【ジャンル 大型店】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券使えるお店一覧
ジャンル

事業所名

【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
大型店では、共通券のみご利用できます。

主な取扱商品

所在地

電話

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

オートバックス太宰府大佐野店

車検・カー用品のご用命はぜひ当店へ！

太宰府市大佐野2-12-12

092-928-8442

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

イエローハット太宰府通古賀店

タイヤ・車検

太宰府市通古賀5‐15‐24

092-918-3550

13.装う(衣料品・雑貨小物)

シューズ愛ランド太宰府店

靴専門店

太宰府市向佐野3-1-35

092-920-7302

13.装う(衣料品・雑貨小物)

洋服の青山太宰府大佐野店

紳士服 スーツ

太宰府市大佐野1-4-5

092-928-4836

13.装う(衣料品・雑貨小物)

ユニクロ 太宰府店

親切丁寧なスタッフがお待ちしております！

太宰府市大佐野2-16-1

092-918-3270

18.医療(医療関係)

サンドラッグ太宰府大佐野店

ドラッグストア

太宰府市大佐野5-15-1

092-918-0120

4.食べる（販売）食品販売

にしてつストアレガネット太宰府店

食品日用品

太宰府市五条2-22-7

092-925-2751

4.食べる（販売）食品販売

ジョイント太宰府店

スーパーマーケット

太宰府市五条2-3-18

092-925-9840

4.食べる（販売）食品販売

マルキョウ 水城店

食料品販売

太宰府市水城3-8-1

092-929-0548

7.暮らし(物品販売)

(株)大賀薬局都府楼南店

ドラッグストア地域密着。健康と美容をサポートします!

太宰府市都府楼南2-19-26

092-922-5050

7.暮らし(物品販売)

ドラッグストアモリ水城店

ドラッグストア

太宰府市水城3-5-34

092-925-3560

7.暮らし(物品販売)

TSUTAYA AVクラブ 太宰府店

レンタル・本・文具雑貨・CD・ゲーム販売

太宰府市通古賀4-1-40

092-928-3566

7.暮らし(物品販売)

ドラッグコスモス大佐野店

ドラックストア365日毎日安い！

太宰府市大佐野3-12-12

092-918-7611

7.暮らし(物品販売)

(株)大賀薬局五条店

市販薬健康食品化粧品雑貨

太宰府市五条3-2-20

092-929-0505

7.暮らし(物品販売)

ドラッグ新生堂五条店

市販薬健康食品化粧品雑貨

太宰府市五条3-4-43

092-918-8822

7.暮らし(物品販売)

ドラッグコスモス水城店

市販薬健康食品化粧品雑貨365日毎日安い。

太宰府市水城2-9-1

092-918-7725

7.暮らし(物品販売)

グッデイ太宰府店

住まいと暮らしに関する商品取扱中！

太宰府市高雄1-3672

092-923-5171

9.暮らし(家電・家具)

中村家具 太宰府店

家具

太宰府市梅香苑1-20-1

092-921-5555

9.暮らし(家電・家具)

ベスト電器アウトレット太宰府店

家電製品

太宰府市朱雀1-4-8

092-921-3711
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1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 梅田屋 椎木酒店

日本酒 焼酎

太宰府市宰府3-3-30

092-922-4004

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 ベストマートとふろう店

食品焼きたてパンと手づくりおにぎり＆弁当のあるコンビニです

太宰府市観世音寺1-29-1

092-922-3175

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 ローソン太宰府五条二丁目店

食品

太宰府市五条2-4-18

092-555-2188

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 ローソン太宰府天満宮前店

コンビニエンスストア食品他

太宰府市宰府1-14-22

092-929-5048

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 ローソン太宰府吉松三丁目店

食品日用品コンビニエンスストア

太宰府市吉松3-21-1

092-924-1809

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 セブンイレブン太宰府坂本店

食料品雑貨コンビニエンスストア

太宰府市坂本2-2-17

092-921-5007

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 セブンイレブン太宰府水城店

食料品、雑貨、コンビニエンスストア

太宰府市水城1-22-1

092-921-6188

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 酒ショップ宮下

ワインの取扱い店 日本酒 八女の繁枡

太宰府市通古賀3-16-3

092-923-4849

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 セブンイレブン太宰府大佐野店

コンビニエンスストア 食品 雑貨

太宰府市大佐野2-9-15

092-923-8501

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 セブンイレブン太宰府吉松店

コンビニ

太宰府市吉松2-10-18

092-924-7143

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 セブンイレブン太宰府国分店

コンビニ

太宰府市国分1-13-35

092-922-7181

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 ミニストップ太宰府坂本店

コンビニ

太宰府市坂本2-9-8

092-921-5211

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 セブンイレブン太宰府向佐野４丁目店

コンビニエンスストア

太宰府市向佐野4-1-3

092-921-2820

1.食べる（販売）コンビニエンスストア・酒 ローソン太宰府宰府一丁目店

コンビニ

太宰府市宰府1-4-38

092-921-1900

太宰府市宰府4-7-33

092-922-4108

太宰府市宰府4-6-15

092-922-4064

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

中神茶屋

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

寺田屋

梅ヶ枝餅お食事処各種土産品
梅ヶ枝餅各種梅製品
梅ヶ枝餅と梅製品のお店です。天気の良い日はお庭の席で食べていただけます。

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

茶房 きくち

梅ヶ枝餅・喫茶

太宰府市宰府2-7-28

092-923-3792

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

(有)萬屋

梅ヶ枝餅、土産品取り扱っております。

太宰府市宰府2-6-11

092-922-4155

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

甘木屋

梅が枝餅・焼き栗の販売と喫茶を営業しています

太宰府市宰府2-7-34

092-922-4012

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

かのや

梅ヶ枝餅茶梅が枝餅と創作料理のお店です

太宰府市宰府4-6-17

092-922-5410

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

梅ヶ枝餅 やす武本店

梅ヶ枝餅

太宰府市宰府2-7-16

092-922-5079

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

松屋 喫茶 維新の庵

梅ヶ枝餅緑のお庭で梅ヶ枝餅とお茶を！！

太宰府市宰府2-6-12

092-922-6125

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

かくだ商店

梅ヶ枝餅

太宰府市宰府3-2-65

092-922-4059
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2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

(有)天満屋

梅ヶ枝餅のお店です

太宰府市宰府3-2-63

092-922-4173

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

(有)小野筑紫堂

日本庭園を眺めながら癒しの一時をどうぞ

太宰府市宰府2-7-22

092-922-4210

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

市川ショップ

ソフトクリームやかき氷のお店です

太宰府市宰府2-7-13

092-922-6182

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

梅園

和菓子太宰府天満宮参道にある和菓子店です

太宰府市宰府2-6-16

092-922-4058

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

宰府 まめや

豆菓子販売

太宰府市宰府2-6-15

092-925-0181

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

Bakery＋Cafe30㏄

ベーカリー＆スイーツ焼きたてパンを販売中。食パンは予約がオススメ！！

太宰府市北谷864-2

092-400-4008

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

かさの家

梅ヶ枝餅

太宰府市宰府2-7-24

092-922-1010

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

飛梅堂

梅ヶ枝餅

太宰府市宰府3-7-48

092-922-6751

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

白梅堂

太宰府天満宮の参道にあるカステラ屋です

太宰府市宰府3-2-62-1Ｆ

092-918-8800

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

小山田茶店

梅ヶ枝餅お食事処梅ヶ枝餅は焼きたてをお出ししています。

太宰府市宰府4-7-31

092-922-4175

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

ブーランジェリー・カジハラ

パン手作りジャムオリーブオイル紅茶

太宰府市宰都2-5-1

092-986-3075

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

フランス菓子 ジャン・ドゥ

太宰府を代表するフランス菓子店です！

太宰府市通古賀3-4-26

092-928-0505

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

太宰府参道 天山

太宰府の参道にある和菓子屋です。

太宰府市宰府2-7-12

092-918-2230

2.食べる（販売）パン・梅が枝餅・和洋菓子

＆Ｍｙｕｕ（ショコロブ太宰府）

パンケーキメニューも加わりリニューアル

太宰府市宰府2-4-8

092-688-0503

3.食べる（販売）生鮮食品

新鮮野菜と果物のお店 うきは屋

野菜、青果

太宰府市坂本1-1-16大町ビル1F 092-555-5630

3.食べる（販売）生鮮食品

(有)有岡食料品店

野菜、果物、加工品等おいしい果物・野菜等販売してます

太宰府市宰府2-8-17

092-922-4002

3.食べる（販売）生鮮食品

河野フルーツ

青果

太宰府市向佐野1-12-11

092-925-5962

3.食べる（販売）生鮮食品

上村鮮魚店

鮮魚

太宰府市宰府1-7-19

092-922-4165

3.食べる（販売）生鮮食品

(有)平田鮮魚店

新鮮な魚介類を販売しています

太宰府市宰府3-1-17

092-922-4061

4.食べる（販売）食品販売

Yuzu Premium Japan

ゆずに特化した専門店です。ゆずの調味料や菓子、テイクアウトドリンクを販売しています。 太宰府市宰府2-5-1

092-924-3931

4.食べる（販売）食品販売

ひろしょう太宰府店

国産原料だけにこだわった辛子明太子、1件につき3240円で送料無料!!

太宰府市宰府3-2-65

092-928-5100

4.食べる（販売）食品販売

福太郎太宰府店

めんたいこめんべい等テイクアウトの焼きおにぎりが人気です。

太宰府市宰府1-14-28

092-924-0088

4.食べる（販売）食品販売

緑水茶房

八女の星野村から届く八女茶を販売

太宰府市通古賀3-16-11

092-928-0666
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4.食べる（販売）食品販売

ふくや太宰府店

明太子販売、飲食の明太茶漬けも人気!

太宰府市宰府3-2-47

092-929-2981

4.食べる（販売）食品販売

おいしそうざいwao

ちゃんこ鍋、もつ鍋

太宰府市通古賀5-14-22

092-924-1972

4.食べる（販売）食品販売

～黒豆専門店～太宰府焙煎堂

黒豆茶、甘納豆、珈琲、お土産ギフトに!!

太宰府市宰府3-3-33

092-922-3338

4.食べる（販売）食品販売

とびうめランチ

太宰府市のお弁当屋です。日替わり弁当を毎日作っています。

太宰府市五条2-2-32

092-924-3654

4.食べる（販売）食品販売

風雅太宰府店 （株）風雅

海苔菓子「風雅巻き」他、加工海苔、ふりかけ、佃煮他の小売販売

太宰府市大佐野5-13-30

092-918-4141

4.食べる（販売）食品販売

三十三茶屋

八女茶茶菓子茶器・茶道具店内喫茶奥八女星野の緑茶、茶道具等の取扱店です。

太宰府市観世音寺2-1-1

092-923-5511

4.食べる（販売）食品販売

(株)水城製粉

粉

太宰府市宰府2-9-1

092-922-4143

4.食べる（販売）食品販売

辛子明太子のやまやです。
太宰府市役所の地下にあります。

太宰府市宰府3-1-1
太宰府市観世音寺1-1-1
市役所地下１階

092-918-5085

4.食べる（販売）食品販売

やまや太宰府店
ＮＰＯ太宰府障害者団体協議会
（あす・ラック売店）

4.食べる（販売）食品販売

えとや（五条店）

梅ひじき海産物・珍味梅の実ひじきをはじめ、海産物や珍味などの商品を取り揃えています。

太宰府市五条2-6-31

092-555-3342

4.食べる（販売）食品販売

えとや（宰府店）

梅ひじき海産物・珍味梅の実ひじきをはじめ、海産物、珍味など取り揃えています。

太宰府市宰府2-8-8

092-918-1100

4.食べる（販売）食品販売

えとや（参道店）

梅ひじき海産物・珍味梅の実ひじきをはじめ、えとやの人気商品を取り揃えています。

太宰府市宰府3-2-64

092-921-1205

4.食べる（販売）食品販売

轟米穀店

福岡県産のお米（元気つくし、夢つくし）

太宰府市通古賀6-9-7

092-924-3854

4.食べる（販売）食品販売

太宰府安武（牛乳）販売店

牛乳 米 灯油

太宰府市石坂2-7-26

092-922-6390

4.食べる（販売）食品販売

柳瀬園茶舗

茶舗美味しいお茶を安く

太宰府市宰府2-8-20

092-922-4341

4.食べる（販売）食品販売

太宰府珈琲

新鮮な珈琲豆、美味しいですよ！！

太宰府市吉松4-3-11

070-8522-6058

4.食べる（販売）食品販売

仁若屋

明太子等を販売しているお店です。

太宰府市宰府3-2-45

092-922-4505

4.食べる（販売）食品販売

太宰府せんべい

手造りおかきの専門店です。

太宰府市宰府3-1-20

092-921-9008

4.食べる（販売）食品販売

太宰府茶和々

抹茶の専門店です。

太宰府市宰府1-14-27

092-710-2510

4.食べる（販売）食品販売

感謝堂

胡麻だんご、胡麻田のごまずし、弁当

092-929-1073

5.食べる（販売）その他

太宰府通りゃんせ宮のとまり

福岡の名菓を販売しているお土産店です！

太宰府市国分1-12-30
太宰府市宰府1-12-8
太宰府駐車センター内

092-925-8899

092-922-1107

【ジャンル 食べる（飲食店）】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。

ジャンル

主な取扱商品

事業所名

所在地

電話

6.食べる（飲食店）飲食店

照星館

太宰府天満宮神苑内の梅ヶ枝餅と飲食のお店です。

太宰府市宰府4-7-37

092-922-4068

6.食べる（飲食店）飲食店

酒と飯 マツタニ製作所

旬の食材中心の大人の居酒屋。活イカも。

太宰府市五条4-3-38-１Ｆ

092-925-6676

6.食べる（飲食店）飲食店

お散歩カフェOPPO

自宅改装のゆったりカフェ。犬同伴OK。ランチ中心。

太宰府市通古賀1-4-1

090-8394-6562

6.食べる（飲食店）飲食店

カレーとケーキの店さら

季節の食材と手作りにこだわったお店です

太宰府市内山376-10

092-921-2774

6.食べる（飲食店）飲食店

宴屋 う免

美味しいお酒とお料理でお待ちしてます！

太宰府市五条1-18-2

092-921-8101

6.食べる（飲食店）飲食店

すし寅

海鮮寿司

太宰府市五条4-4-31

092-924-5385

6.食べる（飲食店）飲食店

ビストロでんでんむし

パスタピザパエリア海鮮パエリアとお肉料理がおすすめです！

太宰府市坂本1-4-22

092-982-4840

6.食べる（飲食店）飲食店

博多ラーメン屋 一十

ラーメン

太宰府市朱雀6-5-17

092-929-0015

6.食べる（飲食店）飲食店

和牛焼肉ばっされ

畜肉（焼肉・ステーキ他）平日、食べ放題やっています。要予約。1日7名限定

太宰府市朱雀1-1-13-1F

092-928-8902

6.食べる（飲食店）飲食店

和み 翔梅

居酒屋

太宰府市五条4-3-43

092-924-6904

6.食べる（飲食店）飲食店

縁結び食堂 なみ満

古民家を利用した落ちついたお店です。

太宰府市宰府3-2-55

092-919-6733

6.食べる（飲食店）飲食店

居酒屋 山ちゃん

焼き鳥居酒屋

太宰府市五条3-1-21

092-922-8163

6.食べる（飲食店）飲食店

まん月堂

九州の美味しいを集めた味自慢のお店！

太宰府市宰府3-4-16

092-922-4129

6.食べる（飲食店）飲食店

和食ビストロ 橙橙

懐石料理

太宰府市大佐野2-10-20

092-400-3804

6.食べる（飲食店）飲食店

ｃａｆｅ ｃｏｃｃｏｌｏ

イタリアンのお店。ギフトセット5％OFF！

太宰府市宰府3-3-2

092-982-6847

6.食べる（飲食店）飲食店

寿し栄

寿司屋

太宰府市宰府3-3-6

092-922-3089

6.食べる（飲食店）飲食店

お石茶屋

梅ヶ枝餅

太宰府市宰府4-7-43

092-922-4045

6.食べる（飲食店）飲食店

つどい処ながの屋

居酒屋

太宰府市通古賀3-9-10

092-929-1686

6.食べる（飲食店）飲食店

モンスターチキン

テレビでもおなじみのモンスターチキンです。自慢のラーメンもぜひ！

太宰府市向佐野4-8-1

092-555-7577

【ジャンル 食べる（飲食店）】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。

ジャンル

主な取扱商品

事業所名

所在地

電話

6.食べる（飲食店）飲食店

Kingberry あまおうチーズケーキファクトリー

あまおうチーズケーキ専門店です。

太宰府市宰府2-7-29

092-710-3911

6.食べる（飲食店）飲食店

太宰府茶房うさぎ

野菜たっぷりヘルシーランチ

太宰府市観世音寺1-8-32

092-928-1039

6.食べる（飲食店）飲食店

Sambo Café

こだわりのパンケーキは味もインパクトも◎

太宰府市宰府1-4-30

092-555-2710

6.食べる（飲食店）飲食店

酒殿屋

滝の庭園のある食事処です。梅ケ枝餅、抹茶セットも店内でお召し上り頂けます。 太宰府市宰府3-2-40

092-922-5992

6.食べる（飲食店）飲食店

松島茶店

梅ヶ枝餅 食事

太宰府市宰府4-13-1

092-922-4006

6.食べる（飲食店）飲食店

連歌屋珈琲

スペシャリティ珈琲使用の隠れ家Cafeです！

太宰府市宰府3-3-18

090-9606-2948

6.食べる（飲食店）飲食店

大樟館

勝負池のほとりにある茶店です。ごゆるりとご休憩いただけます。

太宰府市宰府4-7-11

092-922-5112

6.食べる（飲食店）飲食店

カフェさくら館

喫茶、軽食

太宰府市宰府3-1-19

092-922-4425

6.食べる（飲食店）飲食店

大ばけ小ばけ

居酒屋お弁当デリバリー

太宰府市五条2-2-33

092-929-4556

6.食べる（飲食店）飲食店

馬場商店

梅々枝餅

太宰府市宰府1-11-10

092-922-4171

6.食べる（飲食店）飲食店

café si

カフェシリコーン雑貨

太宰府市内山636

092-555-2338

6.食べる（飲食店）飲食店

たこ焼きいさ美

たこ焼き焼きそばディッピンドッツアイスクリーム

太宰府市宰府1-11-13

090-5474-5492

6.食べる（飲食店）飲食店

ノエルの樹

洋食・パフェ

太宰府市石坂1-2-24

092-929-0183

6.食べる（飲食店）飲食店

笠乃家

梅ヶ枝餅飲食

太宰府市宰府3-2-41

092-922-5582

6.食べる（飲食店）飲食店

ギャラリーかさの家

おみやげ品飲食

太宰府市宰府2-7-24

092-922-7110

6.食べる（飲食店）飲食店

コーヒーマコ

喫茶食事

太宰府市観世音寺5-1-25

092-924-4987

6.食べる（飲食店）飲食店

café 太宰府草の家

太宰府市国分3-21-29

092-516-3650

6.食べる（飲食店）飲食店

カフェ観音

チェコ料理などが楽しめるカフェです。看板犬2頭がお待ちしています。
喫茶創作料理
お一人でもゆっくりとご利用いただけるカフェです。
だざいふペイご利用の方は次回使えるクーポン券差し上げます。

太宰府市観世音寺1-8-1

092-921-0305

6.食べる（飲食店）飲食店

OPOL(オポロ）

https://opol.jp

太宰府市五条2-4-5

092-518-4463

【ジャンル 食べる（飲食店）】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。

ジャンル

主な取扱商品

事業所名

所在地

電話

6.食べる（飲食店）飲食店

風見鶏

珈琲ケーキサンドウィッチ等

太宰府市宰府3-1-23

092-928-8685

6.食べる（飲食店）飲食店

(有)うぐいす茶屋

梅ヶ枝餅お食事

太宰府市宰府4-7-13

092-922-4120

6.食べる（飲食店）飲食店

亜李蘭別邸太宰府店

焼肉

太宰府市大佐野1-1-4

092-924-1129

6.食べる（飲食店）飲食店

萩野屋

うどん そば 丼

太宰府市宰府2-6-2

092-922-9359

6.食べる（飲食店）飲食店

焼肉ぽじゃぎ

黒毛和牛の旨味をご堪能ください

太宰府市大佐野5-13-1

092-921-6639

6.食べる（飲食店）飲食店

カフェレストラン 人と木

ハンバーグステーキとアップルパイ

太宰府市内山609-9

092-929-6639

6.食べる（飲食店）飲食店

山本のハンバーグ太宰府店

ハンバーグ

太宰府市大佐野3-11-12

092-710-1663

6.食べる（飲食店）飲食店

寿し満

寿し出前も致しております。よろしくお願いします。

太宰府市通古賀3-9-7

092-925-8558

6.食べる（飲食店）飲食店

そば処 一耕

石臼碾き自家製粉十割そばを提供しています。

太宰府市観世音寺1-7-6

092-925-7565

6.食べる（飲食店）飲食店

とふろうグリル

ハンバーグ太宰府市長賞受賞梅五勝の販売を始めました

太宰府市通古賀3-9-7

092-923-6063

6.食べる（飲食店）飲食店

COFFEE LANTERN

スペシャルティコーヒー専門店です。焼きたてのお豆やドリンク、焼菓子ご準備しています。 太宰府市国分3-17-2

070-7773-1315

6.食べる（飲食店）飲食店

飯屋 いの吉

鮮魚店と飲食店とで営業しています。鮮度抜群

太宰府市宰府2-1-16

092-922-7070

6.食べる（飲食店）飲食店

梅のくら

うどんそば

太宰府市宰府2-6-1

092-921-2203

6.食べる（飲食店）飲食店

揚げたて天ぷら はまだ

定休日は木曜日です。お持ち帰りもやってます。

太宰府市坂本2-1-1-101

092-922-5825

6.食べる（飲食店）飲食店

チーズケーキ研究所

チーズケーキ

太宰府市宰府2-8-33

092-408-9627

6.食べる（飲食店）飲食店

長浜ラーメン小太郎

長浜ラーメン焼き鳥アルコール

太宰府市国分3-1-38

092-922-9896

6.食べる（飲食店）飲食店

みんなのとり衛門

味自慢の焼き鳥店です

太宰府市五条2-6-29

092-408-5275

6.食べる（飲食店）飲食店

旭川らあ麺 らあ麺亭 笑和

ラーメン居酒屋メニュー飲めます！居酒屋メニューも豊富ですよ！

太宰府市五条2-5-7

092-923-9171

6.食べる（飲食店）飲食店

てのごい家

土産品てのごい和雑貨

太宰府市宰府2-7-26

092-922-1035

【ジャンル 食べる（飲食店）】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。

ジャンル

主な取扱商品

事業所名

所在地

電話

6.食べる（飲食店）飲食店

水城らあ麺

お得なセットメニューあります

太宰府市水城3-4-24

092-921-0158

6.食べる（飲食店）飲食店

芳々亭 太宰府本店

厳選した生ホルモンを使用したもつ鍋専門店

太宰府市宰府3-2-64

092-710-1100

6.食べる（飲食店）飲食店

焼き鳥 不知火

1997年創業。炭火焼にこだわった店です。SBホークス応援店です。

太宰府市五条4-3-43

092-922-6171

6.食べる（飲食店）飲食店

梅の花 太宰府別荘自然庵

日本料理豆腐料理専門店

太宰府市宰府4-4-41

092-928-7787

6.食べる（飲食店）飲食店

Ｍａｍａキッチン太宰府

お肉屋さんのホットドッグ店です。

太宰府市宰府2-6-16

092-923-9299

6.食べる（飲食店）飲食店

マメロッシュTakata

喫茶からだに優しいイタリア料理のお店です。

太宰府市吉松2-8-17

092-408-5771

6.食べる（飲食店）飲食店

うまかもん市場 博多 武蔵

激盛り焼きそばが売りのお店です！！ぜひチャレンジして下さい！！

太宰府市五条4-1-24

092-925-1515

6.食べる（飲食店）飲食店

スナック ひかり

スナック

太宰府市五条2-2-32

092-918-2255

6.食べる（飲食店）飲食店

花留談

スナック、喫茶

太宰府市国分1-5-35

092-922-9775

6.食べる（飲食店）飲食店

3℃ café

喫茶

太宰府市宰府4-6-16

092-408-3222

6.食べる（飲食店）飲食店

プリュネ

喫茶

太宰府市五条2-18-45

092-921-7717

6.食べる（飲食店）飲食店

よっと～と

居酒屋

太宰府市五条2-18-16

092-918-2008

6.食べる（飲食店）飲食店

楽笑

和食

太宰府市観世音寺1-16-31

092-555-5941

6.食べる（飲食店）飲食店

Sparks

紳士服 カフェとバーもやってます。だざいふペイご利用の方はドリンク1杯無料！ 太宰府市五条3-6-45-1Ｆ

092-928-5241

6.食べる（飲食店）飲食店

ViTO 太宰府天満宮表参道店

ジェラート

太宰府市宰府4-6-16

092-408-3222

6.食べる（飲食店）飲食店

ROYAL ASIAN RESTURANT&BAR

アジアンレストラン＆バー（カレー、ナン他）

太宰府市五条4-1-24-103

092-929-5564

6.食べる（飲食店）飲食店

ゆず庵 太宰府大佐野店

お寿司としゃぶしゃぶの食べ放題です。

太宰府市大佐野1-5-10

092-408-7290

6.食べる（飲食店）飲食店

丸源ラーメン 太宰府大佐野店

看板商品の肉そば！是非ご賞味下さい！

太宰府市大佐野1-5-16

092-555-5592

6.食べる（飲食店）飲食店

PyrrhulaPyrrhula

当店にて地元割クーポンあり！！

太宰府市宰府1-14-34

092-917-8500

【ジャンル 食べる（飲食店）】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。

ジャンル

主な取扱商品

事業所名

所在地

電話

6.食べる（飲食店）飲食店

参道屋台村

キッチンカー、テントでの営業をしております。
土日のみ限定営業。
名物「旅人もち」は大人気商品です！

6.食べる（飲食店）飲食店

カフェらっしゃい

カフェ

太宰府市五条2-18-16

092-918-2008

6.食べる（飲食店）飲食店

風林火山 都府楼店

焼き鳥

太宰府市通古賀3-15-10

092-928-4355

6.食べる（飲食店）飲食店

curry & café 茶話

古民家をアレンジしたスパイス・カレーのお店です。

太宰府市宰府4-8-2

090-1975-3418

6.食べる（飲食店）飲食店

くつろぎ空間 まめｔｏｎ

馬刺がおいしいお店です！！

太宰府市国分1-5-31

092-408-3395

6.食べる（飲食店）飲食店

ＨＯＴＥＬ ＣＵＬＴＩＡ 太宰府

古民家をリノベーションしたホテル・レストラン

太宰府市宰府3-3-33

0120-210-289

6.食べる（飲食店）飲食店

そば処利七庵

純手打ちそばの店です。

太宰府市五条3-1-1

092-985-9794

6.食べる（飲食店）飲食店

一蘭 太宰府参道店

全国でも唯一の「合格ラーメン」をご提供

太宰府市宰府2-6-2

092-921-5117

6.食べる（飲食店）飲食店

やきとり安兵衛 高雄店

「だざいふペイ」は店内飲食のみご利用可能です。

太宰府市梅ケ丘2-1-1

092-928-8070

6.食べる（飲食店）飲食店

日和・お茶々

季節の山菜や野菜を使った和食のお店です。

太宰府市宰府１-15-17

092-929-0626

6.食べる（飲食店）飲食店

水月庵

料亭

太宰府市宰府4-1-1

092-922-4253

6.食べる（飲食店）飲食店

阿羅漢

やきそば

太宰府市高雄1-3693-1

092-922-0511

6.食べる（飲食店）飲食店

活魚廻転寿し 水天 大佐野店

廻転寿し

太宰府市大佐野2-124

092-918-1122

6.食べる（飲食店）飲食店

さいふうどん 木村製麵所

昭和23年創業の製麵所直営店です

太宰府市宰府3-4-31

092-922-0573

太宰府市坂本3丁目14

092-921-7221

【ジャンル 暮らし】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

主な取扱商品

事業所名

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

安武自動車工場

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

所在地

電話
092-922-3978

筑陽石油(株)

自動車板金塗装整備
太宰府市都府楼南5-18-1
ガソリンスタンドV-powerハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油・オイル・シェ
ル電気・シェル車検・洗車
ハイオクGは世界ブランドのシェルレーパワーをぜひ試してください。
太宰府市五条1-16-1

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

陶山オートサービス(株)

自動車整備

太宰府市通古賀5-13-35

092-921-6252

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

田崎自動車(株)

自動車整備新車中古車販売車の事なら何でもおまかせ下さい。代車無料！

太宰府市通古賀4-9-5

092-922-7235

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

Ｃａｒ Ｄｒ．ｶｰﾄﾞｸﾀｰ太宰府

自動車整備、車検、新車中古車販売、鈑金、塗装、小型車全般、etc

太宰府市坂本2-9-6

092-983-5973

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

(株)オートショップナガサワ

自動車

太宰府市大字内山516-2

092-928-7233

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

オートショップ サンハウス

中古車

太宰府市通古賀2-3-47

092-925-0708

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

バイクショップ KRS－ODA

二輪販売、部品用品販売

太宰府市水城2-8-2

092-919-1012

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

ドライジーネ

自転車ツーリングにご興味ありませんか?小游行が楽しめる、遊びする自転車販売しています!

太宰府市五条1-18-2-1F

092-923-0366

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

タイヤ館太宰府

タイヤおよびカー用品販売、取付オイル、バッテリー等の交換もお任せ下さい

太宰府市通古賀4-1-1

092-929-5033

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

バイクランド

HONDAオートバイ販売、関連パーツ用品取扱い、整備

太宰府市通古賀5-11-1

092-923-4933

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

(株)ホンダカーズ博多 太宰府店

自動車販売お気軽にお立ち寄り下さい

太宰府市坂本1-5-43

092-923-1585

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

(株)水城自動車

自動車板金塗装販売

太宰府市坂本2-9-3

092-922-3394

10.暮らし(自動車・バイク・自転車・ガソリンスタンド)

JASS-PORT太宰府

セルフSSです。初めての方も大歓迎!!

太宰府市五条2-1-1

092-923-1365

11.暮らし(タクシー)

(有)太宰府タクシー

太宰府市宰府3-1-26

092-925-8855

7.暮らし(物品販売)

九州ヴォイス 太宰府店

タクシー
九州各県の特産品の販売の材料製法にこだわった商品を取り扱ってます。（アンテナ
ショップ）

太宰府市宰府3-4-45

092-403-0430

7.暮らし(物品販売)

フラワーショップ花やま

生花

太宰府市五条3-1-21

092-922-9708

7.暮らし(物品販売)

平山商店

土産品

太宰府市宰府1-14-32

090-8760-1498

7.暮らし(物品販売)

まんてんgood

ご当地雑貨、土産品、くじを販売。

太宰府市宰府2-7-29

092-925-5151

7.暮らし(物品販売)

松田商店

梅ケ枝餅.土産品小売

太宰府市宰府2-7-27

092-922-4179

7.暮らし(物品販売)

蛇の目うさぎ

マスク、和雑貨、令和風水Ｔシャツ、珮御香

太宰府市宰府3-4-31

092-923-7893

7.暮らし(物品販売)

en-musubi Zakka en

器、布バック、アクセサリー、猫雑貨。美味しいコーヒーも店内やテラスでどうぞ！

太宰府市内山653-2

070-5699-1514

7.暮らし(物品販売)

ビットテック(株)

パソコン機器、雑貨の販売です

太宰府市石坂1-2-24-406

092-923-5500

092-922-4780

【ジャンル 暮らし】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

主な取扱商品

事業所名

所在地

電話

7.暮らし(物品販売)

(有)インテリアウインド

カーテンなど窓まわりの商品を販売しております

太宰府市大佐野3-19-20

092-928-0385

7.暮らし(物品販売)

(株)筑紫機材

水まわりの商品、電動工具は当店で

太宰府市都府楼南2-20-23

092-924-3451

7.暮らし(物品販売)

びいどろ太宰府

キラキラ輝くガラス細工を取り扱っています

太宰府市宰府2-7-17

092-922-3611

7.暮らし(物品販売)

太宰府匠珈琲工房

太宰府の水で磨き上げた直火焙煎珈琲

太宰府市水城6-33-21

090-7124-8937

7.暮らし(物品販売)

(株)松屋

節句人形 盆灯篭

太宰府市青葉台3-26-7

092-922-1876

7.暮らし(物品販売)

たにぐち

土産物玩具おみやげ、おもちゃ、合格グッズ

太宰府市宰府2-7-33

092-922-5092

7.暮らし(物品販売)

どんぐりの森太宰府店

スタジオジブリのグッズを取り扱うお店です！

太宰府市宰府2-7-20

092-929-4194

7.暮らし(物品販売)

西日本新聞エリアセンター水城

新聞

太宰府市通古賀4-4-10

092-928-5296

7.暮らし(物品販売)

陶工房 浩hiro

シンプル&ナチュラルな日常使いの器

太宰府市都府楼南4-5-7

070-8350-1610

7.暮らし(物品販売)

SING STOCK＆SERVISE

シリコーン製品・製造 販売

太宰府市内山636

092-555-2338

7.暮らし(物品販売)

太宰府遊膳

名入れのできるお箸の専門店です。

太宰府市宰府3-2-38

092-921-1174

7.暮らし(物品販売)

すみっコぐらし堂ｓｈｏｐ太宰府

かわいいすみっコぐらしのお店です。

太宰府市宰府3-2-48

092-921-8121

7.暮らし(物品販売)

華むすび

扇子の専門店。

太宰府市宰府3-1-26

092-921-6701

7.暮らし(物品販売)

みっふぃ―おやつ堂太宰府店

ちりめん細工や開運商品のお店です。

太宰府市宰府3-1-26

092-921-6701

7.暮らし(物品販売)

香りのお守りのお店 福香

天然精油100％のアロマオイルをぜひご体感下さい！！

太宰府市宰府2-6-16

092-922-2120

8.暮らし(眼鏡・コンタクト・時計・宝飾)

イシバシ時計店

時計修理等、お見積りいたします。

太宰府市宰府3-1-21

092-922-4314

8.暮らし(眼鏡・コンタクト・時計・宝飾)

メガネの正美堂

メガネ・サングラス・補聴器など店内全ての商品でご利用頂けます。

太宰府市五条2-6-30

092-925-5461

8.暮らし(眼鏡・コンタクト・時計・宝飾)

Crystal Garage GAIA

天然石天然石アクセサリー天然石アクセサリー、鉱物のお店です。

太宰府市宰府1-4-33

092-921-7755

9.暮らし(家電・家具)

家具・インテリア カネヒロ

家具インテリア家具・カーテン・ギャツベでセンスアップ！

太宰府市大佐野2-12-20

092-928-8360

9.暮らし(家電・家具)

(株)木匠

別注家具製作

太宰府市水城6-2-22

092-408-7090

9.暮らし(家電・家具)

(株)ホーマンでんき

家電品

太宰府市高雄5-4-19

092-980-5910

9.暮らし(家電・家具)

お仏壇の浄美堂

仏壇仏具の修理、洗浄、販売お仏壇・仏具のことならお任せください！

太宰府市五条1-8-27

092-929-2514

9.暮らし(家電・家具)

エディオン五条店

家電製品

太宰府市五条2-5-20

092-925-6071

9.暮らし(家電・家具)

(株)IKD企画

インテリア（カーテン・家具）のフルオーダーのお店です。

太宰府市水城3-17-38

092-408-2157

【ジャンル 装う】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

事業所名

主な取扱商品

所在地

電話

12.装う(理容・美容・エステ)

かっとはうす おかべ

ご予約で

太宰府市五条2-5-3

092-922-5840

12.装う(理容・美容・エステ)

髪ingよしむら

カット、パーマ

太宰府市宰府1-4-32

092-922-7254

12.装う(理容・美容・エステ)

一番館

アルビオン化粧品の販売、エステ、メイクのお店です

太宰府市五条2-6-31

092-924-6377

12.装う(理容・美容・エステ)

ヘアーサロン ヤマサキ

ヘアーサロン

太宰府市宰府3-7-41

092-924-4867

12.装う(理容・美容・エステ)

sonicsouth hair

髪の扱いがラクになるヘアをご提案☆

太宰府市五条3-6-44

092-924-6689

12.装う(理容・美容・エステ)

アイビー化粧品

化粧品

太宰府市五条1-10-24

092-231-0934

12.装う(理容・美容・エステ)

さくら館

化粧品

太宰府市宰府3-1-19

092-922-4425

12.装う(理容・美容・エステ)

ナルサロン二日市

減毛が早いIPL脱毛が受けられます!

太宰府市朱雀2-26-26-202

092-929-0796

12.装う(理容・美容・エステ)

ヘアスポット プロメッサ

ゆかた&ヘアセット激安キャンペーン中!

太宰府市五条2-23-1

092-924-7772

12.装う(理容・美容・エステ)

juno hair&create

美容に関するもの

太宰府市五条2-11-1

092-925-5600

12.装う(理容・美容・エステ)

美容室River.G

美容室

太宰府市通古賀3-13-13-101 092-921-4175

12.装う(理容・美容・エステ)

Hair Art Place 凛Rin

太宰府市坂本1-5-37

092-925-2082

12.装う(理容・美容・エステ)

リラクゼーションサロン ろかい

理容
リンパドレナージュ骨盤フェイシャル8時〜17時駐車場有女性専用サロン
リンパケア８０分￥４８００

太宰府市通古賀3-12-10

092-408-4135

12.装う(理容・美容・エステ)

ヘアーサロンIRIE

カット＆シャンプーレディース顔剃りなど

太宰府市国分1-1-27

092-922-6320

12.装う(理容・美容・エステ)

POLA 太宰府

エステサロン、無料肌チェック、無料ハンドトリートメント

太宰府市高雄6-1-16

092-928-6538

12.装う(理容・美容・エステ)

kokko

美容室

太宰府市五条4-3-38

092-923-5898

12.装う(理容・美容・エステ)

ラムズヘアー

美容室

太宰府市五条2-6-31

092-925-5358

12.装う(理容・美容・エステ)

ヘアーサロン ソノダ

理容業

太宰府市青葉台1-18-7

092-924-2292

12.装う(理容・美容・エステ)

LE COEUR・ルクール

トータルビューティサロンです

092-555-6009

12.装う(理容・美容・エステ)

ヒーリングプレイス

エステティックサロン フェイシャルエステ

太宰府市通古賀6-10-1
太宰府市五条2-22-7
レガネット太宰府1F

12.装う(理容・美容・エステ)

ヘア フェイス

理美容、ヘナ、お顔そりエステ

太宰府市青山3-19-5

092-923-5722

12.装う(理容・美容・エステ)

M.レーヴ.ヘアー

美容

太宰府市通古賀6-8-4

092-408-3030

092-924-5335

【ジャンル 装う】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。
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主な取扱商品
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12.装う(理容・美容・エステ)

おしゃれさろん カール

美容室

太宰府市五条1-11-30

092-923-3327

12.装う(理容・美容・エステ)

ヘアークリエーションアーハ

美容

太宰府市通古賀3-11-21

092-925-5577

12.装う(理容・美容・エステ)

POLA THE BEAUTY 五条駅前店

だざいふペイご利用の方は化粧品サンプルプレゼント！

太宰府市五条2-5-25

092-923-1510

12.装う(理容・美容・エステ)

ネイルサロン little happiness

ネイルサロン大人気隠れ家サロン！予約殺到のためお早目に

太宰府市御笠1-6-28

090-9489-8166

12.装う(理容・美容・エステ)

美容室プチ・サユリ

太宰府市高雄6-17-12

092-921-3658

12.装う(理容・美容・エステ)

リラクゼーションサロンラクサノハナ

美容室
マッサージ・エステ・リラクゼーションサロン
女性のためのリラクゼーションサロンです。

太宰府市吉松3-16-22

080-3975-9969

12.装う(理容・美容・エステ)

CUTHOUSE ちょっきん・くらぶ

理容店木曜日は小学生以下の方に１０％オフ券進呈。

太宰府市観世音寺1-19-23

092-925-0404

12.装う(理容・美容・エステ)

床屋ハウス タカナベ

理容

太宰府市大佐野4-16-11

092-925-3207

12.装う(理容・美容・エステ)

ZABO hair design

美容業

太宰府市通古賀4-10-7

092-925-1190

12.装う(理容・美容・エステ)

Hair Salon nanan

美容業

太宰府市国分1-13-39

092-929-0332

13.装う(衣料品・雑貨小物)

toffee

アイスクリーム・ドリンク・衣料品・生活雑貨・アクセサリー
太宰府天満宮参道の雑貨やスイーツのお店です。

太宰府市宰府3-2-46

092-922-6148

13.装う(衣料品・雑貨小物)

ZAKKA COZA -par ici-

アクセサリー 洋服

太宰府市宰府3-3-7-1F

092-924-0648

13.装う(衣料品・雑貨小物)

きまぐれな工房 Dai

オーダーとプレタの婦人服と和雑貨
お手持ちの着物をリメイク・服・のれん・人形・マスクetc

太宰府市宰府3-1-22

092-921-9115

13.装う(衣料品・雑貨小物)

きもの利久

着物お仕立て、お手入れにもご利用できます。

太宰府市宰府1-2-25

092-925-3131

13.装う(衣料品・雑貨小物)

ヴティックきいぽ

婦人服

太宰府市五条2-5-8

092-925-1182

13.装う(衣料品・雑貨小物)

かすりや千織

久留米絣と久留米織の商品を取り揃えております

太宰府市宰府2-7-15

092-929-2825

13.装う(衣料品・雑貨小物)

学生服ブルーコート

太宰府市内中男女学生服太宰府市内中学校指定制服取扱店

太宰府市通古賀5-14-20

092-408-8211

13.装う(衣料品・雑貨小物)

ルーインズ

婦人服 小物

太宰府市観世音寺1-8-32

092-928-1039

13.装う(衣料品・雑貨小物)

HOLIDAY

アメリカンインテリアアイテム

太宰府市青葉台3-27-5

092-408-6018

13.装う(衣料品・雑貨小物)

学生服センター イトヤ

市内全中学校 制服販売店

太宰府市五条1-18-15

092-924-2119

13.装う(衣料品・雑貨小物)

石ころ館 大宰府

天然石のアクセサリーなど取り扱ってます。

太宰府市宰府3-1-24

092-925-9611

13.装う(衣料品・雑貨小物)

リック ル シアン

服飾リサイクル業

太宰府市五条2-4-1-1Ｆ

092-923-3902

【ジャンル 装う】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

事業所名

主な取扱商品

所在地

電話

13.装う(衣料品・雑貨小物)

ククル

古布（絣・縮緬など）と、リサイクル着物のお店です

太宰府市宰府5-16-18

092-555-3323

13.装う(衣料品・雑貨小物)

久留米絣会館太宰府ギャラリー

久留米絣と久留米織の商品を取り揃えております

太宰府市宰府1-14-33

092-929-3129

13.装う(衣料品・雑貨小物)

加寿利屋

久留米絣と久留米織の商品を取り揃えております

太宰府市宰府3-1-26

092-924-0912

13.装う(衣料品・雑貨小物)

加野而青堂

久留米かすりの洋服とおいしいドリンクの店

太宰府市宰府2-7-25

092-921-3888

【ジャンル 遊ぶ】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

事業所名

主な取扱商品

所在地

電話

14.遊ぶ(温泉・観光・レジャー)

sonic apartment hotel

楽しさ一杯のホテルで自由を満喫して下さい。

太宰府市宰府3-4-16

092-922-1850

14.遊ぶ(温泉・観光・レジャー)

だざいふ遊園地

入園券のりもの券

太宰府市宰府4-7-8

092-922-3551

14.遊ぶ(温泉・観光・レジャー)

ルートイングランティア太宰府

日帰り温泉、宿泊、お食事ご利用OK！

太宰府市連歌屋3-8-1

050-5576-7903

14.遊ぶ(温泉・観光・レジャー)

花水木

太宰府で気軽に着物レンタルが出来ます

太宰府市宰府1-11-7

092-922-4770

15.遊ぶ(観光バス)

太宰府Jボウル

みんなで楽しく遊べるボウリング場です。

太宰府市都府楼南5-6-12

092-921-1918

【ジャンル 学ぶ】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

事業所名

主な取扱商品

所在地

電話

16.学ぶ(カルチャー・イベント) クリア太宰府支所

きもの一式レンタルと着付け要予約(メールアドレス：clear@clear3.jp) 太宰府市宰府3-3-6

092-586-9083

16.学ぶ(カルチャー・イベント) KotoyogaDAZAIFU

気の流れの良い政庁跡近くのヨガ教室です

090-6166-8375

太宰府市観世音寺2-3-12

【ジャンル 住む】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

事業所名

17.住む(建設関係) (有)正建アルミ

主な取扱商品

所在地

電話
092-925-0244

17.住む(建設関係) 内装のかね福

硝子サッシ工事
太宰府市五条5-3-20
畳・ふすま・内装工事のお店です。ご利用の方に粗品プレ
ゼント。
太宰府市吉松2-7-1

17.住む(建設関係) 酒井タタミフスマ店

タタミの縁で作ったミニポーチプレゼント

太宰府市長浦台2-3-3

092-925-7495

17.住む(建設関係) たたみくらぶFC太宰府店

畳、襖、網戸、クロス張替内装工事の店です。

太宰府市青葉台4-4-13

092-287-0161

17.住む(建設関係) 明里アミ戸・ガラス商店

網戸・硝子・戸車・サッシ用カギ取替修理他。

太宰府市青山2-15-8

092-925-1843

092-581-7320

【ジャンル 医療】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

事業所名

主な取扱商品

所在地

電話

18.医療(医療関係)

こうじや整骨院

柔道整復業

太宰府市坂本2-6-1-102

092-555-8585

18.医療(医療関係)

五条スポーツ整骨院

ケガ・痛み／脱毛／トレーニング／交通事故

太宰府市五条1-11-32

092-928-5532

18.医療(医療関係)

緑カイロプラクティック福岡整体院

背骨のユガミ改善専門の整体院です。

太宰府市通古賀2-8-2

092-921-5011

18.医療(医療関係)

針灸整骨院はリラックス五条

鍼灸、整骨院美容鍼灸と猫背矯正が売りの治療院です。

太宰府市五条4丁目5－50

092-925-8914

18.医療(医療関係)

すざく鍼灸整骨院

柔道治療 鍼灸治療 姿勢矯正

太宰府市朱雀6丁目1-20-103 092-287-1836

18.医療(医療関係)

美しま薬局 政庁前店

一般用医薬品にご利用いただけます☆

092-406-1102

18.医療(医療関係)

美しま薬局 五条店

健康食品・一般用医薬品にご利用下さい☆

太宰府市観世音寺1-29-10
太宰府市五条2-22-7
レガネット太宰府1F

18.医療(医療関係)

アンダンテ整骨院

プロスポーツ選手も来院、TVにも出演の整骨院

太宰府市石坂2-1-2

092-924-2594

18.医療(医療関係)

松本鍼灸治療院

はりきゅう

太宰府市五条1-13-61

0120-898-489

18.医療(医療関係)

健康整体院

おかげさまで30年!!肩こり腰痛おまかせ!!

太宰府市五条5-4-15

092-928-7731

18.医療(医療関係)

ムラシタ整骨院 太宰府院

整骨院

太宰府市大佐野3-11-18-1C

092-928-6113

18.医療(医療関係)

漢方の木下薬局五条店

薬局

太宰府市五条4-3-38

092-929-5247

18.医療(医療関係)

晋の整骨院

柔道整復業身体の不調のことなら何でもお任せを！

太宰府市坂本2-1-1

092-555-5871

18.医療(医療関係)

リカバリー整骨院 太宰府院

骨盤矯正や針灸などにご利用できます。

太宰府市通古賀3-3-20-１F

092-922-8779

19.医療(動物病院)

ごとう動物病院

犬・猫診療フード

太宰府市梅ケ丘1-4-5

092-925-1796

19.医療(動物病院)

とふろう動物病院

小動物診療ワンちゃんネコちゃんのことご相談ください

太宰府市坂本1-1-18

092-918-2533

092-922-7754

【ジャンル その他】

令和4年12月1日 現在

だざいふペイ・だざいふ紙ラク商品券 使えるお店一覧
【＊ご注意下さい】
チャージ後の返金はできません。
全ての商品券がご利用できます。

ジャンル

事業所名

20.その他(掃除)

おそうじ革命福岡太宰府店

21.その他(士業・コンサルティング)

心理カウセリングハウス Reiwado

21.その他(士業・コンサルティング)

行政書士 古杉経営法務事務所

21.その他(士業・コンサルティング)
21.その他(士業・コンサルティング)

主な取扱商品

所在地

電話

太宰府市吉松2-1-3コーポMⅡ201号 0120-541-827

森田利七行政書士事務所

お掃除のことならおまかせください!!
心理カウンセリングです。だざいふペイをご利用の方に、台湾式マッ
サージ3千円分をプレゼントいたします。
行政書士業務
相続や遺言に関する相談、手続きの支援を行います。
行政書士業務
遺言書作成支援、相続手続きなどお気軽にご相談ください。

社会保険労務士 米湊事務所

太宰府市通古賀1-10-3

092-929-2200

太宰府市長浦台4-8-11

092-928-0408

太宰府市五条1-2-14

090-5086-7765

社会保険労務士

太宰府市宰府3-3-7-201

090-7164-1710

22.その他(その他のサービス) ペットサロングレース

お母さん犬に会えるブリーダーサロン

太宰府市水城6-10-40

092-929-2373

22.その他(その他のサービス) (株)エフスタイルドットコム

記念誌、冊子印刷承ります

太宰府市高雄1-3683

092-924-3733

22.その他(その他のサービス) On-Dor

酵素ドリンクサプリメントお茶黄土よもぎ蒸しサロンです

太宰府市通古賀3-13-13-405 090-7535-4127

22.その他(その他のサービス) ダスキンふくはく

衛生管理商品

太宰府市坂本2-9-1

092-922-5561

22.その他(その他のサービス) 大宰府市観光案内所

絵葉書・木うそグッズ・紅白願塩・太宰府関連書籍他

太宰府市宰府2-5-1

092-925-1880

22.その他(その他のサービス) 都府樓焼の耒仙山房

オリジナル陶芸制作・販売。陶芸体験教室いたします。

太宰府市御笠5-７-5

092-922-5762

22.その他(その他のサービス) (株)メイショウ

看板製造業ネームプレートカッティングシート

太宰府市北谷793-1

092-923-7790

22.その他(その他のサービス) (有)エフツーアート

街を明るく彩り、人と人を繋ぐ看板屋です

太宰府市大字内山423-1

092-555-7288

22.その他(その他のサービス) 小さな写真館ABCスタジオ 太宰府

自然で良心的な料金が嬉しい写真館です。

太宰府市通古賀5丁目11-32

092-555-8733

22.その他(その他のサービス) セブンアート

看板製造業

太宰府市都府楼南5-2-22

092-918-0036

22.その他(その他のサービス) HANANINGEN FUKUOKA

お花と写真撮影

太宰府市五条1-10-1-201

092-923-6400

22.その他(その他のサービス) 太宰府似顔絵ショップcotontoco

お写真からプレゼント用等にもぜひ！

太宰府市宰府1-10-28

080-8363-5155

