
鹿島地区（大字高津原）
株式会社鹿島スズキプラザ 21 自動車販売、整備、レンタカー 63-4373
伊東屋 学生服、作業服、園服 62-1108
竹下自動車 自動車販売、整備 63-2664
GOOF　COFFEE　STAND コーヒー 60-4670
TWO　PLY　YARN 衣類 60-4670
RUFU2010 理容室 63-3361
KNOCKS 理容室 080-3904-1058
山口こうじ屋 味噌・こうじ製造、販売 62-2948
株式会社池田商店 灯油販売 62-2627
メガネのヨネザワ　鹿島バイパス店 眼鏡、補聴器、コンタクト販売 69-8010
オダ薬局 薬局 62-3349
Bar　YAWD ジャマイカ専門店 080-4310-8585
有限会社渡辺ミート 食肉販売業 63-2983
石井うなぎや 飲食 62-3970
ブティックまつや 婦人服販売 63-2527
吾妻寿司 寿司店 63-2451
ヤマグチカメラ SHOP カメラ、写真店 63-7177
祐徳旅行株式会社 旅行業 63-1151
有限会社らくの寿司 飲食店 63-1795
居酒屋遊膳 居酒屋 62-3940
赤門堂 菓子製造、販売 62-3446
めるしーぼく 鉄板焼店 62-0055
今村写真館 写真関係業務全般 63-3589
ユーティーピーツアー 旅行業 69-1264
株式会社宮園電工 電気工事、家電品販売 63-3151
株式会社ピー・シー・ユー コンピューター及び周辺機器 62-9801並びにソフトウェアの販売
有限会社発酵（ナチュル） 総菜販売、食品販売 63-4322
清川 割烹 63-2231
楽亭 和風レストラン 63-1380
サロンドみずわ 美容室 63-3333
肥前米穀株式会社 米販売店 62-2246
BAUM　KUCHEN 雅 菓子販売 69-1140
鮮鼓堂辛子明太子　鹿島支店 海産物 62-6195
古賀硝子アルミ建材株式会社 ガラス・エクステリア・ 62-5253リフォーム・アルミ建材
祐徳自動車株式会社 交通運輸業 63-3111（バスツアー、定期券取扱）
矢ぐるま草 居酒屋、御食事処 63-1109
Night Bar Rouge（ナイトバールージュ）バー 090-5722-6936
佐賀酒 Bar となり バー 090-5722-6936
有限会社再耕庵タクシー 旅客運送業（タクシー） 62-2171
ベスト電器　鹿島店 小売（家電量販） 63-1006
サロンモード 婦人服専門店 63-2848
セレクション 婦人服専門店 63-1129
コレクション M's 婦人服専門店 63-3488
ブランシュ 婦人服専門店 63-3388
ショッピングタウン　ピオ ショッピングセンター 63-3171
アムール 化粧品販売 63-0480
ライフスポット 雑貨販売 63-2161
大阪屋 バッグ、鞄、服小売業 63-3468
ビバモード 婦人服専門店 63-4588
ラモード 婦人服専門店 63-4488
フラッグ 婦人服専門店 63-5588
ブリッジ 婦人服専門店 63-5588
コムサイズム　鹿島ピオ店 婦人服専門店 63-9488
メガネのヨネザワ　鹿島ピオ店 メガネ、補聴器、コンタクト 63-0211
靴工房ジャンボ　鹿島店 靴販売 62-1191
佐賀玉屋　鹿島ショップ 小売業 62-7144
マルシェ・コンビニ 食品小売、食料品販売 63-3558
ミーツ 100 円均一他 63-3171
ヘルストロン　鹿島店 健康食品、医療機器 63-3530
スーパーモリナガ　鹿島店 小売業　スーパーマーケット 62-5105
炭焼き専家　七輪屋 焼肉居酒屋 63-2040
有限会社割烹中央 料理店 62-2125
Rana café（ラーナカフェ） カフェ（飲食店） 63-0333
水上鮮魚店 鮮魚店（魚介類小売り） 62-3271
フカヤ化粧品店 化粧品販売 62-2041
965CAFE　＆　BAR カフェバー 62-4625
有限会社きらく 居酒屋 62-3915
御食事処　千鶴 御食事処 63-4021
串かつ裕 居酒屋 63-0268
有限会社伊東時計店 時計、メガネ、宝石小売 63-1221
プチ・ラ・ポム 飲食業（テイクアウト弁当） 62-5602

鹿島地区（大字高津原）
ハスワスポーツ スポーツ用品小売 63-1255
株式会社兼茂 金物販売、水道工事業 63-1616
みっちゃんクリーニング店　モリナガ店 クリーニング業 62-4790
ナイト　イン　ラマン スナック 62-2023
セブンイレブン　肥前鹿島店 コンビニエンス 63-0800
セブンイレブン　肥前鹿島駅前店 コンビニエンス 63-6658
セブンイレブン　鹿島西牟田店 コンビニエンス 62-5875
居酒屋　千景 居酒屋 62-0036
ぐりるるーむ　びぎん 喫茶レストラン 63-5085
リンガーハット　佐賀鹿島店 飲食業 63-5090
牟田饅頭店 和菓子製造 62-3651
美容室エクセル 美容室 63-3327
馬場クリーニング　西牟田店 クリーニング業 62-1088
居酒屋たら福 居酒屋 62-9599
レジェンド 飲食業 63-9151
ディスカウントドラッグコスモス　鹿島店 小売業（ドラッグストア） 69-7611
居酒屋　土竜 居酒屋 080-2737-0501
ふじ美容院 美容室 62-0670
104　FOCUS GYM（トシフォーカスジム）パーソナルジム 60-5401
エディオン鹿島モリタデンキ 家電販売 62-3586
株式会社積文館書店　鹿島店 書店 63-5139
中川たねもんや 種苗小売 62-3412
松尾紙店 紙、文具、書道用品、事務機器 63-3040
カレー工房 gogo カレーテイクアウト 63-2670
株式会社西鉄ストア　あんくる夢市場　鹿島店 小売業 62-3900
博多一番どり　鹿島店 居酒屋 69-8007
お好み焼　ふわりぃ お好み焼き店 69-1755
カシマ石油株式会社 ガソリンスタンド 62-3244
アルナ薬局　鹿島店 調剤薬局（小売業） 63-1193
パティスリー　そら色の花 洋菓子店 63-3787
株式会社中央モータース 自動車販売・修理 63-2684
ダスキン鹿島 モップ、マット、浄水器レンタル業 62-3431
末﨑園　鹿島店 茶販売 63-3831
鹿島書房 書店 62-2557
有限会社食楽亭こころ 飲食業 63-0510
寿栄 飲食店 63-2202
株式会社西鉄ストア　あんくるふじや　鹿島店 小売業 62-2530
洋服の青山　佐賀鹿島店 小売 62-4164
ホームセンターユートク　鹿島店 小売業　ホームセンター 63-9257
ギフト HIYOKO ギフト、お茶販売 62-1188
大洋美容院 美容室 62-2711
鹿島自動車学校 自動車教習所 63-4164
シュープラザ　佐賀鹿島店 靴販売 62-7467
矢野酒造株式会社 清酒製造（造り酒屋） 63-2008
MIYATSU（ミヤツ） 飲食店 78-9008
原金網店 金網店 62-2987
行政書士　冨田国際行政法務事務所 行政書士事務所 62-3950
まるまん 服、雑貨 62-4034
鹿島市観光物産センター 土産販売 62-1042
印乃匠かしま 印章彫刻販売 62-3887
丸城屋羊羹本舗 製菓業（羊羹、丸ボーロ） 62-3879
時計、宝飾、眼鏡のオガワ 時計、宝飾、眼鏡小売業 63-4191
Dining & Bar K（ダイニングアンドバー ケィ）鉄板焼き、洋食 080-4317-7697
丸政精肉店 食肉販売 62-3775
美容室 KAZU 美容室 62-5978
ファッションセンターしまむら　鹿島店 衣料品店 63-9507
より道処きたむら 飲食業 63-6304
人形の中島 節句人形、提灯小売 62-2903
牛匠 焼肉 69-7034
シャディサラダ館　鹿島西牟田店 ギフト販売 69-8066
勝屋薬店 医薬品他販売 62-3403
居酒屋わらべ 居酒屋 62-9107
春乃屋 居酒屋 63-2054
俊太郎カリー 飲食店 63-3447
丸重寿司 飲食店 63-3364
風とたね 衣料品、雑貨販売、カフェ 60-5118
ヤキトリダイニング楽楽 居酒屋 69-8044
居酒屋やたがらす 居酒屋 62-0880
Snack　Tokyo 飲食業 090-8221-6851
HEAT スナック、BAR 080-4276-1200
有限会社花の伊東 生花販売 63-1187
鹿島一番 焼きとり、たい焼き店 78-9002
RABB × GAGA 洋食居酒屋 080-2741-8070
cafe&fruit koko 飲食店

〈鹿島を元気に！家計もお店も「助かっ券」 加盟店一覧〉
届出順で記載しています

加盟店についてのお問い合わせは鹿島商工会議所（TEL:0954-63-3231）まで　※2021年7月29日現在
※変更の場合もございます。変更の場合は鹿島商工会議所ホームページにてお知らせ致します。

の店舗では、【緑の券】は使用できません。



鹿島地区（大字納富分 ･ 大字重ノ木）
パナランドのうどみ 家電小売業 62-2581
ラーメン庄 ラーメン店 68-0303
田でん 食事処 62-5452
焼肉どんとこい 焼肉店 63-6428
焼鳥亭　鳥翔 焼鳥屋 62-5200
焼肉　山水苑 焼肉 62-2275
Clip Hair（クリップヘアー） 美容室 69-5115
株式会社井上建築 建築業 63-0741
美容室ウィン 美容室 63-9221
サロン・レシピ エステティックサロン 62-7751
ダイレックス　鹿島店 ディスカウントストア 69-7337
ひぜん祐徳温泉　宝乃湯 対個人サービス業（大衆浴場） 62-2815
atelier shop iro（アトリエショップイロ）手作り洋服、雑貨、カフェ 080-5243-4494
ノエビア化粧品　鹿島納富分代理店 化粧品卸し、販売 63-1716
みっちゃんクリーニング店　ララベル店 クリーニング業 62-0505
医療法人月歯　西川歯科医院 歯科医療 62-4618
かっとはうすおかもと 理容室 62-1329
株式会社 A コープ九州　ララベル店 小売業（スーパー） 63-9111
鮨　鶴亀 すし店 63-3311
ディスカウントドラッグコスモス　鹿島南店 小売業（ドラッグストア） 69-5110
セブンイレブン　鹿島農協前店 コンビニエンスストアー 62-6613
株式会社昭和石油ガス ガソリンスタンド 63-3148
有限会社善基商事 紙・文具・事務用品・家電　他 63-1608
宮崎薬局　鹿島店 薬局 63-1833
有限会社夢創庵　中村屋 和・洋菓子製造販売 62-2988
MTK サービス 家電製品修理 63-0365（石油ストーブ、石油ファンヒーター）
ドラッグストアモリ　鹿島末光店 ドラッグストア 62-1026
整体たなごころ 整体、ストレッチ 68-0238
BESS（ベス） 美容室 60-5064
有限会社マイルド 福祉用具レンタル、販売 62-2090
サロンド　リープル 美容室 62-4485

北鹿島地区
株式会社松本自動車工業 自動車整備、販売 63-1104
茂かつ 飲食業（とんかつ） 62-5354
マイカーヤマモト 自動車販売、整備 63-3678
au ショップ鹿島 携帯電話販売 63-9226
しみぬきかしま クリーニング 62-4722
鹿島機械工業株式会社 自動車整備業 63-3211
北鹿島直売所　大地 直売所（農・海産物等） 62-1122
coffee ＆ cake　ひのでや 菓子製造販売業 62-2185
金剛園 焼肉店 62-4187
有限会社鹿島自動車センター 自動車販売、整備 63-2878
一ノ瀬飴屋 菓子製造 62-3633
らりるれろ 手作りハンバーガー類、 63-2378ホットサンド類
有限会社ランバー 喫茶店 63-2303
春寿し 寿し店 63-6226
スーパーセンタートライアル　鹿島店 小売業（食品、日用雑貨） 69-5555
セブンイレブン　鹿島森店 コンビニエンス 63-2066
セブンイレブン　鹿島中村店 コンビニエンス 63-1338
株式会社国広オートサービス 自動車販売、整備 63-0977
ダイレックス　北鹿島店 ディスカウントストア 69-7570
ディスカウントドラッグコスモス　井手店 小売業（ドラッグストア） 69-5677
うちだ屋　鹿島 飲食店 62-9396
株式会社ヨネクラ 自動車部品小売卸業 63-2211
鮨　久ちゃん 飲食店 63-4489
ノアヘアー。 美容室 63-4465
居食屋タム 居酒屋 62-6606
株式会社宇野モータース 自動車販売整備 63-3355
株式会社ランドマーク ガソリンスタンド 62-3246
豚豚拍子 飲食業 69-0880
ドラッグストアモリ　鹿島店 ドラッグストア 62-3030
レストランカラオケ　アラジン レストランカラオケ 68-0121
グランパパ　鹿島店 理容室 63-2658
グランプリモ　鹿島店 美容院 69-8038
焼肉　遊心 焼肉店 62-9632
ホームプラザナフコ　鹿島店 ホームセンター 63-1177
カレーレストラン　プルニマ鹿島店 カレー店 62-4115
有限会社オグス 酒小売 63-4376
たまご家　鹿島店 菓子製造販売 60-4890
有限会社　久留米屋商店 婦人服・呉服・寝具小売 62-3613
有限会社樋口石油店 ガソリンスタンド 63-1100
株式会社ヤマダ電機テックランド鹿島井手店 販売業、家電量販店 68-0770
洋菓子工房ピュイ・ダムール 菓子製造販売 62-2244

能古見地区
安冨清月堂 菓子製造販売 62-3817
森田物産株式会社 卸売業 63-1133
hair shop aim（ヘアーショップアイム）理容室 62-0529
有限会社馬場酒造場 清酒製造業 63-3888
渕上麹屋 味噌の製造・販売 62-4502
ひかりクリーニング店 クリーニング業 63-0624
中村鮮魚店 鮮魚店、仕出し 63-4089
和創ダイニング　一のえん 居酒屋 63-6338

浜地区
本家　峰松うなぎ屋 うなぎ、鮮魚販売 62-3725
天一流正体術 整体 63-3015
ピザ・喫茶　萌夢 ピザ・飲食業 63-4683
ファミリーファッションなかむら 衣料品販売 63-3636
HAMA BAR 日本酒バー 69-8004
有限会社東津商店 卸業（土産品・食品） 63-1156
有限会社小池木工所 家具、建具製造 62-3882
みっちゃんクリーニング店　本店 クリーニング業 62-1181
セブンイレブン　鹿島浜町店 コンビニエンスストア 63-6311
合資会社光武酒造場　観光酒蔵肥前屋 小売業（酒類） 63-2468
馬場クリーニング　本店 クリーニング業 63-2576
ヘアーサロン石橋 理容室 62-4004
Private Salon Blanca（プライベートサロンブランカ）脱毛サロン 68-0922
アルナ薬局　浜町店 調剤薬局（小売業） 62-2257
ありあけ酒店 酒屋 62-0882
仕出し　とくなが 仕出し、惣菜（テイクアウト） 63-5063
鐘ヶ江石油株式会社 ガソリンスタンド 63-3387
株式会社 中村米穀 米穀卸・小売業 69-1551
Café ＆ Bar GLAD カフェ、バー 60-5485

古枝地区
創作会席　えん 和食店 63-2020
油屋本店 神具、仏具、土産物販売 62-3812
中村畳店 新畳製造、表替など 63-0660
幸姫酒造株式会社 酒造業 63-3708
小野原菓子舗 菓子販売業 62-2845
三都屋 食堂、土産、仕出し 62-2626
有限会社柳屋 土産品販売 63-2882
まつや土産品店 土産品販売 62-5450
井手商店 せんべい屋、喫茶店、土産品 62-2754
新油屋 菓子製造、卸売、小売 62-2084
有限会社立花屋 飲食店 63-5381
八犬伝総本家 製造、小売業 62-2539
吉田松月堂 菓子店 62-3057
LA VIE EST DO'R（ラビエドール） ケーキ屋 62-6407
飯盛酒造有限会社 粕漬、酒小売店 62-2631
寿し政 寿司屋 62-5617
セブンイレブン　鹿島祐徳稲荷前店 コンビニエンスストアー 63-1780
一ノ瀬茶舗 茶販売 62-2338
角屋 接客業（店） 62-2748
家督屋 食堂 62-3675
Salon de beaute　KIREKA ネイルサロン 090-6772-0509
有限会社若松屋 土産、食堂 63-3668

七浦地区
佐藤農場株式会社 農業 62-8334
道の駅鹿島　株式会社七浦 小売 63-1768
リビングファッション重富 寝具、学生服、婦人服販売 62-8527
有限会社不知火海苔 海苔加工・製造・卸販売 62-8140
セブンイレブン　肥前七浦店 コンビニ（小売業） 62-2222
ラーメン太陽 ラーメン店 62-6810
ポーラ化粧品　香（セリカ）営業所 化粧品販売 62-9770

市　外
焼肉　慶州園 焼肉 0954-65-5639
モードビス　ゆめタウン武雄店 婦人服専門店 0954-22-5088
モードハウス　ゆめタウン武雄店 婦人服専門店 0954-22-5088
リップスティック　ゆめタウン武雄店 婦人服専門店 0954-22-5089
モードメゾン　ゆめタウン武雄店 婦人服専門店 0954-22-5800
モードモーダ　イオンモール佐賀大和店 婦人服専門店 0952-64-8088
モードヒルズ　イオンモール佐賀大和店 婦人服専門店 0952-64-8088
ミュージアム　イオンモール佐賀大和店 婦人服専門店 0952-64-8090
ルーシー　モラージュ佐賀店 婦人服専門店 0952-41-1208
バースト　モラージュ佐賀店 婦人服専門店 0952-41-1208
ミスティーク　佐賀店 婦人服専門店 0952-41-4055
モードスタイル　佐賀店 婦人服専門店 0952-41-4056
セブンイレブン　有明深浦店 コンビニエンス 0954-65-4708
株式会社岡田電機 建設業、電気工事 63-1164

の店舗では、【緑の券】は使用できません。


