
NO ジャンル 加盟店名

1 (有)やしま呉服店 小矢部市 岡360

2 田中屋呉服店 小矢部市 本町2-26

3 憩いの広場　向日花 小矢部市 清沢340-4

4 奴鮨 小矢部市 小矢部町2-17

5 居酒屋あんや 小矢部市 津沢1丁目2-2

6 一酒一菜一喜　Akari 小矢部市 本町5-24

7 おやべの小さなビストロ　マルカッサン 小矢部市 石動町5-31

8 とりきち 小矢部市 本町4-49

9 小川屋 小矢部市 本町5-1

10 やぶ 小矢部市 泉町7-28

11 松坂家 小矢部市 石動町13-17

12 カレーショップJINJIN 小矢部市 後谷716

13 源平 小矢部市 石動町10-39

14 カラオケスナック酔泉 小矢部市 小矢部町1-14

15 R.CAFE 小矢部市 中央町7-24

16 Tea＆Bar 小矢部市 本町1167

17 カルビ亭一番館 小矢部市 野端79-1駅南ビル1F

18 四季菜ままや 小矢部市 後谷389-8

19 柚子 小矢部市 綾子3968

20 料亭　美よし 小矢部市 石動町13-21

21 中華料理大湖 小矢部市 五社15-2

22 のんきや 小矢部市 中央町1-47

23 カフェバッシュワーバリー 小矢部市 安楽寺1120

24 8番らーめん小矢部店 小矢部市 西中野898

25 コラーレダイニング 小矢部市 石動町4-27

26 皆来食堂 小矢部市 東福町2-11

27 宮島温泉滝乃荘 小矢部市 名ヶ滝378

28 ペコット！ 小矢部市 石動町1-35

29 ラ・レーヌ　クロスランド小矢部店 小矢部市 鷲島10　クロスランドおやべ内

30 おかむら 小矢部市 綾子512-1

31 洋食よもぎ坂 小矢部市 綾子540

32 喫茶メルト 小矢部市 埴生3232

33 新三陽 小矢部市 本町5-24

34 秋吉小矢部店 小矢部市 本町3-23

35 総合宴会場ばんば 小矢部市 中央町4-15

36 日本料理越前 小矢部市 中央町5-10

37 料亭砺中 小矢部市 新西163-1

38 ご宴会　お食事　ご入浴　花水木 小矢部市 鷲島65-1

39 おやたま食堂 小矢部市 平桜6082

40 물론Cafe.INO（ムルロンカフェ　イノ） 小矢部市 安養寺1787-1

41 佐野時計電器商会 小矢部市 西福町9-10

42 シンメイ写真館 小矢部市 西福町3-15

43 本の夢屋 小矢部市 小矢部町3-3

44 靴のシマダ 小矢部市 新富町3-12

45 バイエルンスポーツ 小矢部市 石動町5-28
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お買物スタンプラリー　加盟店一覧
46 イシダ産業(株) 小矢部市 今石動町1丁目3-27

47 ヨコガワ 小矢部市 新富町2-11

48 THE　HANASHIN　花新 小矢部市 石動町1-35

49 ふくはらリビング 小矢部市 中央町3-1

50 ㈱トピオウオーターシステム 小矢部市 二ノ滝123

51 三栄自動車工業㈱ 小矢部市 岡152

52 (有)殿山自動車 小矢部市 新西183-1

53 肉の白川　ピアゴ小矢部店 小矢部市 今石動町2丁目9番18号

54 くろねこ焙煎研究所 小矢部市 石動町3-3

55 坪の屋 小矢部市 石動町3-10

56 津沢米穀販売企業組合 小矢部市 津沢525番地1

57 最上かまぼこ店 小矢部市 中央町3-4

58 豪州屋精肉店 小矢部市 新富町6-7

59 薄氷本舗　五郎丸屋 小矢部市 中央町5-5

60 鍋島蒲鉾店 小矢部市 今石動町1-5-4

61 おせんべい処　かなや 小矢部市 石動町10-10

62 きばや食品 小矢部市 石動町6-6

63 川原茶店 小矢部市 中央町6-6

64 リカーショップたなか 小矢部市 新西216-4

65 菓子屋chemin 小矢部市 田川3570

66 仕出し高田 小矢部市 藤森5197

67 藤助商店 小矢部市 石動町3-1

68 山川鮮魚店 小矢部市 石動町5-22

69 お菓子処はとや 小矢部市 綾子5630

70 菓子工房西村屋 小矢部市 中央町8-17

71 中村福寿堂 小矢部市 津沢558

72 杉野味噌醤油(株) 小矢部市 中央町1-25

73 若林屋総本家　本店 小矢部市 泉町13-10

74 若林屋総本家　駅前店 小矢部市 石動町13-19

75 (農)松永うの花農園 小矢部市 松永2038番地2

76 (株)大沼燃料店 小矢部市 中央町2番30号

77 大王産業(株) 小矢部市 津沢1丁目1番地

78 (有)山本実燃料店 小矢部市 八和町7-20

79 宝飾・時計 ツツ井 小矢部市 野端76-1

80 アラキ薬局 小矢部市 石動町3-4

81 サカタ薬品 小矢部市 中央町4-13

82 イスルギ漢方薬局 小矢部市 石動町1-1　アネックスビル102

83 田川薬局 小矢部市 小矢部町2-23

84 Beauty Salon フランシーヌ 小矢部市 綾子510-2

85 Hair&Make Must style 小矢部市 本町3-21

86 トリミングサロンMOCO 小矢部市 西中野395-3

87 マツオ美容室 小矢部市 石動町10-16

88 (株)美華月 小矢部市 泉町14-7
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