
生活支援商品券について
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業者の経済支援と、町民の生活支援のため、須恵町生
活支援商品発行事業を行なっています。

 生活支援商品券の窓口支給について 
　令和２年４月27日において須恵町の住民基本台帳に記録されている各世帯へ、7月上旬に須恵町生
活支援商品券を送付しましたが、商品券のお受け取りができなかった人は役場で受け取りができます。
必要書類をご持参の上、須恵町役場�2階の地域振興課までお越しください。
●�必要書類
　�◆対象世帯の世帯主本人がお越しになる場合
　�・世帯主の本人確認ができる身分証明書
　�◆世帯主以外がお越しになる場合
　�・世帯主からの委任状（窓口や須恵町のホームページに用意しています。）
　�・代理人の本人確認ができる身分証明書
　�　※同一世帯でも世帯主以外の人が商品券を受け取る場合は委任状が必要となります。
　�◆成年後見人がお越しになる場合
　�・対象世帯主を後見していることが分かる成年後見登記事項証明書
　�・成年後見人の身分証明書

本人確認ができる身分証明書とは
　1）�官公署発行の顔写真付きの身分証明書（運転免許証・マイナンバーカード・写真付き住民基

本台帳カード・パスポートなど）のいずれか1点
　2）�上記の身分証明書をいずれもお持ちでない人は、健康保険証、介護保険被保険者証、年金

手帳など氏名が記載されているものから2点以上

【お願い】�世帯内でトラブルの無いよう、十分協議したうえで、受け取りをお願いします。

 大型店舗にて使える券種について 
　生活支援商品券は2種類あり、「共通券」は全ての加盟店舗でご利用できますが、「小規模店用」の券は
大型店でご利用できませんのでご注意ください。

 次ページに最新の加盟店舗一覧を掲載しておりますので、ご確認ください。
問�総務課�新型コロナウイルス対策室　☎ 932-1151（内線251）

¥500

　問…問い合わせ先　

全ての加盟店舗で利用可 大型店舗において利用不可
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店　舗　名 電話番号 地区

サ
ー
ビ
ス
業

須恵町シルバー人材センター 092-936-3201 旅　石
實﨑ウィード・プリベント 092-935-5711 植　木
須恵カメラ　クリーニング　ダ・カーポ 092-932-5315 須　恵
吉松源昭行政書士事務所 092-931-0593 須　恵
公文式　須恵中央教室 090-5016-2622 須　恵
オートセンターナガマツ 092-936-9497 植　木
オーバーラップ 092-936-5258 植　木
木藤自動車整備工場 092-934-0206 須　恵
須恵ゴルフセンター 092-932-3111 上須恵
タイセイゴルフセンター 092-936-4151 旅　石
ビューティボディカルケア　LOVIE ～ラヴィ～ 092-932-8005 上須恵
よもぎ蒸しサロン　POT 092-692-6659 佐　谷
カラオケひなた 092-410-5325 佐　谷
たびっとくんツアー 092-415-6311 博多区

理
　
容
　
業

ヘアーガーデン・アストレア 092-933-0588 須　恵
カットルームOrigin 092-287-2761 上須恵
サロンド・シマ 092-932-7902 上須恵
hair�salon�tomonaga 092-932-2999 須　恵
ヘアースタジオ　mint 092-937-3536 植　木
WGL�natural�hair 092-936-1223 旅　石
HAIR�design�ナナマリア 092-692-1661 植　木
理容ホリタ 092-935-1084 旅　石
カットサロン正樹 092-935-0829 旅　石
ワミレスサロン YOU 092-932-1812 上須恵

医
療
・
福
祉

正信会　水戸病院 092-935-3755 旅　石
須恵外科胃腸科医院 092-936-2355 植　木
太田整形外科 092-932-8877 須　恵
木下歯科医院 092-934-2022 新　原
木村歯科医院 092-933-0330 上須恵
國廣歯科医院 092-935-0419 旅　石
辻󠄀󠄀歯科医院 092-935-4611 植　木
あおば薬局 092-934-2428 上須恵
うぐいす薬局 092-932-4800 新　原
しみず治療院 092-935-6782 植　木
あおぞら整骨院 092-692-6628 旅　石
かすや整骨院 092-933-4557 上須恵
なないろ整骨院 092-609-9437 須　恵
介護老人保健施設　ニューライフ須恵 092-937-1055 旅　石
特別養護老人ホーム　恵昭園 092-933-1600 上須恵
介護老人保健施設　若杉の里 092-933-1630 上須恵
総合福祉サービス　アイル 092-932-2010 須　恵

建
　
設
　
業

アス 092-405-5588 植　木
稲永瓦 090-8768-7979 須　恵
M�K 092-410-0387 志免町
小野工務店 092-934-0245 上須恵
職人集団　快 092-405-6558 植　木
五水設備 092-933-5311 上須恵
蔵座建築士事務所 092-932-5916 上須恵
豊田設備 092-933-4037 上須恵
長澤工務店 092-933-0008 上須恵
なかむた建築設計 092-934-1405 上須恵
中村アルミ建材 092-933-5164 佐　谷
久永商会 092-933-0519 上須恵
藤木良弘設備 092-933-3003 上須恵
森広設備工業 092-933-6890 須　恵
若杉建設 092-935-6668 植　木
ツルタ 092-410-2416 植　木
ロックホームサービス株式会社 092-402-6969 東　区

製
造
業
竹田たたみ店 092-932-7751 須　恵
日食 092-937-3355 植　木

店　舗　名 電話番号 地区 テイク
アウト

飲
　
食
　
業

ぺんぺん草 092-932-8214 須　恵 ●
とり須恵 092-933-7812 須　恵 ●
味処　新生 092-932-7963 須　恵 ●
陸海喰 090-8666-9523 須　恵 ●
和膳　花庵 092-518-8827 新　原 ●
ウエスト須恵店 092-957-6360 須　恵 ●
宮園 092-936-7750 旅　石 ●
海鮮居酒屋　安河内 092-932-5203 須　恵 ×
ロッキー 092-934-1312 須　恵 ×
うどん処　笑美 080-8554-9119 須　恵 ×
小料理　大丸 092-932-2240 須　恵 ×
明定 092-936-5577 植　木 ×
六味旬蔵 092-937-2760 旅　石 ×
白龍ラーメン 092-937-1212 旅　石 ×
旬鮮処　まこと家 092-935-3738 志免町 ×

ス
ナ
ッ
ク

スナック　夢＆夢 092-518-8908 須　恵
流恋草 092-932-2267 須　恵

運
輸
業

今泉交通 092-935-0047 植　木
美風交通 092-410-1841 佐　谷
個人　雅タクシー 092-933-0037 須　恵

小
　
売
　
業

長沢ストアー 092-932-0123 上須恵
立石商店 092-935-0232 旅　石
藤野鮮魚 092-935-3684 旅　石
ウルトラ肉や 092-710-8149 植　木
うさ手羽 080-9108-1254 旅　石
須恵町自然食普及センター　なちゅらす 092-933-1709 上須恵
YUZUKA 092-692-6813 上須恵
フランス菓子　yusuke 092-933-5173 須　恵
パティスリー　アンサンブル 092-410-8788 旅　石
つかさ酒店 092-933-3388 上須恵
今泉醤油醸造 092-932-0074 須　恵
西日本新聞エリアセンター須恵 092-931-1600 上須恵
須恵町堆肥生産組合 092-937-6660 植　木
那須野電器商会 092-933-1309 上須恵
原野電器 092-936-1324 旅　石
吉松電器 092-933-3824 須　恵
吉松文具店 092-932-0136 須　恵
一番田薬品 092-932-4008 須　恵
セブンイレブン　須恵新原店 092-932-5754 新　原
セブンイレブン　須恵中央店 092-933-8200 佐　谷
セブンイレブン　須恵中央駅前店 092-936-1165 須　恵
セブンイレブン　須恵古宮店 092-934-1966 須　恵
セブンイレブン　須恵レインボーロード店 092-935-1037 植　木
セブンイレブン　須恵旅石店 092-937-0880 旅　石
ファミリーマート　須恵佐谷店 092-957-6322 佐　谷
ミニストップ　上須恵店 092-932-8807 上須恵
福さ屋　博多あずまや 092-932-5190 須　恵
筑前福岡 092-933-0371 宇美町

大
型
店
舗
（
小
売
業
）

Aコープ須恵店 092-935-0811 旅　石
コメリパワー須恵店 092-937-6400 旅　石
コスモス　須恵店 092-931-2001 旅　石
トライアル須恵店 092-937-5020 旅　石
ドラッグストアモリ　須恵店 092-410-0340 旅　石
トレードマート須恵店 092-934-3911 上須恵
サニー須恵店 092-932-0717 須　恵
大賀薬局　須恵店 092-935-8101 須　恵
ジョイントたんぽぽ市場 092-933-3292 宇美町

　　　　　は、生活支援商品券と一緒にお送りした
取扱店舗一覧表から新規に加盟した店舗になります。

▼大型店舗では小規模店用の券は使えません▼

須恵町生活支援商品券　取扱店舗一覧
※業種分類はあくまでも参考です。 令和2年7月20日現在
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