店 田原 Honda Cars博多　川崎店 本町
マルボシ酢㈱ 田原 オートショップ　仁 丸山
貴丸 田原 山下商会 米田
稟　Komegura 池尻 ㈱Ｆｉｘ-ａｎｄ-Ｇｏ 永井
ｓｍｉｌｅ ｓｈｏｐ　～絆～ 池尻 ㈲薮ホンダ販売 本町
安藤商店 池尻 民木自動車整備工場 田原
から揚げ　とり元 池尻 ㈲エフ・テック 田原
さかえ屋　田川池尻店 池尻 ㈲小峠モータース 田原
山田ホルモンセンター 池尻 竹下自動車工場 池尻
中村米穀店 池尻 TOTAL CAR SHOP 　RESPECT 池尻
Garden  sweets 池尻 ニシヤマ商會 東川
蜂屋　なべとう 東川 岩井自動車整備工場 安眞木
農産物直売所「De・愛」 安眞木
四郎丸酒店 安眞木 川崎くみあいガス(株) 本町
麺工房De愛 安眞木 ㈲永岡燃料 田原

尾田商事 池尻
スーパー川食　川崎店 田原 ㈱冨士プロパン 池尻
生鮮市場バリューリンク　川崎店 田原 ㈱ＧＡＳＧＡＳエネルギー　ガス事業部・太陽電機事務部 池尻
スーパー川食　池尻店 池尻
ハローデイ　後藤寺店 池尻 廣栄石油 島廻

キノシタ　川崎給油所 田原
タナカ写真館 本町 セルフ　後藤寺給油所 池尻
奥乃谷窯 島廻
見聞劇場 丸山 小規模多機能まるや 本町
㈲黒岩スポーツ店 西本町 ㈱徳野 本町
チャンピオン　川崎店 田原 NPO法人アイ愛田川ヘルパーセンター 本町
ヒロタキガクブチ 田原 川崎葬祭 本町
㈲川崎印刷 田原 総合葬祭　ふじ葬祭 永井
是澤印刷所 池尻 タバコ・クリーニング　石崎 奥谷
森生花店 池尻 九州葬祭 田原
Kawasemi  Garden 池尻 JAたがわ　川崎支所 田原

ドコモショップ　川崎店 田原
ブティック　耶摩仁 本町 三ツ葉クリーニング店 田原
メンズショップ　サイトウ 本町 ㈲田川善行社セレモニー天平会館 田原
九州オンセンド　川崎店 田原 よねだ鍼灸整骨院 田原
ファッションセンターしまむら　川崎店 池尻 デイサービスセンター　ハグハグ 田原
テーラーフジモト 池尻 光琳会館 池尻

電化製品 作業療法士の整骨院　けい整骨院 池尻
フクヤマデンキ 本町 むさし鍼灸整骨院　田川 池尻
ハートフルカワサキ　㈲川崎電器商会 本町 川崎町立病院 東川
コガデンキ 丸山 グループホーム　あたか 安眞木
藤川電気 田原 グランピングKAWASAKI 安眞木
出口電器商会 池尻
マルコーでんき 池尻
㈲小堤電器 安眞木

その他

ガス販売・燃料

ガソリンスタンド

趣味

スーパー

自動車外販売・修理

食料品店 建設・建築・家具等

衣料品店


