
「武雄市プレミアム付商品券」が使えるお店

掲載用屋号 地域 掲載用屋号 地域 掲載用屋号 地域

ヘアーサロン　スマイル 武雄町 若竹 武雄町 マンガ倉庫　武雄店 武雄町

タイヤランド武雄　（株）貴輪商会 武雄町 ドラッグストアモリ　武雄店 武雄町 徳永鮮魚店 武雄町

グラス・スポット 武雄町 ユニクロ　武雄店 武雄町 オートバックス　武雄店 武雄町

飲み喰い処　皐月 武雄町 セントラルホテル　武雄温泉駅前 武雄町 から揚げドンドン 武雄町

岸川製菓 武雄町 ドラッグコスモス　武雄店 武雄町 居魚亭　魚河し 武雄町

（株）武雄タクシー 武雄町 ドラッグコスモス　下西山店 武雄町 宝石メガネサロン　晶’ 武雄町

（有）江口酒店 武雄町 あんくるふじや　武雄店 武雄町 auショップ武雄 武雄町

武雄センチュリーホテル 武雄町 セブンイレブン　武雄上西山店 武雄町 （有）古賀自転車商会 武雄町

武雄温泉　森のリゾートホテル 武雄町 セブンイレブン　武雄バイパス店 武雄町 （株）ケーブルワン 武雄町

懐石　宿　扇屋 武雄町 東洋館 武雄町 （有）サンワスポーツ 武雄町

（有）大沢家具店 武雄町 コメリハードアンドグリーン　武雄店 武雄町 西松屋チェーン　新アクロスプラザ武雄店 武雄町

ブティック　ル・モンド店 武雄町 橋口美容室 武雄町 ビューティハウス　オリーブ 武雄町

ベスト電器　武雄店 武雄町 山口畳店 武雄町 ダイレックス　武雄店 武雄町

武雄温泉（株） 武雄町 武雄温泉物産館 武雄町 肉のなかしま 武雄町

宮崎薬局　本店 武雄町 （株）牛勝　武雄　焼肉館　勝 武雄町 楼門朝市(毎週日曜日7:00～9:30) 武雄町

宮崎薬局　武雄東部店 武雄町 ヘルシー武雄薬局 武雄町 またえもん 武雄町

（株）山茂電機 武雄町 すみれ美容室 武雄町 ふすま・障子　広渡表具店 武雄町

ファミリーショップおおたけ 武雄町 山崎鮮魚店 武雄町 たちばなや釣具店 武雄町

永尾商会 武雄町 メナード化粧品　武雄販社 武雄町 髪　オアシス　みつたけ 武雄町

Bag Shop 36（バッグショップサム） 武雄町 タケオベーカリー 武雄町 宮原米穀店 武雄町

36．（サム） 武雄町 焼肉どすこい 武雄町 シャディサラダ館　武雄町店 武雄町

メガネのヨネザワ　武雄店 武雄町 スーパーセンタートライアル　武雄富岡店 武雄町 武雄ふるかわ整骨院 武雄町

ふとんの丸正 武雄町 （株）恵比須堂 武雄町 豆善　武雄店 武雄町

前田美装工芸 武雄町 まさきふとん店 武雄町 ジーユー　武雄店 武雄町

カットサロンすぎはら 武雄町 ネッツトヨタ佐賀（株）　武雄店 武雄町 紳士服フタタ　武雄店 武雄町

ホームプラザナフコ　武雄店 武雄町 やまほう花店 武雄町 洋服の青山　アクロスプラザ武雄店 武雄町

土肥時計店 武雄町 喫茶と雑貨の店　中村屋 武雄町 和食処　大藤 武雄町

（有）武雄コンタクトレンズ 武雄町 カレーハウスCoCo壱番屋　佐賀武雄店 武雄町 カフェ・レストラン　パセリ 武雄町

やながわや 武雄町 想夫恋　武雄店 武雄町 （株）宮園電工　武雄営業所 武雄町

温泉タクシー（株） 武雄町 田栗酒店 武雄町 リオネットセンター武雄 武雄町

古賀時計店 武雄町 武雄ガス（株） 武雄町 日本旅行サービス（株）　ゆめタウン武雄（営） 武雄町

ホテル春慶屋 武雄町 French kitchen Premier（フレンチキッチンプルミエ） 武雄町 ㈲エガシラ石油　御船給油所 武雄町

ペンションピクニック 武雄町 シティコンタクト　武雄店 武雄町 株式会社　Aコープ九州　Aコープ川良店 武雄町

すし秀 武雄町 谷口眼科婦人科 武雄町 けーき工房・菓子の実 武雄町

中国料理八芳苑 武雄町 中島石油 武雄町 ㈲いけい花店 武雄町

ブリスにしやま　武雄店 武雄町 お好みランチ　三草二木 武雄町 馬渡商店 朝日町

山口醬油店 武雄町 美容室MORE 武雄町 ひだまりOKKO堂 朝日町

（有）あさひ薬局　駅南店 武雄町 ゆめタウン武雄 武雄町 武雄自動車学校 朝日町

（有）あさひ薬局　本店 武雄町 宮地ハム（株） 武雄町 鹿島機械工業（株）　武雄工場 朝日町

（有）あさひ薬局　内町店 武雄町 （株）友愛石油　武雄温泉駅前給油所 武雄町 （株）有明鈑金塗装 朝日町

モイスティーヌ武雄東サロン 武雄町 （医）敬和会　持田病院 武雄町 鉄板焼とん平 朝日町

たなかかまぼこ 武雄町 レディースファッション　ナチュラいわなが 武雄町 セブンイレブン　武雄朝日町店 朝日町

さつまラーメン　武雄店 武雄町 ゆめタウン　クラフトワン武雄店 武雄町 靴工房JUMBO　武雄店 朝日町

（株）ニトリ　武雄店 武雄町 京都伊三郎製ぱん　クラフトワン武雄店 武雄町 ドラッグストアモリ　武雄インター店 朝日町

シュープラザ　アクロスプラザ武雄店 武雄町 マルキョウ　武雄店 武雄町 荒川電化 朝日町

辻茶舗 武雄町 武雄温泉ハイツ 武雄町 ドラッグストアモリ　武雄朝日店 朝日町

旬魚旬彩　雅膳 武雄町 餃子会館 武雄町 ザ・ダイソー　メリーランド武雄店 朝日町

ケーズデンキ　武雄店 武雄町 貝原時計店 武雄町 メリーランドタケオボウル 朝日町

（有）三光電機 武雄町 Zチェーン　たけお屋 武雄町 メリッタKid's TAKEO 朝日町

使用期間　令和元年10月1日(火)～令和2年3月31日(火)まで



「武雄市プレミアム付商品券」が使えるお店

掲載用屋号 地域 掲載用屋号 地域 掲載用屋号 地域

使用期間　令和元年10月1日(火)～令和2年3月31日(火)まで

スーパードーム 朝日町 介護用品の夢現 北方町

大宅自動車 朝日町 笠原整体院ROCK 北方町

十徳や　武雄店 朝日町 温泉タクシー株式会社 北方町

えんぴつ館　ヤマサキ商事 朝日町 ホームセンターユートク北方店 北方町

AUTO SALON M's 橘　町 人形館ふじや武雄北方店 北方町

セブンイレブン　武雄橘町店 橘　町 とんかつきのや武雄北方店 北方町

セブンイレブン　武雄片白店 橘　町 ㈲エコー無線 北方町

なるせみそしょうゆ 橘　町 お食事処かみや 北方町

鈴山石油 橘　町 はしぐち自動車 北方町

江口健百貨店 武内町 川口精肉店 北方町

（有）アサヒ 武内町 シャディギフトいまふく 北方町

ヘアーサロン　イレブン 武内町 居酒屋だんだん 北方町

株式会社　Aコープ九州　Aコープ武内店 武内町 居酒屋NUFNUF 北方町

（有）岡村建設 西川登町 Yes北方給油所、Yes car smile 北方町

一ノ瀬電器商会 西川登町 料亭　松山 北方町

フレッシュショップ　エグチ 西川登町 メナードフェイシャルサロン武雄北方 北方町

西川登給油所　古川商店 西川登町 常楽軒 北方町

（有）原製茶園 西川登町 焼肉なかやま 北方町

新車市場　金岡石油 東川登町 焼肉レストランふちがみ 北方町

Beee+マルシェ&カフェ 東川登町 サニークリーニング 北方町

セブンイレブン　武雄東川登町店 東川登町 preppy project hair 北方町

あらかわ電器 東川登町 カワチノ電器 北方町

ヤマザキデイリーストアー　武雄川登店 東川登町 ダイレックス北方店 北方町

セブンイレブン　武雄若木インター店 若木町 Hair&Relaxation　Anges 北方町

中村呉服店 若木町 ときわ美容室 北方町

㈲エガシラ石油　三間坂給油所 山内町 佐賀ダイハツ販売株式会社　武雄店 北方町

たしろ美容室 山内町

㈲山下百貨店 山内町

前田酒店 山内町

トラットリヤ　ミマサカ 山内町

長井自動車整備工場 山内町

お茶の嬉野園 山内町

ワイズ美容室 山内町

生活応援　スマイル 山内町

平山畳店 山内町

葉っぱ小屋 山内町

下自動車 山内町

田中自動車 山内町

㈱コメリ　ハード＆グリーン山内店 山内町

zakka　カーテン　madobe 山内町

クリエイトシーン ケンタロウ/ごむの木美容室 山内町

山ん堂 山内町

株式会社　Aコープ九州　Aコープ山内店 山内町

セブンイレブン　武雄北方町店 北方町

ドラッグコスモス　武雄北方店 北方町

溝上薬局　北方店 北方町

（株）エネサンス九州　武雄営業所 北方町

眼鏡市場　武雄店 北方町

ファッションハウス　リマ　北方店 北方町

北方温泉　四季の里　七彩の湯 北方町


