
みやまスマイルペイ2022お年玉加盟店

カテゴリ 店舗名 住所 電話番号

2021/12/23現在

食べる（飲食店）

赤身焼肉の２９２９ 福岡県みやま市高田町濃施568-1 0944-64-2929

あづま寿司 みやま市高田町北新開539 0944-22-2030

憩処　ぴん 福岡県みやま市瀬高町下庄1554-1 0944-62-5205

石窯ピッツァナチュレ みやま市瀬高町大江2328 080-6433-3866

itatemu-ka みやま市高田町濃施369-2-2F 0944-22-2666

いなほ焼き 福岡県みやま市瀬高町大江2328　道の駅 092-406-7387

うまかっちゃん食堂 みやま市瀬高町下庄2192 090-3192-4836

お食事処　なかはら みやま市山川町尾野608-1 0944-67-1182

かぐらや 福岡県みやま市瀬高町大江2328 みちの 090-197-1130

カフェむさしの みやま市高田町海津345 080-6455-3139

カラオケ花花　みやま店 福岡県みやま市瀬高町下庄525-2 0944-63-8700

喜よし食堂 みやま市瀬高町小川222-7 090-6630-2323

ぎんびしゃ みやま市瀬高町下庄2219-1 0944-62-7833

串あげいけすせるり 福岡県みやま市瀬高町下庄2199　今村産 0944-88-9993

串屋せん 福岡県みやま市瀬高町下庄2144-4 0944-63-6969

GENZO 福岡県みやま市瀬高町濱田128-1 0944-63-7505

さかき みやま市瀬高町下庄2313-23 0944-62-2075

さくらテラス 福岡県みやま市瀬高町小川15-1 0944-85-8139

スナックミント みやま市瀬高町下庄2192 090-3192-4836

スナック葵 みやま市瀬高町下庄1535-1　MKビル1F 0944-63-2330

創作ダイニング　海菜魚 みやま市瀬高町下庄2219-1 0944-62-3444

そば茶寮　桃乃香 福岡県みやま市瀬高町本郷1823-1 0944-62-5500

天狗寿司 福岡県みやま市瀬高町小川226-3 0944-63-7477

とり博 福岡県みやま市瀬高町下庄2252-1 0944-63-8419

とり小屋　暖古扉 福岡県みやま市高田町濃施369-2 0944-22-2666

ニク・ダイナーイワナガ 福岡県みやま市瀬高町大江2328　道の駅 0944-63-8868

の鶴饅頭 みやま市瀬高町下庄2000 0944-62-3535

Bacchu’ｓ 福岡県みやま市瀬高町下庄1384 090-4486-5855

花より団ご 福岡県みやま市瀬高町太神1326-1 0944-62-2522
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カテゴリ 店舗名 住所 電話番号

2021/12/23現在

食べる（飲食店）

ふじ乃や季心堂 福岡県みやま市山川町立山1303-8 0944-67-3190

ふみ屋 みやま市瀬高町坂田802 0944-62-6025

満月の光 みやま市瀬高町下庄2207松延ﾚﾝﾄ2階東 080-4280-6674

焼肉小柳 みやま市瀬高町坂田1070-1 0944-63-7154

焼肉ソウル瀬高店 福岡県みやま市瀬高町下庄1571-13 0944-63-3833

柳寿司 みやま市瀬高町下庄2146-2 0944-62-2066

やよい 福岡県みやま市瀬高町大江992-3 0944-64-1177

余韻 福岡県みやま市山川町尾野1748-4 0944-67-1152

らーめん屋　天照 福岡県みやま市瀬高町坂田186-1 0944-62-7123

里沙の店　カフェ 福岡県みやま市瀬高町本郷1348-4 0944-63-7277

龍商店 福岡県みやま市高田町南新開909 0944-22-5227

料理屋　ソノサキ 福岡県みやま市瀬高町下庄1718-10 0944-63-2019

レストラン和蘭豆 福岡県みやま市瀬高町下庄2360-1 0944-62-4276

レストラン　橋 福岡県みやま市瀬高町下庄2192 0944-62-2827

食べる（販売・食品）

アクアヴィテ 福岡県みやま市瀬高町下庄1384 0944-62-2370

アスタラビスタ高田店 みやま市高田町北新開字古賀209 0944-64-5111

アスタラビスタ瀬高店 みやま市瀬高町小川212-1 0944-64-4155

アスタラビスタ下庄店 みやま市瀬高町下庄字筒井1537-1 0944-62-2695

江口かまぼこ 福岡県みやま市高田町徳島253-2 0944-22-5021

江崎酒類販売株式会社 みやま市瀬高町上庄176-2 0944-62-2167

江の浦海苔本舗 福岡県みやま市高田町徳島320-4 0944-22-2252

柿原酒店 福岡県みやま市高田町亀谷1165 0944-67-2035

菓子工房　あづまや　本店 みやま市高田町濃施504-2 0944-22-5545

菓子工房　あづまや　道の駅みやま 福岡県みやま市瀬高町大江2328 0944-22-5545

（株）キイチロウ みやま市瀬高町上庄159 0944-62-2534

菊美人酒造 福岡県みやま市瀬高町上庄183 0944-62-3001

古賀茶業株式会社 福岡県みやま市瀬高町下庄493-1 0944-63-2333

サイトウフルーツ・ママキッチン 福岡県みやま市瀬高町下庄1533-3 0944-63-2219
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カテゴリ 店舗名 住所 電話番号

2021/12/23現在

食べる（販売・食品）

しんえい みやま市高田町南新開273-2 0944-22-3032

株式会社ズッペン みやま市瀬高町長田3351-1 0944-63-2020

セブンイレブン　みやま小川店 みやま市瀬高町大江2333-1 0944-63-3165

鮮魚野　徳永 みやま市瀬高町下庄2219-1 0944-62-3370

有限会社　髙田商会 みやま市瀬高町下庄2148-1 0944-63-2203

タカ食品工業株式会社 福岡県みやま市瀬高町小川1189-1 0944-62-2161

田中羊羹本舗 福岡県みやま市瀬高町長田2624-2 0942-52-3224

玉水酒造 みやま市高田町舞鶴214-1 0944-67-2001

CHEER SALON みやま市瀬高町大江1699-1 080-3945-8628

チョコレートハウスココロ瀬高 みやま市瀬高町長田755-1 0944-63-3006

天然酵母みやまパン　えん みやま市瀬高町大江727-2 0944-62-6263

天狗堂 みやま市山川町尾野1790 0944-67-0447

ドラッグコスモスみやま高田店 みやま市高田町濃施580 0944-64-5002

ドラッグコスモス瀬高店 みやま市瀬高町文廣1624-1 0944-67-5050

ドラッグストアモリ高田店 みやま市高田町今福638 0944-22-3377

ドラッグストアモリ瀬高店 みやま市瀬高町下庄1678番地 0944-62-6088

鳥小屋　haru　キッチン みやま市瀬高町文廣1915-5 090-1366-8686

肉匠・岩永源蔵本店 福岡県みやま市瀬高町下庄2474-2 0944-62-2086

肉の吉田（同） みやま市瀬高町下庄2219-1 0944-62-2623

有限会社　橋本製茶 福岡県みやま市瀬高町小川556-1 0944-62-3878

八ちゃん堂工場直売所 福岡県みやま市山川町尾野826-2 0944-64-6956

ふぉれすときゃっと 福岡県みやま市瀬高町坂田64-1 0944-88-9114

マークス内  　 酒類販売 福岡県みやま市高田町田尻1425 0944-22-5952

松尾米穀店 福岡県みやま市山川町原町408 0944-85-5233

水茶屋樹徳庵 福岡県みやま市瀬高町小川1665-4 0944-63-6711

道の駅みやま 福岡県みやま市瀬高町大江2328 0944-67-6477

Miyama Lab みやま市瀬高町大江2328 0944-63-8438

みやマルシェ みやま市瀬高町下庄2317-2 090-9471-0455

明治牛乳高田町販売店 福岡県みやま市高田町濃施643-84 0944-22-4290

Rencontre 福岡県みやま市瀬高町松田2011 090-7298-0877
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カテゴリ 店舗名 住所 電話番号

2021/12/23現在

食べる（販売・食品）

良質計画 みやま市山川町北関747 0944-67-1238

Yショップ　熊川酒米店 福岡県みやま市高田町濃施311-5 0944-22-5871

若大将市場 福岡県みやま市高田町濃施21-1 0944-22-5049

装う

エルウシジマ 福岡県みやま市高田町濃施397-1 0944-22-5030

クロキ ビスポーク ルーム 福岡県みやま市瀬高町高柳223-1 0944-63-5867

高石時計店 福岡県みやま市瀬高町下庄1381-2 0944-62-2462

中尾かすり店 福岡県みやま市瀬高町大江2334-2 0944-63-2106

ファッション　ロビン みやま市瀬高町下庄392-1 0944-62-2056

フクミツ 福岡県みやま市瀬高町下庄1996-15 0944-63-2201

婦人服のうめの 福岡県みやま市瀬高町下庄2207 0944-62-4996

(有)ベーカーズナカガワ　くろわっさ 福岡県みやま市瀬高町下庄1528-6 中川 0944-63-6868

松尾呉服店　絵夢　パンハニーベル みやま市高田町下楠田1594番地 0944-22-5432

村上屋 福岡県みやま市瀬高町下庄2134-4 0944-62-2313

山城衣料 福岡県みやま市山川町尾野2132-7 0944-67-0409

里沙の店 福岡県みやま市瀬高町本郷1348-4 0944-63-7277

学ぶ

あゆみ進学教室 みやま市瀬高町下庄2313-18 0944-64-1087

医療

くすりのせたか 福岡県みやま市瀬高町小川1148-4 0944-63-5477

（株）田中薬局 福岡県みやま市瀬高町下庄2060 0944-63-4691

東山薬局 福岡県みやま市瀬高町長田805-1 0944-62-2866

松本接骨院 みやま市瀬高町上庄762-3 0944-63-5323

造る

浦建設（株） みやま市高田町南新開74 0944-85-8265

遊ぶ

筒井時正玩具花火製造所 みやま市高田町竹飯1950-1 0944-67-0764
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カテゴリ 店舗名 住所 電話番号

2021/12/23現在

暮らし

株式会社相光エネルギーセントレア 福岡県みやま市瀬高町下庄1616 0944-62-2174

アブラ屋　キタハラ酒店 福岡県みやま市山川町甲田334 0944-67-2715

上野造園 福岡県みやま市高田町下楠田2000-74 0944-22-3395

江﨑商店 福岡県みやま市瀬高町東津留539-6 0944-63-6011

大城モータース みやま市瀬高町下庄812-1 0944-63-7300

御座敷梅林　青輝園 福岡県みやま市山川町尾野1403-2 090-8357-3686

お仏壇　墓石のまつお 福岡県みやま市瀬高町長田874-2 0944-62-3721

金子時計店 福岡県みやま市瀬高町下庄1996-16 0944-62-2209

有限会社　ガレージ横欧 福岡県みやま市瀬高町下庄1935-1 0944-62-3335

ギフトギャラリー石橋 福岡県みやま市瀬高町下庄1826-17 0944-62-2322

九州車輌販売(有)高田店 福岡県みやま市高田町濃施561-5 0944-22-3700

グッデイ瀬高 みやま市瀬高町文廣1662 0944-63-4781

有限会社熊川電機商会 福岡県みやま市瀬高町下庄2219-8 0944-62-2916

クリーニングまるまさ みやま市高田町下楠田1684 0944-22-5458

髙口石油株式会社 福岡県みやま市高田町黒崎開731-1 0944-22-5255

古賀書店 福岡県みやま市瀬高町下庄2467 0944-62-3265

サカタオートサービス 福岡県みやま市瀬高町長田3332-1 0944-62-2589

株式会社　三和屋 福岡県みやま市瀬高町下庄2181 0944-62-2340

サンステップ　福祉用具貸与事業部 福岡県みやま市瀬高町下庄705 0944-62-5562

杉野モータース 福岡県みやま市高田町江浦町206 0944-22-5342

（株）須崎ふとん店 福岡県みやま市高田町濃施296 0944-22-5446

象牙堂めがね店 福岡県みやま市瀬高町下庄1568-1 0944-62-3567

高田家電サービス みやま市高田町竹飯1821-1 0944-67-2851

高尾自動車株式会社 福岡県みやま市瀬高町下庄526-2 0944-63-6633

高尾商会 福岡県みやま市瀬高町高柳297-4 0944-62-4666

田中自動車 みやま市高田町濃施232-1 0944-22-2949

田中畳店 みやま市瀬高町小川1012-3 0944-62-2889

株式会社　堤自動車 福岡県みやま市瀬高町文廣1573-4 0944-62-3709

電’sたなか 福岡県みやま市高田町濃施225-3 0944-22-5150

トータルケア　げんき みやま市瀬高町山門1314-2 090-5470-5549
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カテゴリ 店舗名 住所 電話番号

2021/12/23現在

暮らし

中尾電器商会 福岡県みやま市高田町竹飯1178 0944-67-2622

永井理容 みやま市高田町江浦町255-2 0944-22-5819

永江商会 みやま市高田町江浦町532-1 0944-22-5116

橋本節句物店 福岡県みやま市瀬高町下庄1435 0944-62-3780

服部自動車板金塗装工場 みやま市山川町立山41-1 0944-67-2939

有限会社花徳 みやま市瀬高町下庄1598 0944-63-7778

花のくぼた 福岡県みやま市瀬高町下庄1560-3 0944-62-2513

はんの希光堂 福岡県みやま市瀬高町下庄2110-7 0944-63-7611

ビオガーデン 福岡県みやま市瀬高町坂田169 0944-63-3133

有限会社ビレッジヒル野原 福岡県みやま市高田町濃施470-1 0944-22-4854

富士自動車整備工場 みやま市瀬高町長田499-4 0944-63-3451

FlowerShop＆Planning貴咲 福岡県みやま市高田町濃施21-1 0944-22-4487

FuWaRi みやま市高田町下楠田2000-46 080-6431-9070

ヘアーサロンHIDE みやま市高田町下楠田1624 0944-22-6535

ペンギン夢楽 福岡県みやま市山川町尾野1748-4 0944-67-0442

(有)ボナールこば みやま市瀬高町下庄2439-7 0944-62-2100

松尾電器 福岡県みやま市瀬高町大江1338 0944-63-6088

松木デンソーサービス みやま市瀬高町下庄524-1 0944-63-6300

武藤モータース 福岡県みやま市高田町徳島193 0944-22-5455

武藤ふとん店 みやま市瀬高町上庄228-1 0944-63-2449

矢部川クリーニング商会 みやま市瀬高町下庄2000-1 0944-62-2430

ユーデンせたかや 福岡県みやま市瀬高町文廣1559-1 0944-62-2516

住む

アサミヤ みやま市瀬高町上庄597-4 0952-27-0823

板橋建設 福岡県みやま市瀬高町上庄578-6 0944-62-4418

今村弘建設 福岡県みやま市瀬高町下庄698-1 0944-62-4314

エーケーデザインラボ 福岡県みやま市瀬高町下庄1718-9 0944-78-9135

株式会社江上組 福岡県みやま市瀬高町下庄2460-1 0944-63-7557

沖産業 福岡県みやま市山川町原町149 0944-67-1463

6/8 ページ



カテゴリ 店舗名 住所 電話番号

2021/12/23現在

住む

株式会社GoodLife みやま市瀬高町下庄1717-6 0944-88-9712

ケイテック みやま市瀬高町下庄2422-5 0944-63-4834

小宮電設株式会社 福岡県みやま市高田町南新開245-2 0944-22-4504

有限会社　サンエー住設 福岡県みやま市瀬高町松田875 0944-62-3019

株式会社三和不動産 福岡県みやま市高田町濃施231-2 0944-22-6770

谷村畳店 福岡県みやま市高田町南新開178-4 0944-22-5182

（有）堤ハウジング みやま市瀬高町大江2334-2 0944-63-5704

トータル電機サービス 福岡県みやま市瀬高町長田1833 0944-62-5976

福山塗装工業 みやま市高田町飯江277-1 0944-64-9922

（株）松田組 福岡県みやま市高田町田尻927-1 0944-22-5801

その他

アジアンヒーリング・グラマラスシャイ みやま市高田町濃施162-3 0944-22-2278

有明交通（株） 福岡県みやま市高田町濃施461-1 0944-76-3310

運転代行　ON AIR みやま市瀬高町下庄2443-3 0944-63-6674

（有）大木種苗園 みやま市瀬高町下庄2149-1 0944-62-2044

all.hair 福岡県みやま市瀬高町下庄2346-6 0944-85-7885

カイヤのタネ 福岡県みやま市高田町北新開447-2 0944-22-5872

（株）椛島印刷 みやま市高田町濃施342-1 0944-22-5117

(株)国際観光社 みやま市瀬高町高柳272-2グレースハイ 0944-63-3875

サイキ　グルーミング　オム みやま市瀬高町下庄2305-8 0944-62-3211

C. みやま市瀬高町上庄228-1 0944-63-2449

Scissors Crib みやま市瀬高町下庄2117-6 0944-63-7263

ChouChou 福岡県みやま市瀬高町上庄679-2 0944-85-8886

スタジオ桑野 福岡県みやま市高田町北新開216-9 0944-22-6460

せたかタクシー 福岡県みやま市瀬高町下庄2313-18 0944-63-5152

セブンイレブン　みやま上坂田店 福岡県みやま市瀬高町坂田1024-1 0944-63-8656

セブンイレブン　みやま瀬高本郷店 福岡県みやま市瀬高町本郷2704-2 0944-63-7780

セブンイレブン　みやま河内店 福岡県みやま市瀬高町河内2612-1 0944-62-5567

セブンイレブン　みやま恵比須町店 福岡県みやま市瀬高町下庄1596-11 0944-63-7702
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セブンイレブン　高田今福店 福岡県みやま市高田町今福665-1 0944-22-3661

合名会社 田中モータース 福岡県みやま市瀬高町下庄1548-1 0944-63-6611

テリア・ヘアー みやま市瀬高町山門1461 0944-62-4167

ニコニコ光タクシー 福岡県みやま市瀬高町文廣1977-45 0120-60-3318

ネットワーク 福岡県みやま市瀬高町下庄2199-2 0944-63-5589

Pino HAIR みやま市山川町甲田334 0944-67-0066

ビューティーサロン　パステル 福岡県みやま市瀬高町坂田67-1 0944-62-4169

ビューティ　パピーペット みやま市高田町濃施 0944-22-5066

Hair Room FULLER みやま市瀬高町上庄1248 0944-63-8680

hair machinery ELEMENTS みやま市高田町濃施162-3 090-1977-7818

柳詰武道具 福岡県みやま市高田町江浦町542 0944-22-6800

吉井スタジオ みやま市瀬高町小川884-1 0944-62-3419
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