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★大型店では電子商品券はご利用いただけません。 令和２年１２月４日現在

店舗名 大型店 所在地 電話番号 業種

1 (有)イノウエ住宅 大字友田1474-2 23-8605 住む

2 くまのみ不動産サービス 日ノ出町9-1 28-7456 住む

3 (有)合谷住設 中津江村栃野2941 54-3719 住む

4 (株)坂田建設 刃連町37-1 24-1687 住む

5 篠重本家畳商 川原町3-30 22-3630 住む

6 清水住設(株) 大字日高1367-1 23-0080 住む

7 (株)水明 清岸寺町1033-1 28-6061 住む

8 (株)大日 大字高瀬1248-1 23-8111 住む

9 (有)ナガオ住器 天神町82-1 22-7443 住む

10 (有)原田プロパン 玉川町1-5 22-3648 住む

11 (有)日田ガス 大字庄手792-2 22-3930 住む

12 不二水道(株) 城町1丁目8-46 22-6265 住む

13 伊東薬局　上野店 上野町598-3 26-3021 医療

14 伊東薬局　日ノ出町店 大字渡里22-1 23-5910 医療

15 きよた整骨院 天神町50-5 24-7232 医療

16 辻田薬局　日田店 清水町82-1 23-1348 医療

17 はり・きゅう　白十字治療院 亀山町1-30 23-8508 医療

18 シミズ楽器 東町4-31 23-0920 学び

19 中津江村地球財団　鯛生金山 中津江村合瀬3750 56-5316 学び

20 (株)日田自動車教習所 桃山町2441 22-6236 学び

21 (有)文化書房 三本松1-7-2 22-2660 学び

22 elu.hairmake 日ノ出町73-5 28-6262 暮らし

23 (有)梶原米穀店 中央1-4-2 22-2811 暮らし

24 髪の店　クローバー 大山町西大山857-3 52-2232 暮らし

25 (株)グッデイ　日田店 ★ 大字渡里字下瀬井出98-1 23-7454 暮らし

26 末久商店 中津江村栃野2655-1 54-3026 暮らし

27 (同)西友　サニー日田店 ★ 大字渡里字上瀬井手71-1 23-3223 暮らし

28 ダイプロ日田 南友田700-1 22-4107 暮らし

29 ドラッグストアモリ　田島店 ★ 大字田島495-1 28-5665 暮らし

30 ドラッグストアモリ　日田駅前店 ★ 元町14-8 28-5581 暮らし

31 ドラッグストアモリ　日田店 ★ 渡里38-7 23-8778 暮らし

32 ドラッグストアモリ　日田友田店 ★ 大字友田萩鶴806-1 22-7712 暮らし

33 ドラッグストアモリ　日ノ隈店 ★ 大字庄手178-1 28-5376 暮らし

34 ドラッグセガミ　日田店 南元町1-2 22-8341 暮らし

35 (有)中川家具店 大字渡里107-1 22-3618 暮らし

36 (有)ふじスタジオ 新治町478-1 22-5441 暮らし

37 Hair&Esthetic Link 中央2-2-16 28-6100 暮らし

38 マルミヤストア　日田店 ★ 大字渡里字大道町53-5 26-0670 暮らし

39 ゆめマート日田 ★ 大字十二町岸高５６４-１ 25-6080 暮らし

40 理容かじわら 中津江村栃野2655-6 54-3802 暮らし

41 (株)一心堂 中央1-2-23 22-3535 装い

42 イニミニマニモ 元町21-9 090-4771-9411 装い

43 (株)大庭　ヴィタリコ　日田店 中央1-1-15 24-5174 装い

44 Omniwork 中央1-6-11TSﾋﾞﾙ1F 080-5606-5114 装い

45 Original Bag　二公 元町17-11 23-5888 装い

46 Orange market 元町19-1 24-7113 装い

47 学校制服＆スポーツ　ヨシダ 中央1-4-4 23-1111 装い

48 作業用品専門　やまなみ 三本松2-6-25 22-3733 装い

49 紳士服のフタタ　日田店 大字十二町697-2 22-2000 装い

50 (有)心宝 三芳小渕町20-3 22-1116 装い

コロナに負けるな！プレミアム付商品券　参加店一覧
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51 STREET REAL LIFE 若宮町1-8 26-0380 装い

52 ちゃいるどるーむ 中城町8-11 22-5453 装い

53 時計・宝石　タケオ 中央1-1-11 28-8181 装い

54 ピーチ．ビス 南元町19-8 23-7723 装い

55 ファッションギャラリー　くさの 隈1-1-26 22-3343 装い

56 ブティック　「エルビノ」 元町20-13 24-7611 装い

57 ヘアーサロン　フカマチ 日高町1578-3 24-2244 装い

58 ポニー洋品店 隈1-5-21 22-2792 装い

59 メンズショップ　まるしん 中央1-1-3 24-2866 装い

60 夢屋 三本松1-9-17 24-3122 装い

61 (株)洋品百貨きくや　シルキー　日田店 中央1-3-18 24-3399 装い

62 洋服の青山　日田店 本庄町5-46 24-1075 装い

63 洋服のいけなが 中央1-1-1 24-5941 装い

64 リトルシアター　里夢　日田店 中央1-3-15 23-5680 装い

65 (有)リミックス 淡窓1-4-9 24-7887 装い

66 (有)猪熊畳店 北友田2-1985 22-4361 造る

67 (有)川津鍛冶工場 大山町西大山3459-6 52-2007 造る

68 末武畳店 石井町2-443-1 23-8327 造る

69 (株)トライ・ウッド 上津江町川原2810-1 55-2656 造る

70 原　次郎左衛門蔵　本店 中本町5-4 23-4145 造る

71 日田カステラ本家　福寿 豆田町11-11 22-2728 造る

72 藤本畳店 日ノ出町192-1 24-6506 造る

73 ベストリビング(株) 東有田1160-7 24-6211 造る

74 みやざき畳ふすま店 田島1-5-6 22-5412 造る

75 椋野畳店 清水町894-5 24-6619 造る

76 石松人形店・アップルキッズ 中央1-1-15 22-5603 遊び

77 インターネットカフェWeb 大字十二町字前田601-2 28-5286 遊び

78 カラオケステーション日田 中城町214 23-0004 遊び

79 Ｇ－Ｐａｌａ日田 南友田町997-1 25-5262 遊び

80 スーパー銭湯　花の湯 南友田町939-1 22-9888 遊び

81 TSUTAYA日田店 日ノ出町2-2 26-0660 遊び

82 日田アストロボウル 三本松2-6-25 23-5656 遊び

83 ひた旅行センター 玉川3-1455-1 24-6181 遊び

84 フォレストアドベンチャー奥日田 中津江村合瀬3750 080-8360-6789 遊び

85 アウトテリア　りんご苑 淡窓2-3-15 23-8301 販売

86 (株)赤尾正房酒店 本庄町3-12 22-2288 販売

87 赤司日田羊羹本舗 豆田町8-15 22-2240 販売

88 アカシ文具店 豆田町7-13 22-3723 販売

89 あきよし時計店 中央1-7-28 22-4046 販売

90 旭窓酒舗 豆田町8-12 22-3232 販売

91 旭饅頭 豆田町5-20 22-4751 販売

92 (資)あさひや商会　ベジ食ぶる 三本松2-7-1 22-0695 販売

93 (資)あさひや商会　やさい一番 田島字其田764-1 25-3150 販売

94 アタックス　日田店 ★ 大字三和字長迫740 25-5377 販売

95 あやめ薬局 大字三和659-3 28-5547 販売

96 池邉薬店 中津江村栃野2655-16 54-3614 販売

97 伊三郎製ぱん　日田店 玉川3-604-15 25-5027 販売

98 (資)石丸金物店　嶋屋本家 豆田町14-5 22-2356 販売

99 一本堂　大分日田店 南元町20-18　キヨトキビル1F 28-6135 販売

100 出光津江 上津江町川原4633-1 54-3626 販売
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101 岩尾薬舗 豆田町4-15 23-6101 販売

102 岩里薬局　本局 亀山町2-24 22-1800 販売

103 岩里薬局　三隈店 銭渕町16-11 22-1700 販売

104 岩澤商店 豆田町6-36 22-4225 販売

105 ウエノ商会 田島2-1-39 24-4705 販売

106 (株)魚福 隈2-5-15 22-3125 販売

107 ウッドアート楽 大山町東大山474-3 52-2032 販売

108 (有)宇野商店 天瀬町合田1978-35 57-2512 販売

109 (株)梅原石油　大山ＳＳ 大山町西大山3463-1 52-2018 販売

110 エディオン日田店 ★ 大字友田802-3 26-0100 販売

111 (有)大石楽器店 田島1-7-52 24-1128 販売

112 大石酒店 田島町493-7 22-3649 販売

113 (株)大分イエローハット　日田店 大字友田994 24-5537 販売

114 大分大山町農業協同組合　Aコープ 大山町西大山3487 52-3156 販売

115 大分大山町農業協同組合　鎌手支所 大山町西大山3487 52-2064 販売

116 大分大山町農業協同組合　給油所 大山町西大山3487 52-3003 販売

117 大分大山町農業協同組合　資材 大山町西大山3487 52-3151 販売

118 大分トヨペット(株)　日田店 若宮町1-18 22-7121 販売

119 (株)オオツカ　大塚酒店 中央1-5-12 22-2470 販売

120 お菓子の花月 豆田町8-33 24-7540 販売

121 お菓子の菊家　日田玉川バイパス店 大字十二町697-7 24-6222 販売

122 奥日田温泉　梅酒蔵おおやま 大山町西大山4587 52-3004 販売

123 おしゃれの店　水田屋 豆田町12-6 22-6739 販売

124 (株)かがし屋　日田店 南友田町123-1 23-7636 販売

125 梶原シルク商会 本庄町1-12 22-4749 販売

126 かどよし化粧品店 中央1-4-34 22-2422 販売

127 (有)かどよし商店 天瀬町馬原3735-1 57-3283 販売

128 狩野酒店 淡窓2-3-28 22-5440 販売

129 川村商店 上津江町川原1375-23 55-2170 販売

130 観光農園　トマトファーム 天瀬町馬原4664 74-6711 販売

131 木下酒店 豆田町13-4 22-2913 販売

132 ギフトギャラリー　ユーティ 上野町33-1 26-0707 販売

133 ギフトショップ　とまつ 三本松1-8-52 23-3151 販売

134 京橘 豆田町8-36 23-5258 販売

135 くすりのたんぽぽ 田島1-12-32 22-9038 販売

136 靴のそのだ 中央1-4-31 22-4589 販売

137 黒木酒店 殿町4205 29-2208 販売

138 薫長酒館 豆田町6-31 22-3121 販売

139 ケーズデンキ　日田店 ★ 三和676 27-5011 販売

140 合谷石油(有) 中津江村栃野2660-7 54-3524 販売

141 コープ　新治店 新治町463 24-6411 販売

142 コープ　三芳店 下井手町54 24-3348 販売

143 コスメティック　パティオ 日ノ出町87 23-0668 販売

144 こだわり大分 豆田町6-16 22-1288 販売

145 木の花ガルテン　大山店　梅蔵物産館 大山町東大山274-1 52-3530 販売

146 木の花ガルテン　大山店　農産品バザール館 大山町東大山274-1 52-3530 販売

147 (有)小林鮮魚店 中央1-394 24-0677 販売

148 サウンド　ざいつ 天神町47-8 23-8488 販売

149 サガラスポーツ(株) 三本松1-4-48 24-3663 販売

150 zakkaya nico 中央1-6-14 080-5245-2129 販売
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151 サムシングワールド 玉川3-671-5 24-1400 販売

152 (有)嶋津米穀プロパン 豆田町13-7 22-3371 販売

153 シュープラザ　日田店 大字渡里1122-1 27-6533 販売

154 障がい福祉サービス事業　ぴぃたぁパン 大字石井1501-4 23-5584 販売

155 将口ふとん店 元町16-2 22-2520 販売

156 SHO 田島2-154-2 28-8822 販売

157 (有)すぎのこ村ネットワーク 淡窓1-2-60 22-1192 販売

158 スキンケアハウス　矢野化粧品店 三本松2-6-45 23-6620 販売

159 slan(スラン) 豆田町6-14 22-1149 販売

160 西洋菓子処　ＭＯＭＯ 中央1-3-5香月ビル1Ｆ 27-5100 販売

161 セブン-イレブン　日田石井町店 大字石井字船渡603-5 22-9900 販売

162 セブン-イレブン　日田大山店 大山町西大山字宮ノ本902-2 52-3447 販売

163 セブン-イレブン　日田三本松2丁目店 三本松2-212-2 23-8663 販売

164 セブン-イレブン　日田庄手店 大字庄手869-1 24-2213 販売

165 セブン-イレブン　日田高瀬店 大字高瀬1223-2 24-3055 販売

166 セブン-イレブン　日田田島2丁目店 田島2-1-6 22-1739 販売

167 セブン-イレブン　日田天神町店 大字三和字渕ノ上110-1 23-3999 販売

168 セブン-イレブン　日田西有田店 大字西有田1305-1 24-1801 販売

169 セブン-イレブン　日田本町店 本町9-23 22-7265 販売

170 (有)ソシアオート 大字田島762-7 24-4671 販売

171 大國屋額縁店 亀山町1-29 22-2806 販売

172 大黒屋菓子舗 隈1-2-25 22-2363 販売

173 (有)大東自動車 大字高瀬525-3 23-2016 販売

174 ダイレックス　日田中央店 ★ 三本松2-7-33 27-6402 販売

175 (有)タカタ　ウイング 三本松1-1-1　府内産業ビル1階 24-0275 販売

176 武石電器 城町2-237-1 24-2820 販売

177 (有)タックス日田 上城内町401-2 24-0003 販売

178 田中茶舗 本庄町7-4 22-2629 販売

179 津江商店 中央1-6-13 22-3591 販売

180 釣具のまつお 大字庄手759-1 22-3968 販売

181 ディスカウントドラッグコスモス　玉川店 ★ 十二町792-5 25-6477 販売

182 ディスカウントドラッグコスモス　友田店 ★ 南友田町962-1 25-5520 販売

183 ディスカウントドラッグコスモス　日田三和店 ★ 大字三和158-1 25-5022 販売

184 ディスカウントドラッグコスモス　日田若宮店 ★ 竹田417-4 27-6464 販売

185 ディスカウントドラッグコスモス　日ノ出店 ★ 日ノ出町3-1 25-5393 販売

186 凸凹堂　天領日田 豆田町10-2 28-8411 販売

187 電'sかみかわ 中城町6-33 24-5934 販売

188 天領日田はきもの資料館　足駄や 豆田町3-11 28-6064 販売

189 東京靴流通センター　日田店 十二町464-1 22-0867 販売

190 (株)時計メガネ宝石のフジイ 三本松1-7-1 23-8888 販売

191 (有)豊田電器商会 本庄町7-5 22-4181 販売

192 鳥市　中央店 中央1-7-31 080-4278-2602 販売

193 中野酒店 三芳小渕町101 22-2992 販売

194 なかよしサイクルショップ 南元町318-3 22-2821 販売

195 肉と惣菜の千代屋駅前店 元町駅前通り15-2 22-2583 販売

196 (有)肉のふじや 田島1-7-42 22-3769 販売

197 ニトリ　日田店 ★ 大字友田1023-1 25-5800 販売

198 人形工房　平安 新治町477-1 23-0107 販売

199 布善製菓本舗 隈1-2-29 22-2514 販売

200 ハート トゥ ハート 元町20-1 22-2311 販売
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201 肌着・靴下のくしお 中本町5-26 22-2453 販売

202 ハタノ時計店 豆田町7-16 22-2885 販売

203 ハチミツの藤田 元町16-26 22-7252 販売

204 パッケージプラザはしまん 大字十二町62-8 28-5789 販売

205 はなの古賀　古賀生花店 本町3-29 23-6514 販売

206 (有)はなよし生花店 本町8-7 22-5644 販売

207 原　次郎左衛門蔵　豆田店 豆田町10-7 22-9090 販売

208 原田種苗 清岸寺町1052-1 22-1972 販売

209 (有)原田ビル　日田の里 中央1-1-11 22-3592 販売

210 明屋書店　日田店 ★ 大字十二町585-4 27-5335 販売

211 ヒサザトサイクル 日ノ出町30-3 23-8019 販売

212 久野鮮魚店 大字渡里字上瀬井手71-1サニー日田店内 24-6862 販売

213 日田九石販売(有) 大字石井1178-6 22-6061 販売

214 (公財)日田玖珠地域産業振興センター 三本松2-3-1 22-3115 販売

215 日田醤油　本店 丸の内町2-1 22-2456 販売

216 (株)日田製茶園 刃連町804-2 24-2155 販売

217 (株)日田ダイハツ 大字友田900-1 23-4128 販売

218 (有)日田電気ガスセンター 淡窓1-6-8 24-3121 販売

219 日田天領水販売所 中ノ島町647 22-7777 販売

220 ひたのお土産処　玉屋 豆田町9-1 090-2086-6181 販売

221 日田バス(株) 本町8-18 28-5810 販売

222 日田バスターミナル 元町18-1 22-7681 販売

223 日田模型 隈2-2-14 23-0346 販売

224 日田檸檬館～オーガニック専門店～ 中本町4-9 22-3355 販売

225 ひな御殿 豆田町13-6 080-4275-0898 販売

226 (株)フクシマプロパン 隈2-1-30 22-2807 販売

227 福地のうなるホルモン 田島2-12-49 23-1186 販売

228 (有)ふくや酒店 豆田町4-16 22-5313 販売

229 藤沢電器商会 下井手町1052-1 22-7634 販売

230 渕上屋 豆田町8-18 22-5618 販売

231 ブティック　アディーニ 中央1-7-7 24-4676 販売

232 ブランシール 淡窓1-5-38 22-8414 販売

233 ベストテックランド　New日田店 ★ 十二町浄明寺1-1 23-8131 販売

234 (有)ベッディングショップひさざと 日ノ出町28-1 22-0077 販売

235 ホームプラザ　ナフコ　日田店 ★ 大字上野字ダイム1-16 22-2141 販売

236 ポプラ日田　日の出町店 日ノ出町渡里23-1 25-6115 販売

237 ポプラ日田　若宮店 若宮町405-1 23-9707 販売

238 待鳥　松月堂 豆田町10-23 22-2319 販売

239 松浦松翁堂 隈1-3-31 22-2358 販売

240 (有)松浦薬局 元町16-3 22-2863 販売

241 (資)松美屋呉服店 三本松1-6-18 23-3171 販売

242 (有)丸記屋 淡窓1-69 22-6554 販売

243 マルマタしょう油 隈2-2-36 22-2050 販売

244 (有)みくま食肉惣菜 元町15-22 22-6666 販売

245 道の駅　水辺の郷おおやま ★ 大山町西大山4106 52-3630 販売

246 (株)三笘石油 大字三和財津町2639-1 24-3633 販売

247 みどりパン 東町2-6 23-8281 販売

248 みなとや 豆田町10-21 22-2787 販売

249 ミヤケ電器 亀川町800-6 22-7624 販売

250 宮崎サイクル 清水町752-1 23-0075 販売
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251 宮崎製菓 元町16-1 22-4332 販売

252 宮部自動車 中津江村栃野2315-1 54-3533 販売

253 むろいでんき 城町1-1-52 24-2533 販売

254 眼鏡市場　日田店 玉川3-671 22-8311 販売

255 メガネの三城　日田店 日ノ出町73-5 24-1517 販売

256 メガネのヨネザワ　日田インター店 清岸寺町1153-20 22-0511 販売

257 メガネのヨネザワ　日田本町店 本町10-5 28-5636 販売

258 本野はきもの工業 三芳小渕町1080-3 22-4460 販売

259 (有)森菊商店 隈2-8-13 22-2671 販売

260 森下商店 田島1-7-3 22-5756 販売

261 もりやま酒店 城内新町1658-2 23-3951 販売

262 矢野化粧品店 三芳小渕町69 22-3959 販売

263 ヤノメガネ　日田寿通店 中央1-4-31 23-6484 販売

264 ヤノメガネ　日田玉川バイパス店 玉川町599-1 24-3668 販売

265 Life design shop Areas 豆田町7-20 050-1048-7757 販売

266 リカーズ　AYABE 隈町1-1-20 29-8112 販売

267 れいめい 三本松1-7-4 24-3369 販売

268 (有)渡辺電器商会 豆田町7-17 22-2701 販売

269 味の栁原 三本松1-12-14 22-3128 飲食

270 居酒屋　いきなり 中本町6-16 23-9777 飲食

271 居酒屋　てるてるぼーず 中本町6-1高瀬ビル1F 080-4311-3271 飲食

272 居酒屋　びーだま 中央1-5-10 23-1233 飲食

273 居酒屋　連豊 隈2-4-17 22-9868 飲食

274 居酒屋　若大将 本庄町9-10 22-2966 飲食

275 (有)いた屋 港町3-33 22-1182 飲食

276 イタリア料理　イルマジック 中央1-6-33小山ビル1F 22-8777 飲食

277 一番どり 中央2-3-22 24-2703 飲食

278 居楽家　いろどり 日ノ出町40-8 28-8232 飲食

279 浮羽別館　新紫陽 天瀬町桜竹瀧ノ下357 57-3178 飲食

280 うまかもん亭　みずき 淡窓2-5-39 22-9553 飲食

281 梅乃庵 日高町1396 22-3393 飲食

282 ｍ＆ｍ 中央2-2-3 28-6450 飲食

283 大原屋 田島2-5-15 22-3661 飲食

284 お食事処　いろは 中央2-1-20 22-3368 飲食

285 おふくろ食堂 南友田町986-1 26-3088 飲食

286 おもてなしdining　至福 本庄町9-11 30-6336 飲食

287 ガスト　大分日田店 清岸寺町102-2 26-0341 飲食

288 caffel　ひなのさと 隈1-3-8 22-2134 飲食

289 カフェ　アリア 三本松1-8-11パトリア日田2階 090-5740-1231 飲食

290 カフェバー　リヒト 豆田町3-10 25-0010 飲食

291 カフェビヨリ 三本松1-1-27 28-6570 飲食

292 カレーハウスCoCo壱番屋　大分日田店 十二町460-1 25-5345 飲食

293 KIZAN倶楽部 隈1-3-16 28-5230 飲食

294 季節料理　花門 元町78 22-1337 飲食

295 喫茶　トレヴィ 三芳小渕町17 24-3471 飲食

296 きんかん 隈1-4-2 28-6333 飲食

297 (有)銀寿し 三本松1丁目12-40 22-3333 飲食

298 串亭　むくの 元町15-23 23-0009 飲食

299 串焼　元 元町16-7 23-1191 飲食

300 串焼の店　寿限無 中本町6-13 22-3312 飲食
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301 熊八うどん 天神町157-2 23-5498 飲食

302 茱萸の木 豆田町8-38 080-4273-5163 飲食

303 ゲストハウス　山海 大字高瀬字手崎1176-1 23-7180 飲食

304 けんちゃんうどん 中央1-7-16 22-6801 飲食

305 GOLDEN NOODLES サムライ 隈1-4-2 28-6323 飲食

306 琴音庵 淡窓2-4-38 23-6577 飲食

307 琴平温泉　游食庭琴ひら 琴平町1571-1 23-2700 飲食

308 寿家支店　中央店 中央1-8-4 080-8954-8131 飲食

309 木の花ガルテン　大山店　桜カフェ 大山町東大山274-1 52-3530 飲食

310 木の花ガルテン　大山店　農家レストラン 大山町東大山274-1 52-3530 飲食

311 木の花ガルテン　大山店　パン工房　田苑 大山町東大山274-1 52-3530 飲食

312 金比羅うどん　玉川店 玉川3-649-1 24-6300 飲食

313 サーティワンアイスクリーム　日田IC店 渡里71-1　サニー日田SC別棟 22-1431 飲食

314 讃岐屋玉三朗 大字十二町字前田601-2 24-4505 飲食

315 旬魚　旬菜　から草 本町4-1 22-6275 飲食

316 旬彩　フェルミエ 大山町東大山3213 52-2537 飲食

317 旬ノ宴 亀山町5-4 090-9792-5958 飲食

318 旬味　魚楽 中央1-3-2 23-8084 飲食

319 陣屋 元町17-14 23-6380 飲食

320 新焼き平 元町11-1 24-0089 飲食

321 すし金 亀山町5-10 22-5516 飲食

322 すし処おこぜ 隈2-1-12 23-5646 飲食

323 STAY＋CAFE　ENTO 元町11-1　JR日田駅2F 23-5701 飲食

324 ステーキハウス　そのだ 三本松2-7-10 23-5608 飲食

325 stepscolor 隈2-1-16 090-8419-3392 飲食

326 すなっく　いけ 隈町1-2-33　キングビル1F 23-1705 飲食

327 すなっく　華 隈2-5-26 22-3553 飲食

328 スナック　マリア 隈1-5-23日田未来ﾋﾞﾙ4F 090-1192-1331 飲食

329 炭火処　虎徹 大山町西大山4336-2 52-2222 飲食

330 SLOW cafe 丸山2-1-26 28-8322 飲食

331 瀬音・湯音の宿　浮羽 天瀬町赤岩3-5 57-3171 飲食

332 全徳祥 大字十二町475-1 29-8202 飲食

333 膳処　ごうや亭 中城町2-30 22-5002 飲食

334 想夫恋　花月店 天神町47-6 24-2218 飲食

335 想夫恋　総本店 若宮町416-1 24-3188 飲食

336 想夫恋　友田店 南友田町110-5 23-9360 飲食

337 そば馳走庵　草八 豆田町12-4 24-6337 飲食

338 泰公うどん 城町1-1-48 22-0366 飲食

339 大衆居酒家　いちふく 中本町6-6 22-5101 飲食

340 ダイニング　義々 新治町368 24-7333 飲食

341 大龍ラーメン　蔵龍 元町13-4 25-5559 飲食

342 たかむら 丸山1-7-8 22-2316 飲食

343 (有)寶屋 元町13-1 24-4366 飲食

344 宅呑み屋　パプリカ 隈2-8-1　ロイヤルパークビル1F 090-9720-3504 飲食

345 旅の宿　さつき 本町1-1 22-2862 飲食

346 ちそうや　こてつ 中本町6-10 24-6444 飲食

347 中華　さと 元町13-20再開発住宅102号 22-1962 飲食

348 手打の庄　蔵屋 元町12-11 22-2203 飲食

349 手造りおはぎ　田舎庵 豆田町146-1 24-7182 飲食

350 天然鮎・日本料理　春光園 隈1-3-3 22-2824 飲食
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351 天ぷら　まる喜 南友田町998 29-8910 飲食

352 天領酒場　三丁目 隈2-1-20 22-8155 飲食

353 東華ファミリー　日田店 三本松1-1-26 22-2969 飲食

354 陶遂園 上野町474-1 24-4122 飲食

355 秋子想 豆田町8-8 23-5770 飲食

356 (有)ドライブイン古城　金比羅亭 吹上町1129-2 23-6222 飲食

357 (有)ドライブイン古城　夜明本店 大字友田大川平3196-1 27-2907 飲食

358 虎ノ助 隈1-5-23日田未来ﾋﾞﾙ101 29-8033 飲食

359 とり千(田島店) 淡窓町1-1-49　藤下ビル1F 22-2202 飲食

360 TORISEN(若宮店) 東町609-1 22-0106 飲食

361 日本料理　ゆずはん 隈1-2-6 24-3006 飲食

362 Bar if… 中本町6-7 22-1012 飲食

363 博多らーめん　勝福 南友田町988 24-6256 飲食

364 伯亭　若の屋 豆田町7-31 24-3737 飲食

365 HAZEBO COFFEE 田島本町5-33平和ビル1F 22-7722 飲食

366 パティオ　ふじ 亀山町1-17 22-2494 飲食

367 ＨＡＮＡ　ＨＡＮＡ 元町17-20　spotビル1F 090-1161-5559 飲食

368 華大和 隈2-2-5 22-1455 飲食

369 bajio 豆田町14-7 24-2333 飲食

370 ハンドメイドキッチンOJ　インター店 吹上町1130-5 24-0005 飲食

371 ハンドメイドキッチンOJ　若宮店 若宮町434-1 24-2788 飲食

372 ピザ　イソップ 天神町111-11 22-0177 飲食

373 ビストロ　菜の卓 本町8-21 22-1140 飲食

374 Ｈｉｔａ2989 中央1-1-1 090-6424-2989 飲食

375 ひた町の日本酒ＢＡＲ　やなぎ屋 港町1-14 080-8585-8991 飲食

376 Pure 隈1-2-33　キングビル1F 26-0928 飲食

377 ぶっかけ亭　川原町店 川原町1104-1 080-6413-4198 飲食

378 ぶっかけ亭　田島店 田島2-7-10 24-5251 飲食

379 フリーダム 隈1-1-28　伊藤店舗ビルB1 23-6978 飲食

380 古里食房　傳 大字東有田1332-2 27-7488 飲食

381 ホテル　ソシア 元町17-3 24-6000 飲食

382 マリエールオークパイン日田 日ノ出町1-1 22-1155 飲食

383 民宿と御食事の里　ひろしげ 前津江町柚木1193-7 53-2649 飲食

384 麦屋 豆田町14-3 24-2246 飲食

385 麦屋カフェ 豆田町9-2 28-5582 飲食

386 もつ焼きラボ　まめ吉 豆田町12-4 25-0070 飲食

387 もつ料理　幸 元町17-15 22-0835 飲食

388 焼きそば専門店　金飯店 大宮町1219-1 28-5858 飲食

389 やきとり　寿家支店 亀山町1-30 24-3065 飲食

390 やきとり　寿家本店 隈2-5-24 22-2283 飲食

391 焼肉・しゃぶしゃぶ　将軍 中央2-6-24 22-6247 飲食

392 八坂庵 隈2-6-11 23-7708 飲食

393 優しいスパイスカレーのお店　ヒツジとトラ 中央1-6-6WAKATAKE1F 090-9340-1615 飲食

394 彌助すし　本庄町店 本庄町3-9 22-2216 飲食

395 ゆりかご 隈2-1-18 22-3904 飲食

396 らーめん食堂　太士 三本松1-12-8 090-3882-0057 飲食

397 レストラン　かじか 亀山町5-6 22-2973 飲食

398 レストラン　銀の鈴 中ノ島町635-1 28-5200 飲食

399 レストランひよし 中央1-1-2 22-2958 飲食

400 和牛焼肉　五葉苑 財津町2635-4 24-3302 飲食



9/10

★大型店では電子商品券はご利用いただけません。 令和２年１２月４日現在

店舗名 大型店 所在地 電話番号 業種

コロナに負けるな！プレミアム付商品券　参加店一覧

401 和食工房　新 丸の内町4-19 24-1618 飲食

402 旭屋書店 元町18-15 22-2817 その他

403 足もと屋 銭渕町4-1　ハウスYOU101 28-6919 その他

404 あまがせ観光案内所 天瀬町桜竹540-1 57-2166 その他

405 イサゴタクシー(株) 隈2-3-17 22-3135 その他

406 (株)石井佛檀店 若宮町5-49 22-3694 その他

407 うめ乃ゆ 大山町西大山4602-4 52-3355 その他

408 オートバックス・日田店 新治町312-1 28-5944 その他

409 奥日田温泉　うめひびき(日帰り温泉) 大山町西大山4587 52-3700 その他

410 (株)おそうじバスターズひた 玉川3-624-22 26-0212 その他

411 (有)カードクター・フカミ 新治町10-1 23-6072 その他

412 カーメンテナンスクロキ 藤山町2824-2 26-5888 その他

413 河津電工 大字庄手303-1 090-4991-8555 その他

414 亀山亭ホテル 隈1-3-10 23-2191 その他

415 靴・バッグ工房　ハトヤ 小迫町15-1 23-0277 その他

416 琴平温泉　ゆめ山水 琴平町1571-1 23-7726 その他

417 サムズ　アップ　リラクゼーション 玉川3-683-2 25-1144 その他

418 salon de coiffure　和田 三本松1-6-22 22-3663 その他

419 山荘　山の家 中津江村栃野3807(田の口) 54-3568 その他

420 サンパティックヘア 三本松1-6-22 23-1904 その他

421 JTB総合提携店　トラベルサロン日田 本庄町1-13 22-4317 その他

422 (株)地元新聞社 玉川3-624-22 22-5324 その他

423 小京都の湯　みくまホテル 隈1-3-19 23-3000 その他

424 白手橋自動車(株) 大字川下82-1 24-1500 その他

425 (株)ソフィックス 大字高瀬1233-1 23-8691 その他

426 大明タクシー(有) 大字大肥1491-3 28-2333 その他

427 Cheｋa 吹上町4-6 30-4140 その他

428 手もみ処　楽らく堂 本庄町2-15 28-6676 その他

429 天領日田資料館 豆田町11-7 24-6517 その他

430 ニコニコレンタカー　日田駅前店 元町18-18 28-5761 その他

431 (有)西日本ひまわり自動車 大字東有田2685-3 22-0069 その他

432 Nailsalon&school moco 隈1-2-24 080-5202-5996 その他

433 ハトヤ　イオン店 南元町14-22 24-5860 その他

434 ハトヤ　COOP新治店 新治町463 23-5438 その他

435 ハトヤ　COOP三芳店 下井手町54 22-0568 その他

436 ハトヤ　サニー店 大字渡里字上瀬井手71 23-7065 その他

437 ハトヤ　三本松店 三本松2-7-33 25-1122 その他

438 ハトヤ　ステイタス店 中央1-1-8 24-6412 その他

439 ハトヤ　日の出店 大字渡里字大道町53-5 23-2887 その他

440 ハトヤ　ひまわり店 田島本町9-21 24-3877 その他

441 ハトヤ　森のクリーニング園(本店) 小迫町15-1 23-4024 その他

442 ハトヤ　ゆめマート店 大字十二町564-1 24-2255 その他

443 日田市観光案内所 元町11-3 22-2036 その他

444 (有)日田ディナーサービス(宅配・介護のあいあい) 大字三和999-1 24-4667 その他

445 日田の宿　よろづや 隈1-3-12 22-3138 その他

446 (株)日田ビル管理センター 玉川3-624-22 22-2525 その他

447 美容室　ワンダ 川原町1096-1 22-1993 その他

448 藤山観光 大字三和95-1 23-9964 その他

449 (有)古野種苗園 三本松1-1-12 22-2988 その他

450 hair make ephana 田島1-8-7田島第2ビル1F 22-0544 その他
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451 ヘアサロン　髪風 上城内町3-2 22-7705 その他

452 豆田ロール　粋 豆田町11-8 23-2202 その他

453 まゆみ美容室 隈1-5-8 22-3463 その他

454 三隈工業(株) 石井町2-581-1 23-6191 その他

455 みるき～すぱ　サンビレッヂ 天瀬町赤岩108-1 57-3461 その他

456 山西自動車(株) 若宮町391-1 22-6151 その他

457 UQモバイル取扱店・J-PICモバイルステーション　日田店 元町18-18 28-5741 その他

458 理容うすい 三本松1-8-49 23-8985 その他

459 レディース　シェービング＆エステティックサロン　髪風 上城内町3-2 070-2395-1658 その他


