
事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

アイランド 榎津111-13　第2東光ﾋﾞﾙ2F 85-0420 飲食業

アジアンキッチン　タージ 上巻436-4 85-7945 カレー

味どころ　比さ古 向島1602-6 86-5705 やきとり居酒屋

味処　丸安 榎津948-8-2 86-3363 各種定食・仕出し弁当・鉢盛等

居酒屋　笑 榎津773-4 86-7444 さつま地鶏炭火焼　等

右近本店 向島1370-5 87-2332 飲食店

オリーブ 酒見302-5 86-2026 飲食店

花月 榎津111-13 第2東光ﾋﾞﾙ1F 86-2418 スナック

割烹　まさ 酒見510 87-4615 飲食業

カフェ　ゑん 酒見141-21 88-8721 飲食業

カフェ　響木 酒見201-3 87-0321 カフェ

からあげ大将 酒見1-3 88-1828 からあげ

からあげ多なか 向島1372 88-2484 からあげ・焼とり

元祖　本吉屋 榎津85-3 87-5653 うなぎ料理

餃子専門　中国屋 榎津734-1 土井ﾋﾞﾙ1Ｆ 87-4891 餃子

餃子の王将　大川榎津店 榎津156-4 87-8929 餃子・ラーメン・中華料理

きよ家 向島1943-7 87-5157 寿司・仕出し

串焼　味の庄屋 榎津150-3 86-4867 串焼居酒屋

香味　きくの雫 向島1484 86-8855 日本料理

幸姫 榎津83-2 88-2357 飲食業

さんすい亭 一木776-5 86-7387 レストラン

地鶏屋　海人 津731-1 88-3931 飲食店

ジャパン 榎津124-3 88-1680 飲食店

酒膳　松乃 上巻1-11 87-1627 酒・魚料理・肉料理など

寿楽 酒見713-2 87-6433 飲食店

令和３年度　おおかわるる券　取扱店一覧

飲　食　店



令和３年度　おおかわるる券　取扱店一覧

新美勢本店 向島2078 86-2643 すし・弁当・法事料理

鮨川 中古賀232-2 87-5717 飲食・仕出し

すし処　右京 榎津159 86-5898 飲食業

スナック　さくら 向島1370-7 87-8383 飲食業

スナック　ニューコスモ 酒見107-4 87-7452 スナック

スナック　ほのか 榎津78-28 090-1366-6080 飲食業

スナック　蓮華 榎津149-1 86-7030 飲食業

炭焼　かどで 榎津78-33 85-9411 焼鳥

セリオ　大川店 郷原508-1 88-0100 パン販売

船頭寿司 向島1698-5 86-3665 寿司・和食

タータン 榎津124-3 88-2202 飲食店

ダイニング　ストーブ 榎津310-14 86-6100 フード・ドリンク

多国籍居酒屋　しんみせ 榎津156-4 87-3272 飲食店

玉寿司 向島1265-4 86-2800 飲食店　寿司・仕出し・弁当

馳走　旭松 榎津709-3 86-3233 飲食店

鉄板ダイニング　晴れる家 榎津163-10 87-0990 飲食店

にし山 榎津78 88-2480 寿司

はつ美寿し 中八院153-7 88-3356 寿し・和食・会席・定食

浜松屋 津9-1 88-3818 うなぎ料理

パンダ亭 向島1463-4 86-3080 中国料理店

ＰＡＮ！ＰＡＰＡＮ！！ 酒見515-2 88-8282 サンドイッチ

彦寿司 榎津895-1 87-7272 寿司・弁当・鉢盛

ビストロ　シュシュ 榎津145-2 85-9370 ハンバーグ・カレー等

福喜別館 三丸1755-2 89-6080 日本料理

福喜本店 榎津834-1 86-5062 日本料理・寿司

富龍らーめん 北古賀253-1 87-2393 ラーメン

みそや　仁房 酒見332-8 32-8119 飲食店
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メンバーズゆめくらぶ 酒見512-1 87-5955 スナック飲食

やきとり太郎 酒見141-13 88-0780 やきとり

焼鳥九十九 向島1714 87-0829 魚・肉・一品料理

やきとり　びん 榎津156-4 87-1660 焼とり

柳屋 榎津838-2 87-3120 鰻セイロむし・かば焼き

ラウンジ　ナナ 榎津78-8 87-1727 飲食業

ラウンジ　フルール 榎津149-1 第1東光ﾋﾞﾙ2F 86-6077 飲食店

料亭・旅館　三川屋 向島2222 87-3155 飲食・仕出し・宿泊

レストラン　バー　ｃｒｕ 酒見515-2 86-8283 ピザ・パスタ・一品料理

ろばた焼　銀亭 幡保122-3 88-2508 飲食業

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

あさひタクシー 榎津456-8 87-3405 タクシー業

大川観光㈱ 酒見547-2 87-3461 国内・海外旅行

JTBゆめタウン大川
上巻430-1ゆめタウン大川

1F
89-2831 国内旅行・海外旅行

㈲北斗観光 向島1714-1 87-1137 旅行商品

㈲若津タクシー 榎津718-4 87-3175 タクシー

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

エディオン　大川榎津店 榎津311-1 86-2950 家電製品

大川フジ電化センター 三丸796-2-2 86-4569 家電製品販売

㈲岡ラジオ店 榎津313-6 86-2795 家電品全般・電気工事

竹下電器 向島2552 86-2082 家電販売・修理

津田商会 本木室889 86-2749 家電製品

電気倶楽部　松島 榎津325-33 86-2779 電化製品販売

中田商会 榎津622 86-2775 家電製品

ユーデン　大川店 榎津839 86-3015 家電販売・修理

家　電　製　品

旅行・タクシー
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ユーデン　きむらや 向島2474-1 86-3183 家電販売・リフォーム

ユーデン　なんちく 下白垣207-2 87-3960 家電販売・修理・リフォーム

横田電気商会 酒見335 87-7580 家電製品販売・修理

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

㈲うめざき興業 紅粉屋710-1 87-6358 解体・土木工事

梅﨑設備 大野島1392 86-3857 水まわり設備

エススタイル建築㈱ 向島2018-1 86-8484 建築・リフォーム

㈱エトウ 鐘ヶ江227-2 87-5888 木材・建材・リフォーム

大渕畳店 鬼古賀469-2 86-5473 畳新調・表替

㈲オカキスプレット 三丸1592-1 87-4756 消防設備・設計・施工・点検

㈱岡建設　一級建築士事務所 三丸1658 88-1001 建設工事・土木工事・建築設計

おはよう設備㈲ 上巻270-1 86-8084 住宅改修工事

㈱柏原商店 中木室585-5 87-1578 畳表・上敷・仏様用お前ござ

㈲カネガエ防災設備 郷原272-1 87-1222 消火器・消防設備点検等

㈱かねぜん建設 一木439-8 87-2804 建設業

九州ハウス工業㈱ 中古賀1053 87-2225 総合建設業

㈲香妻塗装工業 一木924-3 87-8224 塗装

㈱近藤材木店 向島1354-4 87-3128 木材類販売

近藤サッシ店 向島288-1 87-8024 サッシ取替・網張加工・木製建具

㈲境建設 下青木208-7 87-1313 新築・リフォーム工事一式

㈲酒見建材店 幡保166-2 88-1181
住宅機器・新建材・左官材料一式販

売・リフォーム工事

佐藤ホームガス 本木室212-5 87-0227 空調機器

㈱サンエス電機 向島1271-9 86-2980 電気・空調設備工事設計施工

末安たたみ店 向島432-1 86-3160 畳製造・畳表張り替え

㈱タカダ 榎津30-1 86-5299 建設業

田中プロパン住設 下牟田口622 86-4343 燃料販売・住宅設備

建設・建築・住宅設備
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㈱鶴商 一木719-2 88-1161 住宅設備機器商品

鶴田塗装工業 津42・43 88-0838 店舗、家具、建築塗装

トヨタ設備㈱
酒見279-1 大川中央ﾋﾞﾙ102

号
85-8327 住宅設備

㈱永尾商店 三丸1188-1 88-2302 砂利・山砂販売

㈲二宮畳店 向島2655-1 86-2217 畳工事一式

㈲野田商会 向島1400 88-3711 水道配管材料・住宅設備機器

㈲松建 向島1861 86-3632 建築業

㈱松林材木店 酒見599-1 87-2144 建築資材・建具材・住宅設備機器

㈱丸正工業 一木308-1 86-2707 建設業

㈲溝田畳店 大橋283 86-2687 新畳・表替

㈲三又プロパン 中古賀856-1 86-3032
キッチンリフォーム・浴室リフォー

ム・住宅設備機器

㈲村尾 三丸1233 86-2523 リフォーム・住宅設備

㈲メイクハウス 向島2612-2 88-0605 建築一式

もりた住機設備㈱ 酒見517 88-3333 ガス器具・リフォーム

山口和昭商店 小保866-2 86-5373 米穀

山口畳店 一木528 86-3489 畳製造・販売・新調・表替

山善商会㈲ 小保125 87-2266 水道工事・給湯器・住宅設備

山田建設 紅粉屋533-2 87-8644 建設業

吉田燃料・釣具店 向島2369-1 86-2618 住宅設備器具、釣具、ドライアイス

龍住設 小保612-1 86-2626 ガス・上下水道空調衛生工事

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

セブンイレブン大川郷原店 郷原316 88-3698 食料品・日用品

ミニストップ大川市下木佐木店 下木佐木36-1 86-3031 酒・タバコ・食品・日用品

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

大川家具工業団地㈿ 中古賀1048-1 87-5151 家具小売

コンビニエンスストア

家具・建具・什器
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カントリー家具　ＩＤＦ 酒見761 87-4022 パイン家具・雑貨

木彩工房 幡保176-23 87-1165 一枚板・無垢家具全般

㈲喜多製作所 酒見841 86-4075 収納家具

桐蔵・えすぷりっと 榎津74-3 87-9505
桐家具・雑貨・ランチ（パスタ等）・

ドリンク

㈱酒見椅子店 榎津79-1 86-3580 ソファ・椅子・テーブル

さんち家具・シャルドネ大川 酒見200-1 87-1051 インテリア全般

自然工房㈱ 大橋213-5 88-3312 家具製造・販売

関家具大川本店 幡保172-3 88-0108 インテリア家具・雑貨・一枚板

㈱園田産業 中古賀561-1 87-3193 リビングダイニング

田中鏡台店 小保156-2 86-4796 鏡台・ドレッサー販売

㈱野中企画 酒見523-1 32-8805 家具・雑貨

広松木工　大川本店 鬼古賀174-1 87-5911 インテリア全般・小物

福山商店　よろこび 榎津856 87-2223 家具販売

ベッド専門店　快眠館 榎津274-2 86-3115 ベッド　マットレス　枕

本堂ふすま製作所 小保968-109 86-2770 ふすま張替・障子張替・アミ戸張替

㈱松田家具 三丸839-3 87-2292 食器棚・ＴＶボード他

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

エステ　ティアラ 三丸1755-2 080-2720-0283 エステ・化粧品・美容器販売

オネスト美髪の窓口Ⓡ 上巻448-3 87-3339 ヘアサロン

髪屋　ｚｉｌｃｈ 大橋297-1 86-5909
再生美容化粧品・カット・カラー・

パーマ

サロンド・ミツコ 新田226-8 86-2139 カラー・カット・パーマ

スタジオアルファ 榎津313-4 86-4977 美容室

トランティーヌ 向島2146-4 88-2881 美容室

Ｌａｇｏｏｎ 北古賀193-8 080-2789-2309 エステ・美容脱毛・化粧品

理容ホームラン 向島1812-3 86-3660 散髪・顔そり

LOHAS＋R 榎津247-21 080-5210-5311 施術・化粧品・雑貨

理容・美容・ネイル・エステ
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事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

㈱相浦自動車販売 酒見867-3 090-8412-3876 販売、車検、整備、板金、修理、保険

イエローハット大川 向島1627 86-6855 自動車用品・車検・鈑金

★★イマダ輪業★★ 幡保283-2 87-3300 二輪・四輪の修理・販売・車検

大川ダイハツ㈲ 中木室806-2 87-3189 自動車販売・整備・保険

大川タイヤサービス 酒見546-1 87-3017 タイヤ販売・修理

大川モータース 三丸1380-6 87-1231 自動車販売及び整備

オートバックス大川店 三丸788-1 87-8881
カー用品販売、車検・整備、車販売、

鈑金・塗装、保険

大渕自動車整備工場 鬼古賀463-1 87-5272
各種新車・中古車販売、車検整備、鈑

金塗装、損保ジャパン代理店

㈲岡車体 本木室445 87-5143 自動車修理・鈑金・新中古車販売

筬島自転車商会 酒見499 86-2728 自転車・バイク販売、修理

カーハーツ 郷原174-18 32-8801 新車・中古車・車検・修理

スバル★大川 酒見954-1 88-0007
新車・中古車販売、車検・一般整備・

鈑金塗装

ゼロオート・あいうら 北古賀267-1 86-6606 新車・中古車販売・修理・車検

㈲総販 一木727-1 88-2207 車輌販売・整備

㈱ニューホンダ 三丸1363-7 88-0077 自動車販売・車検・修理・自動車保険

バイクショップ堤 向島2081 86-4487 バイク販売及び修理等

丸栄自動車 中八院14-1 86-4525 自動車販売・車検・一般整備

森崎自動車 中古賀781 86-5264 車検・修理

モロフヂ 一木1328-4 87-3043 自転車・バイク・自動車、販売整備

モロフヂ商会本店 榎津287-4 86-3808 自転車販売修理・合カギ・バイク

㈱山口オートサービス 大野島2871-1 86-3213 車検・点検・整備

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

エナジーフィットネス 向島1281-6 85-8249 スポーツジム

大川バッティングセンター 酒見302-5 86-5704 バッティング

自動車・自転車

遊戯施設・クリーニング・その他サービス
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㈱大川ビル管理 北古賀254-5 86-3448
清掃・エアコンクリーニング・防鳩工

事・害虫防除

北原珠算会館 一木591-8 88-3873 年長児より。無料体験は随時

大洋舎クリーニング　東町店 榎津277-1 87-1807 クリーニング業

大洋舎クリーニング　工場 榎津275-2 88-2974 クリーニング業

ダスキン大川 榎津15-9 87-5399 衛生関連商品・清掃用品など

白陽舎クリーニング 向島2549 86-2289 クリーニング

白陽舎クリーニング　榎津店 榎津463 86-6161 クリーニング

白陽舎クリーニング　浜口店 小保968 87-1424 クリーニング

フィジカル　サポート　ケアトレ 榎津278-1 ｻﾝﾘﾊﾞｰﾋﾞﾙ1Ｆ 32-9877 運動指導・ボディケア

ほぐし本舗　大川店 向島1649-1 32-8765 リラクゼーション

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

アミカ 榎津325-30 87-7309 婦人服・小物雑貨

古賀呉服店 中古賀619 86-3578 婦人服・学生服・作業服他

たんぽぽ 榎津325-30 88-3060 婦人服・小物

はしもと　大川店 大橋552-1 89-1266 衣料品・雑貨・寝具等

学校制服専門店　ヒタヤ 榎津707-1 86-2320 市内小・中・高学校制服、体操服

ブティック２３区 榎津325-29 ｳﾞｨﾗﾍﾞﾙﾃﾞｨ内 87-7398 婦人服

プランタン 榎津320-4 87-6818 婦人服小売業

Ｐｏｒｔｅ 榎津325-2 北1F-2 85-9750 婦人服・雑貨

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

ツルハドラッグ江頭エーザイ店 幡保157 87-2983 医薬品、化粧品、日用品、食品

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

㈱オークス 上巻3-19 87-6028 ＯＡ機器販売

(敬)こが金物店 榎津280-46 86-3311 電動工具・エア工具・大工道具

衣　料　品

機械・工具

ドラッグストア
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のこよし金物 向島1988-1 86-3300 木工道具・刃物・電動工具

ユニオンパーツ㈱ 向島1540 87-0765 家具資材・ＯＡ機器・空調機器販売

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

いぐさブティック草 中木室23-1 87-7432 国産い草製品・季節の生活雑貨

ギフトハンズ　きのした 酒見205-1 88-2220 贈答品販売

グロー　アツサカ 榎津466 87-5525 家具資材・贈答品

古賀新商店 一木1189 86-3338 肥料・農薬販売

㈱積文館書店　大川店
酒見215-1おおかわ交流ﾌﾟﾗ

ｻﾞ1F
85-8821 雑誌・書籍等

中島書店 榎津247 86-3318 事務用品・文具・雑誌・書籍

はんの正信堂 榎津278-8 86-4222 印章・ゴム印・名刺

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

アスカ石油 坂井749-3 86-5907 ガソリンスタンド

江口石油店 大野島1484-1 87-3786 ガソリンスタンド

㈲川口屋石油店 一木621-2 88-3100 ガソリンスタンド

佐藤石油店 本木室886-1 88-1177 ガソリンスタンド

ＪＡ福岡大城　大川ＳＳ 荻島472 87-5110 ガソリン・軽油・灯油等

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

あだち珈琲＆コロイコ 榎津325-28 87-6549 自家焙煎珈琲豆とお茶

池上菓司本店 向島1998 86-2040 菓子（丸ボーロ）

うさぎ屋菓舗 榎津247 86-3612 和菓子・洋菓子～涼菓

永島米穀燃料店 榎津770-1 86-3152 米・ガス器具

大石茶園大川店 向島938-6 88-0118 八女茶・ギフト・宅配もＯＫ

大川営農センター 北古賀221 89-1355 肥料・農薬・米・食料品等

大坪商店 酒見156-5 86-2458 米・ガス・灯油

ガソリンスタンド

食　料　品

贈答品・記念品・雑貨



令和３年度　おおかわるる券　取扱店一覧

くまい商店 向島741-2 86-2490 食品・菓子・酒

古賀米穀プロパン店 津714-2-1 86-3845 米・灯油・ＬＰガス・住宅設備

ごとう精肉店 下白垣384-1 87-2945 精肉・唐揚げ販売

㈱志岐蒲鉾本店 酒見180 88-3168 蒲鉾・ちくわ・天ぷら

㈱庄分酢 榎津548-1 88-1535 食酢及び調味料製造・販売

武下鮮魚店 新田1002-5 87-3520 魚介類販売・鉢盛

とり幸精肉店 榎津483-7 86-4781 精肉・そうざい

とり商　わか菜 向島1654 87-4731 とり肉・から揚げ

㈲中村商店 榎津744-2-1-1 86-3166 酒類・贈答品・ＬＰガス販売

西鉄ストア明治町店 向島1837-1 87-6201
食品・雑貨等を扱うスーパーマーケッ

ト

パリ・モンスリー 小保121-1 87-6919 パン・ケーキ・焼菓子・飲物

東鮮魚店 新田783-1 87-5552 魚・サシミ盛

福助や 榎津679 86-4309 青果店

ボン・ガトー 酒見505-3 86-3442 洋菓子

まるひろ酒・唐揚店 新田30-1 87-7122 食品・酒・たばこ・唐揚

横田商店 津375-3 86-3251 食料品

龍酒店 小保467-1 87-0897 酒・食料品

リラックス大川店 榎津9-2-1 86-8000 酒類

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

宝石のナカシマ 向島1389-8 87-4545
ジュエリーの販売・加工・オーダーメ

イド・リメイク

メガネのヨネザワ大川店 郷原577-1 86-8770 メガネ・補聴器・コンタクトレンズ

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

㈱江頭仏壇店 津17-2 88-0001 仏壇・仏具

お仏壇の㈱大川物流センター 向島1717 86-2773 仏壇・仏具・神具

お仏壇のまごころ 向島1375-1 88-0117 宗教用具販売

仏壇仏具・宗教用品・節句物

時計・メガネ・貴金属



令和３年度　おおかわるる券　取扱店一覧

お仏壇のよしまる 榎津220-2 88-1440 仏壇・仏具

中原仏壇店 坂井885-1 88-0064 仏壇・仏具・神具

人形屋やひろ 榎津71-1 87-2196
破魔弓、羽子板、雛人形、五月人形、

鯉のぼり、幟旗、盆提灯

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

大川スポーツ 榎津247-8 87-4526 スポーツ用品全般

小川楽器㈱ 榎津325-34 86-4416 楽器小売

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

花清生花店 酒見329 87-1187 生花小売

花チャン屋 榎津487 87-8480 生花販売

みどりえん 向島1430-1 87-2207 花束・アレンジメント・鉢物

事業所名 所在地 電話番号 商品・サービス

アスタラビスタ大川店 一木577-1 89-5301 食料品・生鮮食品全般

グッデイ　大川店 大橋230 87-0461
園芸用品、日用品、インテリア、自転

車、カー用品、各種リフォーム等

コスモス大川店 上巻245-1 89-4595 医薬品・化粧品・日用品・食料品他

コスモス一木店 一木720-1 89-5050 医薬品・化粧品・日用品・食料品他

ドラッグストアモリ大川店 郷原589 32-9511 ドラッグストア

ベスト電器　大川店 上巻430-1 88-0232 家電製品販売

ゆめタウン大川 上巻430-1 88-3600 小売業

スポーツ用品・楽器

生　花

大　型　店


