
令和2年12月1日現在 213店舗

地　区 店舗名・事業所名 業　　種 地　区 店舗名・事業所名 業　　種 地　区 店舗名・事業所名 業　　種

東　分 朝日化学クリーニング　 1 北　分 石井自動車 自動車販売・修理 77 絵　堂 ㈲絵堂車輌センター 自動車販売・修理 153

81 ザ・ビック美祢店　 2 6 一休　 飲食店 78 綾　木 ふじもと動物病院 動物病院 154

サンマート美祢店　 〃 3 雁飛荘　 宴　会 79 大　田 上田石油 ガソリンスタンド 155

アッシュ美容室 美容院 4 和屋　 飲食店 80 19 オカタケ商店 食料品 156

グループホーム　ありがとう 介護サービス 5 ㈲藤田電器商会 重安店 家電製品 81 ㈲オートセンター美祢 自動車修理鈑金塗装 157

デイサービスセンター　ありがとう 〃 6 給食仕出しセンターまるは　 弁当・仕出し 82 ㈲おしゃれの店　わたい 呉服・洋装・化粧品・インテリア 158

㈲伊藤ふとん店 寝具・カーテン・内装 7 西　分 ㈲大橋飲料商会 冷凍食品・乳製品 83 クスリ岩崎チェーン 美東店 ドラッグストア 159

クスリ岩崎チェーン 美祢店 ドラッグストア 8 3 カフェギャルリ　とりのこ 一般食堂 84 ショッピングセンター サイサイみとう スーパー 160

内海洋装店 衣料品・化粧品 9 ㈲村岡食品　 弁当・仕出し 85 末永木工 建　築 161

エディオン 美祢店　㈲白井電機 家電製品 10 奥　分 おおみねでんき 家電製品 86 ㈲田中工作所 自動車修理・車検 162

おかふく 飲食店 11 3 ぽんぽこの里　 飲食店・野菜直売 87 ㈲パナックかわもと 家電製品・リフォーム工事 163

㈲小田工務店 土木・建築 12 藤井乳業 牛　乳 88 ホームプラザ　ナフコ美東店 ホームセンター 164

㈲華月エンジニアリング 住宅設備機器 13 伊　佐 串焼き居酒屋　厚狭川　 飲食店 89 道の駅みとう　交流館 土産・特産品 165

㈱河村商店 美祢給油所 石油ガス類 14 25 ㈱美祢建材店 住宅設備関連商品販売・施工 90 美東薬局 薬・雑貨・化粧品 166

ディスカウントドラッグ　コスモス 美祢店 ドラッグストア 15 Lady's＆Kimono　ITO‐いとう 婦人服・洋品・呉服 91 豊自工 自動車販売・修理 167

ダイレックス美祢店 ディスカウントショップ 16 伊藤書店 書籍・事務用品・化粧品 92 洋品・ギフト　よしや 衣料品 168

㈲コンドー文具 事務機器・事務用品 17 ㈲岡藤呉服店 呉服・衣料品 93 ㈱美東特産品センター 小売業 169

竹筒庵(美祢グランドホテル内)　 飲食店 18 ㈲梶岡牧場(バーベキューハウスファイヤーヒル) 飲食・商品 94 秋　吉 介護用品・リラクゼーション　狼煙 介護用品・リラクゼーション 170

サンマート 美祢店 スーパー 19 カーワールドエンドレス 自動車販売・修理 95 たまりばえい太　 飲食店 171

新谷理容室 理　容 20 共立印刷所 印　刷 96 Ｈime 姫 飲食店 172

すえどみ事務所(司法書士・行政書士・土地家屋調査士） 司法・行政書士、土地家屋調査士 21 ㈲小竹 ＬＰガス・給湯器 97 朝日化学　サイサイみとう店 クリーニング 173

セピア美容室 美容院 22 コンパル21 家電製品 98 秋　吉 TRIP BASE COCONEEL 宿泊・飲食 174

セブン理容室 理　容 23 斉藤製菓 菓子製造 99 25 アサヒ美容院 美容院 175

Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＳＯＬＥＩＬ（ザ・ビッグ店内） パン・菓子 24 篠田薬局 一般医薬品・日用品 100 ㈲安富屋 飲食・小売業 176

㈱だいわ ガソリンスタンド 25 ㈱篠原商店 伊佐西ＳＳ ガソリンスタンド 101 お好み亭　ごとう　 食堂(お好み焼、定食他） 177

㈲内藤建材店 建築資材 26 ジャンプ　シモサカ 家電製品 102 ㈱河村商店 秋芳洞給油所 石油ガス類 178

プラス・ワン美祢 婦人服・装飾品 27 ヤナイ洋品店 洋品・雑貨 103 コメリハード＆グリーン秋芳店 ホームセンター 179

ホームプラザ　ナフコ美祢店 ホームセンター 28 美祢スバル㈲ 自動車販売・修理 104 サイトウ電気工事店 電気工事 180

ヘアースペース　パッション美容室 美容院 29 太伸商事㈲ 文具・事務機器 105 ㈲秋芳タクシー タクシー 181

Peace 理　容 30 焼肉　太平楽 飲食店 106 秋芳花園 花植木販売 182

マックスバリュ西日本㈱美祢店 スーパー 31 ナイスゴルフガーデン ゴルフ練習場 107 ㈲竹中商店 ガソリンスタンド・金物建材 183

ひろなカフェ　 カフェ・一般食堂 32 ㈲野原建材店 建築資材 108 ナカシマ時計店 時計・メガネ・宝石 184

深川写真店 写真撮影 33 ㈲平和電業社 建設・電気工事 109 ㈲配川石油店 秋芳洞ＳＳ ガソリンスタンド 185

ふくちゃん　 飲食店 34 ㈲アグリプラン　美祢ブルーベリーガーデン 観光農園（加工品・野菜） 110 ㈲早川商会　秋吉営業所 金物・建材 186

㈲冨士商会 二輪・四輪修理販売 35 ㈲三好石油店 ガソリンスタンド 111 ㈱原田モータース 自動車販売・修理 187

㈲藤田電器商会 美祢店 家電製品 36 Ｙショップ美祢伊佐店 コンビニ 112 風来工房 建　築 188

㈲冨士宝石 貴金属 37 やどまる美祢 宿泊 113 フローラ洋菓子店 洋菓子製造販売 189

ぶち酔い亭　 飲食店 38 豊田前 Ｙショップ豊田前店(㈲木村商店) 酒・タバコ・食料品 114 ㈲堀商店 飲食料品・仕出し 190

㈱佛光堂　美祢総本店 仏壇・仏具 39 3 Ｙショップひまわり コンビニ 115 ポプラ　秋吉店 コンビニ 191

前田延命堂薬局 薬品・化粧品・雑貨 40 於　福 セントラルパークゴルフ倶楽部 ゴルフ場 116 木工房　樹の助 建具・家具 192

ウエスタまるき 美祢店 スーパー 41 於　福 朝日館　 食　堂 117 ギフト明治屋 ギフト商品 193

美祢グランドホテル ホテル・飲食 42 12 秋吉ファームガーデン　ブルーベリーハウス 飲食店・加工品 118 吉野モータース 二輪・自動車販売・整備 194

美祢構内タクシー㈱ タクシー 43 ㈲飯田石油 ガソリンスタンド 119 ＨＡＩＲ　Ｒｅｖｅ 美容院 195

㈱美祢小型自動車商会 自動車販売・修理 44 クラブプラチナム 健康用品 120 嘉　万 杉山工務店 建　設 196

美祢整骨院 整骨院 45 クラフト・ナカシマ 木工芸品 121 ラルゴ レストラン 197

美祢第一交通㈲ タクシー 46 竹原呉服店 総合衣料 122 嘉　万 朝日化学　本店 クリーニング 198

味楽庵　 飲食店 47 ㈲徳並石材店 石材製品・墓石 123 嘉　万 泉石油㈲ ガソリンスタンド 199

メガネのむねまさ メガネ・時計・補聴器 48 星野板金工作所 板　金 124 9 ㈲佐伯電機　エディオン 秋芳店 家電製品 200

もみの木 マッサージ 49 保美商会 自動車販売・修理 125 五嶋商店 食料品・酒・タバコ 201

ドラッグストア モリ 美祢店 ドラッグストア 50 道の駅　おふく　 レストラン・特産品 126 ㈲秋芳ガスセンター プロパンガス・器具販売 202

山根精肉店 精肉店 51 レストランせきギャラリー レストラン 127 NOEVIR美祢秋芳販社 化粧品 203

㈱ユウエイ 住宅・リフォーム 52 ログキッチン　ぷらすわん　 レストラン 128 ㈲早川商会　本店 金物、建材 204

㈱よしの 木材・建材 53 厚　保 農業組合法人　深土 農　業 129 ㈲福嶋屋 衣料品・化粧品 205

酒　よしの 酒類・タバコ 54 4 ムラカワ建具店 建具・家具・サッシ 130 リビングショップ　やすどみ シューズ・ギフト・文具 206

グルーミングハウス　ランディー ペットサロン 55 吉村物産㈱ 水道・土木 131 別　府 いちまる食堂　 一般食堂・仕出し 207

ルパン　 飲食店 56 吉村物産(株)デイリーヤマザキ美祢あつ店 コンビニ 132 別　府 アトム電器美祢店　㈲林電気 家電製品 208

㈲滝口自動車修理工場 自動車整備 57 真　名 味あい　 和風飲食店 133 6 ㈲清水農機 農業機械販売 209

RED KING BURGER ファーストフード全般 58 6 装の店　三和・癒しのサロンなごみ 呉服・洋品・寝具 134 ㈱ジオパワーシステム 建設・リフォーム 210

ぶす娘　 飲食店 59 ㈲配川石油店 秋吉台南ＳＳ ガソリンスタンド 135 仕出しのはらだ　 飲食店 211

スナック　ロータリー　 一般食堂 60 ヒーリングリンパケア　あめのちはれ リンパケア 136 Yショップばんだい店 食料・雑貨・石油 212

やきとり　ゆう　 飲食店 61 お食事処　山村　 一般食堂 137 Ohmine Shuzou 日本酒 213

美容室COCORO 美容室 62 天宿の杜　桂月 宿　泊 138 岩　永 ㈱秋芳石材 石　材 214

古民家ゲストハウス　ひまわり　 宿泊・飲食 63 赤 秋吉台サファリランド 動物園・レストラン 139 3 高山産業㈱ 建設・リフォーム 215

㈲池田被服 衣料品・学生服 64 6 大正洞　清風苑 一般食堂・土産品 140 中嶋設備㈱ 住宅設備 216

手打ちうどん　よしの　 飲食店 65 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ Ｋｕｒａ パ　ン 141 217

㈱環健 浄水器リース・販売 66 ほっとビレッジ美東 食事・宿泊 142 218

一寸料理　圭　 飲食店 67 キッチン景清トロン亭　 飲食店 143 219

セカンドステージ タイヤ販売・修理 仕出し　かつらぎ 仕出し

ラウンジシャトーＲ　 一般食堂

㈲二井 水道工事・婦人服・小物

ゆみ美容室 美容院

落武者　 飲食店 68 144 220

㈲フラワーギフト　スギモト 生　花 69 145

ヘアーサロン高橋 理　容 70 146

松鶴園 飲食店 71 147

末永写真館 写真・カメラ　撮影・販売 72 148

シルクプロカラー 写真・カメラ　撮影・販売

寿司・割烹　静 飲食店 73 149

山美 飲食店 74 150

メガネ＆ジュエリーミチコ メガネ・貴金属

カフェレストラン　ノンノ 一般食堂

クリーニング

応援みね!!!「プラス3・プレミアム商品券」／ 市内取扱加盟店

（地区・店舗については順不同）　

取扱い加盟店

随時、募集


