
事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
はせ薬品 筑紫野市柚須原 医薬品小売業
㈲トータルエンジニア 筑紫野市柚須原 金属工作機械製造業
柚須原高原ﾊｰﾌﾞ園しゃんどふるーる 筑紫野市柚須原

㈱日向工業 筑紫野市香園 土工・コンクリート工事業

ＦＢシステム九州 筑紫野市山家 電気機械器具修理業
ｱｺｰﾃﾞｨｱ・ｺﾞﾙﾌ・ｱｾｯﾄ合同会社 筑紫野市山家 ゴルフ場
エビス屋 筑紫野市山家
グランデ企画Ⅱ 筑紫野市山家
ケイ・ユー工業 筑紫野市山家 内装工事業
セブンイレブン筑紫野山家店 筑紫野市山家 コンビニエンスストア
デーシーエス北九州 筑紫野市山家
プラスチック総業㈱ 筑紫野市山家 工業用プラスチック製品加工業
ヘアーサロンオオグス 筑紫野市山家 理容室
ローソン筑紫野山家店 筑紫野市山家 コンビニエンスストア
旭化成㈱ 筑紫野市山家 食品用ラップ等製造、販売
隠れ家ﾚｽﾄﾗﾝうちの 筑紫野市山家 持ち帰り飲食サービス業
映光電気 筑紫野市山家 電気工事業
英電工 筑紫野市山家 一般電気工事業
横浜金属商事㈱ 筑紫野市山家 貴金属精錬
株式会社　川頭創設 筑紫野市山家 とび工事業
㈱環境施設 筑紫野市山家 産業廃棄物処分業
㈱新栄精工 筑紫野市山家 金属彫刻業
㈱鈴木木材 筑紫野市山家 製材業
㈱髙野電業社 筑紫野市山家 一般電気工事業
山家グリーン 筑紫野市山家 造園工事業
山家建築板金店 筑紫野市山家 板金工事業
紫ファーム 筑紫野市山家 野菜作農業
紫水園 筑紫野市山家 果樹作農業
次郎長 筑紫野市山家 すし店
十二堂㈱ 筑紫野市山家 海藻加工業
小野建設（有） 筑紫野市山家 建築工事業
庄屋建装 筑紫野市山家 塗装工事業
松原総合建築設計事務所 筑紫野市山家 建築設計業
真栄技研工業 筑紫野市山家 冷暖房設備工事業
神﨑忠臣事務所 筑紫野市山家 土地家屋調査士事務所
進藤塗装 筑紫野市山家 塗装工事業
壬技建 筑紫野市山家 左官工事業
星野瑞古園 筑紫野市山家 造園工事業
正友建設㈲ 筑紫野市山家 土木工事業
西日本開発㈱筑紫野ゴルフ場 筑紫野市山家 ゴルフ場
石窯PIZZA　Grazie 筑紫野市山家 石窯ピザ製造販売
川上設備 筑紫野市山家 一般管工事業
村上興業 筑紫野市山家 土木工事業
大塚工務店 筑紫野市山家 建築工事業
長崎屋 筑紫野市山家 生鮮魚介卸売業
長谷尾建設 筑紫野市山家 木造建築工事業
長野商店 筑紫野市山家 精米・精麦業
東洋ベース㈱ 筑紫野市山家 土木工事業
八坂ユニット設備 筑紫野市山家 他に分類されない職別工事業
福岡マシンテック㈱ 筑紫野市山家 建設機械販売修理
平山建設 筑紫野市山家 木造建築工事業
平島酒店 筑紫野市山家 酒小売業
柳澤工業 筑紫野市山家 左官工事業
㈲ｵｰﾄﾘｻｲｸﾙﾅｶｼﾏ福岡 筑紫野市山家 自動車一般整備業
㈲セトグチ機電 筑紫野市山家 鉄骨工事業
㈲フジマル建築事務所 筑紫野市山家 建築設計業
㈲嘉起嶋土木 筑紫野市山家 土木工事業
㈲海田ボーリング工業 筑紫野市山家 さく井工事業
㈲九州エネルギー・システム 筑紫野市山家 一般管工事業
㈲佐藤工業所 筑紫野市山家
㈲松尾建築工業 筑紫野市山家 大工
㈲筑紫電子工業 筑紫野市山家 電気通信工事業
㈲堤木材加工所 筑紫野市山家 造作材製造業

YY企画 筑紫野市吉木
エス・エスサービス 筑紫野市吉木 測量業
カクシン工業 筑紫野市吉木 工業
ふくふくデンタルクリニック 筑紫野市吉木
フジタ電設工業 筑紫野市吉木 一般電気工事業
ユーテック 筑紫野市吉木 電気通信業（LAN配線、防犯カメラ）
ランドスケープ 筑紫野市吉木 測量業
㈱アシストワン 筑紫野市吉木 その他
㈱野﨑組 筑紫野市吉木 土木工事業
㈱矢ヶ部開発 筑紫野市吉木 土木工事業
金子造園 筑紫野市吉木 造園工事業
小濱シーリング 筑紫野市吉木 防水工事業

〇商品券取扱い事業所は、紫の会員証・黄色のタペストリーが目印です。

〇下記、事業所以外でも、取扱い事業所がある場合があります。予めお断り申し上げます。

〇大型店とは、「イオンモール筑紫野」「シュロアモール筑紫野」「イオン二日市」「筑紫野ベレッサ」「ゆめタウン筑紫野」です。

（各店内のテナントも大型店扱いとなります。）

〇Ｈ29.4.26現在で、住所別で作成しております。

〇下記に記載の事業所は、必ずしも、商品券の取り扱い事業所とは限りません。

　 あくまでも、参考のため掲載しております。

　 詳しくは、各事業所へご確認願います。

H29年度地域活性化商品券取扱い事業所一覧



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
的野建設工業㈱ 筑紫野市吉木 舗装工事業
田中　理之 筑紫野市吉木 電気機械器具修理業
福島電業社 筑紫野市吉木 一般電気工事業
㈲シャルレキャッチ 筑紫野市吉木
㈲ダイセンフレーム 筑紫野市吉木 他に分類されない木製品製造業
㈲岸自動車 筑紫野市吉木
㈲坂田技建 筑紫野市吉木 一般土木建築工事業
㈲杉工務店 筑紫野市吉木 建築工事業

（株）宮原防災 筑紫野市原 一般電気工事業
(有)ＳＵＮ建築積算事務所 筑紫野市原 建築設計業
NPO法人ちゃちゃ地域福祉ｻｰﾋﾞｽ 筑紫野市原
イモト美研 筑紫野市原 塗装工事業
インテリア ミハラ 筑紫野市原 内装工事業
はっぱねっこベーカリー 筑紫野市原 パン小売業
ミニストップ筑紫野原店 筑紫野市原 コンビニエンスストア
井手測量事務所 筑紫野市原 測量業
㈱PCライフサポート 筑紫野市原
㈱さとう建設 筑紫野市原 建築工事業
住まいのリフォーム　カラーラボ 筑紫野市原 リフォーム業（塗装・防水）
床たきがわ 筑紫野市原 内装工事業
西日本新聞エリアセンター朝倉街道 筑紫野市原 新聞小売業
有限会社　山田物流サービス 筑紫野市原
㈲マチュア 筑紫野市原 旅行業者代理業
㈲緒方金属 筑紫野市原 鉄スクラップ加工処理業

ドリームネット 筑紫野市大石
みかさグリーン 筑紫野市大石 造園工事業
㈲福島電気 筑紫野市大石 一般電気工事業

矢ヶ部石材 筑紫野市本導寺 造園工事業

（同）エニクック 筑紫野市阿志岐 他に分類されない食料品製造業
STAFF 筑紫野市阿志岐 給排水・衛生設備工事業
からだ休み処　足つぼ咲哉 筑紫野市阿志岐
ツカサボディショップ 筑紫野市阿志岐 自動車一般整備業
株式会社三和コンサルタント 筑紫野市阿志岐 その他の土木建築サービス業
㈱SR防犯設備事務所 筑紫野市阿志岐 防犯設備販売業（防犯カメラ、防犯侵入警報システム講演）
㈱work lab 筑紫野市阿志岐 住宅設備取り付け
㈱エムズ 筑紫野市阿志岐
㈱クラウン 筑紫野市阿志岐 段ボール製造業
㈱コスモ建設 筑紫野市阿志岐 建築工事業
窪山重機工業 筑紫野市阿志岐 一般土木建築工事業
月足装建 筑紫野市阿志岐 塗装工事業
合同会社　ビデオリンク 筑紫野市阿志岐
松本茶屋 筑紫野市阿志岐 菓子小売業（製造小売）
盛工業 筑紫野市阿志岐 土工・コンクリート工事業
石橋自動車 筑紫野市阿志岐
大和輸送機器㈱筑紫野工場 筑紫野市阿志岐 他に分類されない生産用機械・同部分品製造
筑紫野マンゴー園 筑紫野市阿志岐 マンゴー園
筑紫緑地建設㈱ 筑紫野市阿志岐 造園工事業
筑前書店 筑紫野市阿志岐 書籍・雑誌小売業
朝日総建㈱ 筑紫野市阿志岐 一般管工事業
鉄川軽運送 筑紫野市阿志岐
梅田造園 筑紫野市阿志岐 造園工事業
名田植物園 筑紫野市阿志岐 園芸サービス業
㈲コジマ建設 筑紫野市阿志岐 建築工事業
㈲青木工業 筑紫野市阿志岐 一般管工事業

ドゥービーズ・オートモービル 筑紫野市天山 中古自動車小売業
鬼木博多織工場 筑紫野市天山 絹・人絹織物業
合同会社いわもと 筑紫野市天山 小売業
桜田建設 筑紫野市天山 木造建築工事業
十割蕎麦　かぜのたみ 筑紫野市天山 そば店
祝商店 筑紫野市天山
諏訪工業 筑紫野市天山 冷暖房設備工事業
筑洋電機㈱ 筑紫野市天山 配電盤・電力制御装置製造業
茶寮　Calm 筑紫野市天山
天山整骨院 筑紫野市天山 整骨院
砥綿商会 筑紫野市天山 土木工事業
片嶋建設 筑紫野市天山 さく井工事業
㈲新栄建物管理 筑紫野市天山 ビルメンテナンス業
㈲大五産業 筑紫野市天山 給排水・衛生設備工事業
㈲大江製材所 筑紫野市天山 一般製材業
㈲天山工業 筑紫野市天山 一般管工事業
㈲二日市鉄工所 筑紫野市天山 鉄骨製造業

B-style 筑紫野市岡田
かつや鮮魚店 筑紫野市岡田 生鮮魚介卸売業
スナック　道化師 筑紫野市岡田 スナック
タクミ産業 筑紫野市岡田 フェンス工事
フロールニシカワ 筑紫野市岡田 花・植木小売業
レストランカミーリヤ　はな・花 筑紫野市岡田 レストラン
栄進工業㈱ 筑紫野市岡田 鉄筋工事、鉄筋ガス圧接等
岡本　直樹 筑紫野市岡田 パソコン出張サービス
㈱エス・ケイ総合サービス 筑紫野市岡田 建築・解体業
㈱ジェーピーシー 筑紫野市岡田 金属製家具製造業
㈱高田工業 筑紫野市岡田 土工・コンクリート工事業
㈱千幸 筑紫野市岡田
㈱中川組 筑紫野市岡田 土木工事業
㈱田代内装 筑紫野市岡田 内装工事業
㈱雄　組 筑紫野市岡田 土木工事業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
九州日観植物㈱ 筑紫野市岡田 観葉植物等卸
黒木工務店 筑紫野市岡田 住宅リフォーム、木工事
田辺設備 筑紫野市岡田 空調設備
島田鉱産㈱ 筑紫野市岡田 小売業
舞来庵 筑紫野市岡田
平城建設㈱ 筑紫野市岡田 建築工事業
有限会社　創光リサイクル 筑紫野市岡田 廃棄物処理業
㈲アクセルオート 筑紫野市岡田 中古自動車小売業
㈲エフ・エフ・ゼット 筑紫野市岡田 ホームページ、Webシステム開発
㈲ティーエムコーポレーション（セブンイレブン筑紫野岡田店） 筑紫野市岡田 コンビニ
㈲山口鋼管 筑紫野市岡田 一般管工事業

YYRe.home 筑紫野市牛島
クニタケ デンタル・ラボ 筑紫野市牛島
ハタヤマ内装・表具 筑紫野市牛島 内装工事業
ハンドワークス萌利 筑紫野市牛島
㈱Peter Field 筑紫野市牛島
㈱エスコム 筑紫野市牛島 新聞小売業
㈱タクトオートメーション 筑紫野市牛島
㈱十全理化工業所 筑紫野市牛島 金属工作機械製造業
黒石設備 筑紫野市牛島 一般管工事業
町の便利屋お助け文ちゃん 筑紫野市牛島
福岡県醤油醸造協同組合 筑紫野市牛島 ?油製造
㈲ウインズ 筑紫野市牛島 -
㈲吉開製作所 筑紫野市牛島 金属加工機械製造業
Nail Salon Dubhe 筑紫野市下見
WISE 筑紫野市下見 内装工事業
いち木タクシー 筑紫野市下見
エストレード 筑紫野市下見 中古車販売業
サニーガーデンプラン㈱ 筑紫野市下見 外構エクステリア（外構工事、設計、施工、販売）
ムカイ工房 筑紫野市下見 特殊造形物製作（TV小道具・模型等）
㈱エフ・マネジメント 筑紫野市下見 その他
㈱介護タクシー筑紫野 筑紫野市下見 介護タクシー
㈱大村商会 筑紫野市下見 生コンクリート製造業
㈱播磨工営 筑紫野市下見 一般土木建築工事業
西日本新聞エリアセンター筑紫 筑紫野市下見 新聞小売業
大晃産業株式会社 筑紫野市下見 土木工事業
㈲サントータルエナジー 筑紫野市下見
㈲ユー・エム・エー 筑紫野市下見 建築工事業
㈲設備工房とくみつ 筑紫野市下見 一般管工事業

(有)Ｔ・Ｍカンパニー 筑紫野市筑紫駅前通 防水工事業
Rainbow English 筑紫野市筑紫駅前通 その他
アイ薬局 筑紫野市筑紫駅前通 調剤薬局
うらら整骨院 筑紫野市筑紫駅前通 その他
グラム・アーティスト 筑紫野市筑紫駅前通 美容業
パティスリー　テテ 筑紫野市筑紫駅前通 その他
ベースボールショップ　イシイ 筑紫野市筑紫駅前通 スポーツ用品販売
マックスバリューくらし館筑紫駅前店 筑紫野市筑紫駅前通 スーパー
めがねの吉田 筑紫野市筑紫駅前通 めがね小売業
㈱ホワイトメンテナンス 筑紫野市筑紫駅前通 サービス業
㈱輝育カンパニー 筑紫野市筑紫駅前通 塾
時計台 筑紫野市筑紫駅前通 喫茶店
住精密 筑紫野市筑紫駅前通 その他の計量器・測定器・分析機器・試験機
鉄板焼　じゅうじゅう 筑紫野市筑紫駅前通 鉄板焼き
東宝リース㈱ 筑紫野市筑紫駅前通 土工・コンクリート工事業
柊塾 筑紫野市筑紫駅前通 サービス業
平島建設 筑紫野市筑紫駅前通 建築工事業
有限会社　ユウキ 筑紫野市筑紫駅前通 土木工事業
㈲三和ロジテック 筑紫野市筑紫駅前通 その他の技術サービス業
㈲信　成 筑紫野市筑紫駅前通 卸売業

BRiGHTER 筑紫野市若江 国内外ブランドショップの運営代行など
エムケー商事 筑紫野市若江 商品検査業
吉井創業 筑紫野市若江 足場組み立て
大石鍼灸整骨院（ライフトレーナー㈲） 筑紫野市若江 その他

Bike Shop Dash! 筑紫野市原田 二輪自動車小売業
Come hair 筑紫野市原田 その他
ＦＩＮＥＳＳＥ 筑紫野市原田 パン小売業（製造小売）
HAIR DESIGN MOTHER'S 筑紫野市原田 サービス業
Twin's Room 筑紫野市原田 その他
アークラプロ㈱（リカーショップリーバイ） 筑紫野市原田 酒小売業
アーティスティック　花はうす 筑紫野市原田 花・植木小売業
あさくら整骨院 筑紫野市原田 その他
アスカ地研工業 筑紫野市原田 その他の土木建築サービス業
アトリエMOGA 筑紫野市原田 美容室
いしむら原田店 筑紫野市原田 菓子小売業
エディオンアウトレット筑紫野店 筑紫野市原田 電気機械器具小売業
カーポリッシュ.ツル 筑紫野市原田 自動車一般整備業
カットサロン　木の実 筑紫野市原田 その他
キークラフト㈱ 筑紫野市原田 その他
ぎょうざの鶴屋 筑紫野市原田 小売業
すしの梅きゅう（㈱aruku） 筑紫野市原田 すし店
ソリューションテック㈱ 筑紫野市原田 小売業
たこ焼　あんじゅ 筑紫野市原田 サービス業
ちくし 筑紫野市原田 不動産・農業
デジタルよろずや筑紫野 筑紫野市原田 その他
ドラッグイレブンシュロアモール筑紫野店 筑紫野市原田 ドラッグストア
はるだの八百屋 筑紫野市原田 野菜小売業
はるだ自動車 筑紫野市原田 自動車一般整備業
はるだ整骨院 筑紫野市原田 その他



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
ビューティ千秋 筑紫野市原田 サービス業
ヘアアート・ルチェ 筑紫野市原田 サービス業
マッサージ・針灸治療院ゆのま 筑紫野市原田 その他
ミスタードーナツ筑紫野原田店 筑紫野市原田 小売業
モトショップ　パーティー 筑紫野市原田 二輪自動車小売業
ラ・ビーダ 筑紫野市原田 婦人服小売業
ル・サントーレ 筑紫野市原田 菓子小売業
レッドキャベツ筑紫野店 筑紫野市原田 スーパー
ワイツーオート 筑紫野市原田 その他
井手ちゃんぽん原田店（㈱ヒューマン） 筑紫野市原田 ちゃんぽん
岡部畳店 筑紫野市原田 畳製造業
花じかん 筑紫野市原田 花・植木小売業
株式会社ヤマダ電機テックランドＮｅｗ筑紫野基山店 筑紫野市原田 電気機械器具小売業
株式会社迫田（ＳＡＫＯＤＡ） 筑紫野市原田 インテリア小売
㈱MrMax筑紫野店 筑紫野市原田 総合スーパー
㈱SESSYA 筑紫野市原田 その他
㈱エー・ワン 筑紫野市原田 サービス業
㈱キナン　筑紫野温泉アマンディ 筑紫野市原田 その他
㈱マルキョウ　原田店 筑紫野市原田 小売業
喫茶＆カラオケ　りんだ 筑紫野市原田 喫茶店
居酒屋　春多 筑紫野市原田 居酒屋
荒川建設株式会社 筑紫野市原田 土木工事業
山﨑幹男養鶏場 筑紫野市原田 養鶏業
山﨑憲秀養鶏場 筑紫野市原田 養鶏業
西部食品機械㈱ 筑紫野市原田 卸売業
鮮菜家 筑紫野市原田 サービス業
前田塗装 筑紫野市原田 塗装工事業
創作居酒屋　季楽 筑紫野市原田 その他
地酒の川原 筑紫野市原田 酒小売業
池本建築 筑紫野市原田 大工工事業
筑紫野creative studio 筑紫野市原田 ホームページ制作・各種イベント撮影
美容室　ボア 筑紫野市原田 その他
風雅堂　原田店 筑紫野市原田 紙・文房具小売業
福岡キッズカートアカデミー 筑紫野市原田 その他
歩 筑紫野市原田 居酒屋
麺家　一成 筑紫野市原田 ラーメン屋
㈲OKテント工業 筑紫野市原田 看板・標識機製造業
㈲ちくしネット 筑紫野市原田 サービス業
㈲つくし 筑紫野市原田 焼肉店
㈲ヤママル醤油 筑紫野市原田 しょう油・食用アミノ酸製造業
㈲ワイドヒル 筑紫野市原田 小売業

hair make RIKKA 筑紫野市筑紫 その他
KNOT HAIR （ノット ヘア） 筑紫野市筑紫 美容室
nana pain 筑紫野市筑紫 パン小売業（製造小売）
アスキム㈱ 筑紫野市筑紫 太陽光発電、風力発電システム販売、省エネ商品販売施工
イワイ薬局 筑紫野市筑紫 調剤薬局
おひさま鍼灸院 筑紫野市筑紫 療術
からあげ力 筑紫野市筑紫 からあげ店
スナック　さくら 筑紫野市筑紫 スナック
たまちゃん 筑紫野市筑紫 たこ焼き、回転焼き
ちくしの米屋（筑紫米穀販売店） 筑紫野市筑紫 米穀類小売業
ドラッグストア　モリ　筑紫野店 筑紫野市筑紫 ドラッグストア
ナフコ筑紫店 筑紫野市筑紫 ホームセンター
パソコンスクール庚壬塾 筑紫野市筑紫 サービス業
ひかり青果 筑紫野市筑紫 野菜小売
フカマチデザインオフィス 筑紫野市筑紫 建築設計業
フジ設備工業 筑紫野市筑紫 一般管工事業
ポニー美容室 筑紫野市筑紫 サービス業
リボルバー 筑紫野市筑紫 ダーツバー
株式会社ファインデール 筑紫野市筑紫 サービス業
㈱JIN工房 筑紫野市筑紫 建築リフォーム工事業
㈱プロセスサービス 筑紫野市筑紫 一般電気工事業
㈱牛島食品機械 筑紫野市筑紫 他に分類されないその他の事業サービス業
㈱柴田造園 筑紫野市筑紫 造園工事業
㈱筑紫製作所 筑紫野市筑紫 建設用金属製品製造業
漢方薬局　たんぽぽ 筑紫野市筑紫 その他
協和 筑紫野市筑紫 卸売業
虎乃間 筑紫野市筑紫 その他
佐藤特車 筑紫野市筑紫 自動車一般整備業
三笠商店 筑紫野市筑紫 小売業
柴藤設備 筑紫野市筑紫 一般管工事業
酒井興業 筑紫野市筑紫 はつり・解体工事業
成和造作工房 筑紫野市筑紫 大工工事業(型枠大工工事業を除く)
浅田鑑定事務所 筑紫野市筑紫 その他
大ちゃん 筑紫野市筑紫 弁当販売・配達
大石電気店 筑紫野市筑紫 電気機械器具小売業
大野自動車整備工場 筑紫野市筑紫 整備・修理
筑紫農協　ゆめ畑　筑紫野店 筑紫野市筑紫 野菜卸売業
筑紫野いちご農園 筑紫野市筑紫 その他
筑紫野オート 筑紫野市筑紫 自動車一般整備業
白水食品工業㈱ 筑紫野市筑紫 その他の調味料製造業
浜坂歯科医院 筑紫野市筑紫 サービス業
明窓飾 筑紫野市筑紫 内装工事業
有限会社　武蔵庵 筑紫野市筑紫 その他
㈲フジノリ 筑紫野市筑紫 土木工事業
㈲ペアレント 筑紫野市筑紫 サービス業
㈲橋本技研 筑紫野市筑紫 土木工事業
㈲石橋ファームランド 筑紫野市筑紫 乳製品製造業
㈲動物環境センター 筑紫野市筑紫 サービス業
㈲平山物流 筑紫野市筑紫 その他
眞田商事 筑紫野市筑紫 その他



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細

maria cafeteria　まりあ簡易食堂 筑紫野市美咲 食堂・カフェ
カワノガレージ 筑紫野市美咲 自動車販売、修理
執行精肉店 筑紫野市美咲 食肉卸売業

サニー設備㈱ 筑紫野市隈 給排水・衛生設備工事業
テナント田中 筑紫野市隈
㈲メイン 筑紫野市隈 馬油等製造業

NOGUCHI 筑紫野市西小田 製造業
エイプインターナショナル㈱ 筑紫野市西小田 小売業
㈱　三　笠 筑紫野市西小田 金属用金型・同部分品・附属品製造業
㈱山水 筑紫野市西小田 金属製サッシ・ドア製造業
㈲ヤマテック 筑紫野市西小田 さく井工事業

Class K 筑紫野市美しが丘南 その他
hair make amity 筑紫野市美しが丘南
nim（ニム） 筑紫野市美しが丘南 資材等卸売
SOH建設㈱ 筑紫野市美しが丘南 建築工事業
Studio Somcha Club 筑紫野市美しが丘南
up・kery 筑紫野市美しが丘南 エステ
Vera Coore（ベラクオーレ） 筑紫野市美しが丘南 婦人、紳士、子供靴販売
アルコムモバイルファクトリー筑紫野ベレッサ 筑紫野市美しが丘南 携帯電話販売
えさか歯科医院 筑紫野市美しが丘南
カットファクトリー筑紫野ベレッサ店 筑紫野市美しが丘南 美容室
カワイ音楽教室 筑紫野市美しが丘南 音楽教室
くまざわ書店　筑紫野店 筑紫野市美しが丘南 書籍販売
クリーニングのきょくとうペリカン倶楽部 筑紫野市美しが丘南 クリーニング
サンドラッグ筑紫野店 筑紫野市美しが丘南 ドラッグストア
シグマテック福﨑技術士事務所 筑紫野市美しが丘南 他に分類されない専門サービス業
シューラルー 筑紫野市美しが丘南 レディースファッション
セイハネットワーク株式会社 筑紫野市美しが丘南 英語教室
ダイレックス筑紫野店 筑紫野市美しが丘南 総合スーパー
タカチホカメラ　筑紫野店 筑紫野市美しが丘南 写真業
タリーズコーヒー筑紫野ベレッサ店 筑紫野市美しが丘南 スペシャルコーヒーショップ
のだ歯科医院 筑紫野市美しが丘南 歯科医院
ハクジュプラザ 筑紫野市美しが丘南 家庭用医療器、健康食品製造・販売
ファンタジーキッズリゾート筑紫野店 筑紫野市美しが丘南 室内型テーマパーク
フルールジュン 筑紫野市美しが丘南 花販売
ペットショップオーパ筑紫野 筑紫野市美しが丘南 ペット・ペット用品小売業
リペアスター 筑紫野市美しが丘南 靴修理、合鍵作成
ルミエール筑紫野店 筑紫野市美しが丘南 各種食料品小売業
レヴィ歯科クリニック 筑紫野市美しが丘南 歯科
㈱Primo 筑紫野市美しが丘南 美容室運営
㈱ケーツートレーディング（みんなのスマホ） 筑紫野市美しが丘南 携帯電話販売
㈱セリア　筑紫野ベレッサ店 筑紫野市美しが丘南 100円ショップ
㈱タム・タム 筑紫野市美しが丘南 ホビーショップ
㈱ちくしのデンソー 筑紫野市美しが丘南 電気機械器具修理業
㈱ほけんの110番 筑紫野市美しが丘南 その他の保険サービス業
㈱マツイシ（どんどんまるや） 筑紫野市美しが丘南 お好み焼き
㈱マックハウス 筑紫野市美しが丘南 カジュアルファッション
㈱ユーテック 筑紫野市美しが丘南 建築設計業
㈱レッツコンサルティング 筑紫野市美しが丘南 フィットネスクラブ
㈱古荘本店（ネイブル） 筑紫野市美しが丘南 婦人服小売業
㈱山口工務店 筑紫野市美しが丘南 建築工事業
㈱美寿（プロエレガントカラー） 筑紫野市美しが丘南 美容業（カラ―専門店）
㈱武田メガネ　筑紫野ベレッサ店 筑紫野市美しが丘南 時計・眼鏡・光学機械小売業
筑紫野ベレッサ　ツカキ株式会社 筑紫野市美しが丘南 ショッピングセンター
中元組 筑紫野市美しが丘南 左官工事業
日本マクドナルド㈱筑紫野ベレッサ店 筑紫野市美しが丘南 ハンバーガー店
博多ベーカリー（株）伊三郎製ぱん筑紫野ベレッサ店 筑紫野市美しが丘南 ぱん製造・販売
㈲イン・パル 筑紫野市美しが丘南 内装工事業
㈲エム・ドリームデリバリー（大戸ごはん処） 筑紫野市美しが丘南 飲食業
㈲マンヨー 筑紫野市美しが丘南
㈲ユーケン 筑紫野市美しが丘南 建築工事業
㈲ユタカ金属工業 筑紫野市美しが丘南 金属製屋根工事業
㈲光燿（プアン） 筑紫野市美しが丘南 婦人服、手芸他
㈲美しが丘薬局 筑紫野市美しが丘南 調剤薬局

(有)八年庵 筑紫野市美しが丘北
B.N.D 筑紫野市美しが丘北 電気通信業
カット．イン．ハート 筑紫野市美しが丘北
セブンイレブン筑紫野美しが丘北店 筑紫野市美しが丘北 コンビニエンスストア
ドラッグストア　モリ　美しが丘店 筑紫野市美しが丘北 ドラッグストア
ﾌｱｯｼｮﾝｹｱｰ・ビビット 筑紫野市美しが丘北
株式会社ショーケン 筑紫野市美しが丘北 屋根工事・塗装工事
株式会社福岡ニット 筑紫野市美しが丘北 セーター類製造業
㈱味の兵四郎 筑紫野市美しが丘北 小売業
大橋家 筑紫野市美しが丘北
美波 筑紫野市美しが丘北
㈲博栄建設工業 筑紫野市美しが丘北 一般土木建築工事業

エコグリーン社 筑紫野市光が丘 造園工事業
すし寅 筑紫野市光が丘 すし店
㈱井口タタミフスマ店 筑紫野市光が丘 畳製造業
漢方四季彩堂 筑紫野市光が丘
光が丘整骨院 筑紫野市光が丘
赤帽ナカイ運送 筑紫野市光が丘
麻加販売 筑紫野市光が丘 男子服小売業
㈲グリーン設計 筑紫野市光が丘 測量業
㈲サンヒルズ 筑紫野市光が丘 他に分類されない職別工事業
㈲みこと調剤薬局 筑紫野市光が丘 調剤薬局



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
當山電気管理事務所 筑紫野市光が丘

MT works 筑紫野市上古賀 その他の土木建築サービス業
いしうち造園 筑紫野市上古賀 造園業
エンビワークス㈱ 筑紫野市上古賀 建築資材卸
オナカサービス 筑紫野市上古賀 食品機械・同装置製造業
ケイツウ電工 筑紫野市上古賀 一般電気工事業
スプリングフィールド㈲ 筑紫野市上古賀 サービス
ちから 筑紫野市上古賀 日本料理店
ヘアー＆まつげサロンcuore 筑紫野市上古賀 まつげエクステ
ヘアーサロンＮＩＳＨＩＫＩ 筑紫野市上古賀 理容業
ベストアルミ建材㈲ 筑紫野市上古賀 建築資材小売
安岡木工 筑紫野市上古賀 木製建具工事業
永生建設 筑紫野市上古賀 土木工事
株式会社　九州ジオテック 筑紫野市上古賀 測量業
株式会社松尾アルミニウム工業 筑紫野市上古賀 金属製サッシ・ドア製造業
㈱ENEOSフロンティア筑紫野インター給油所 筑紫野市上古賀 ガソリンスタンド
㈱イーピーメディック 筑紫野市上古賀 医療機器製造販売
㈱ウインドレンズ 筑紫野市上古賀 風レンズ風車（風力発電機）の 製造・販売・
㈱つくしメディカル 筑紫野市上古賀 医療機器販売・介護福祉用品販売、レンタル
㈱ユニティクス 筑紫野市上古賀 サービス
㈱一新工業 筑紫野市上古賀 一般管工事業
㈱久茂商店 筑紫野市上古賀 居酒屋
前田基礎 筑紫野市上古賀 土工・コンクリート工事業
池田設計・企画 筑紫野市上古賀 マジカルカバー等開発
筑前米穀店 筑紫野市上古賀 米穀類小売業
徳助 筑紫野市上古賀 すし店
入江建設㈱ 筑紫野市上古賀 建築工事業
福岡県教育用品㈱筑紫支店 筑紫野市上古賀 教育関係用品卸売
有限会社 ベーシック 筑紫野市上古賀 自動車小売業
㈲ストリング工房 筑紫野市上古賀 スポーツ用品小売業
㈲坂口工務店 筑紫野市上古賀 木造建築工事業
㈲太成興業 筑紫野市上古賀 一般管工事業
洋服の青山　筑紫野店 筑紫野市上古賀 紳士服販売

(有)ダイセン（ホテルアンアン） 筑紫野市立明寺 他に分類されない宿泊業
123FACTORY(㈲別府温泉倶楽部） 筑紫野市立明寺 料理品小売
3COINS 筑紫野市立明寺 雑貨販売
45ミニッツ 筑紫野市立明寺 エステ
A・Mc5 筑紫野市立明寺 鞄、革小物販売
ALGY 筑紫野市立明寺 子供服販売
any SiS 筑紫野市立明寺 婦人服販売
aquiagora pedido 筑紫野市立明寺 婦人服販売
ARGOS terrace 筑紫野市立明寺 婦人服販売
ＡＳＢＥＥ 筑紫野市立明寺 靴小売業
AZUL by moussy 筑紫野市立明寺 レディースファッション
BLESS 筑紫野市立明寺 アクセサリー販売
B-three 筑紫野市立明寺 婦人服販売
Ｃ＆Ｃ 筑紫野市立明寺 洋品雑貨・小間物小売業
CABANA in Bou jeloud 筑紫野市立明寺 レディースファッション
coco frans 筑紫野市立明寺 洋菓子店
coen 筑紫野市立明寺 メンズ、レディースファッション
Confirm ILL'S（ｺﾝﾌｧｰﾑｲﾙｽﾞ） 筑紫野市立明寺 服、雑貨販売
day＆day's 筑紫野市立明寺 洋品雑貨・小間物小売業
ＤＨＣ直営店 筑紫野市立明寺 化粧品・健康食品販売
Gap/Gap kids 筑紫野市立明寺 ファミリーファッション
H&M 筑紫野市立明寺 メンズ、レディースファッション
habita 筑紫野市立明寺 化粧品販売
hers her 筑紫野市立明寺 ファッショングッズ・服飾品販売
ikka 筑紫野市立明寺 ファミリーファッション販売
INGNI 筑紫野市立明寺 婦人服小売
JeNNi 筑紫野市立明寺 子供服販売
ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター 筑紫野市立明寺
JIN'S GLOBAL STANDARD 筑紫野市立明寺
JTB九州ﾄﾗﾍﾞﾗﾝﾄﾞ　ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店 筑紫野市立明寺 旅行業者代理業
LASUD 筑紫野市立明寺 婦人服小売業
LINKS 筑紫野市立明寺 婦人服小売業
ＬＵＳＨ 筑紫野市立明寺 美容雑貨販売
Ｍ＆Ｍ 筑紫野市立明寺 婦人服小売業
MIプラザ　岩田屋筑紫野 筑紫野市立明寺 小売業
P.R.Sカトレア 筑紫野市立明寺 かばん・袋物小売業
Perfect Suit FActory 筑紫野市立明寺 スーツ等販売
PICCIN（ピッチン） 筑紫野市立明寺 衣料品等販売
QBハウス 筑紫野市立明寺 美容業
Ｒ－ＹＯＭＡカトレア 筑紫野市立明寺 かばん・袋物小売業
SM2 keittio 筑紫野市立明寺 レディースファッション
Sp Ray PREMIUM 筑紫野市立明寺 婦人服販売
sukusukuランド 筑紫野市立明寺
SUUMOカウンター 筑紫野市立明寺 不動産賃貸業
tan tan 筑紫野市立明寺 婦人服販売
WEGO 筑紫野市立明寺 アパレル
Y-mobile 筑紫野市立明寺 携帯電話販売
Zoff 筑紫野市立明寺 めがね販売
アースミュージック＆エコロジー　スーパープレミアムストア 筑紫野市立明寺 レディースファッション
アイシティ 筑紫野市立明寺
アクシーズファム 筑紫野市立明寺 婦人服小売業
アニメイト 筑紫野市立明寺 コミック、アニメグッズ
アプレレクール 筑紫野市立明寺 子供服
アモスタイル バイ トリンプ 筑紫野市立明寺 レディースファッション
アロー 筑紫野市立明寺 婦人服小売業
アンドクォーター 筑紫野市立明寺 その他
イエコ 筑紫野市立明寺 家具、インテリア雑貨販売



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
イエッカヴェッカ 筑紫野市立明寺 婦人服販売
イオンシネマ筑紫野 筑紫野市立明寺
イオンファンタジー　キッズーナ 筑紫野市立明寺 室内遊園地
イオンモール株式会社 筑紫野市立明寺 ショッピングセンター
イオン銀行 筑紫野市立明寺 銀行業
イオン九州㈱イオン筑紫野店 筑紫野市立明寺 総合スーパー
イオン保険サービス 筑紫野市立明寺
いきなりステーキ 筑紫野市立明寺 ステーキ
ヴィレッジヴァンガード 筑紫野市立明寺 洋品雑貨・小間物小売業
うまや 筑紫野市立明寺
エッグ&チキン　タケノヤ 筑紫野市立明寺 洋食
エムエフディトリアル 筑紫野市立明寺
エメフィール 筑紫野市立明寺 下着類小売業
オペーク ドット クリップ 筑紫野市立明寺 婦人服販売
オリジナルパンケーキハウス 筑紫野市立明寺 パンケーキ等販売
オルビス・ザ・ショップ 筑紫野市立明寺 化粧品小売業
かにチャーハンの店 筑紫野市立明寺 中華料理店
カルディコーヒーファーム 筑紫野市立明寺 コーヒー豆等販売
ギャラリーメモリア 筑紫野市立明寺 現代仏壇・仏具販売
ギャルフィット・Ｒｅ-J 筑紫野市立明寺 婦人服販売
クート　グレディ　ブリリアン 筑紫野市立明寺 レディースファッション
くだものかふぇ 筑紫野市立明寺 カフェ
グランドパーク 筑紫野市立明寺 メンズ、レディースファッション
グランマレ 筑紫野市立明寺 雑貨販売
グリーンパークストピック 筑紫野市立明寺 婦人服小売業
クリニカルエステ/イーズ 筑紫野市立明寺 エステ
クレアーズ 筑紫野市立明寺 洋品雑貨・小間物小売業
クローズアップ筑紫野店 筑紫野市立明寺 婦人服販売
グローバルセレクション 筑紫野市立明寺 洋品雑貨・小間物小売業
ゲンキ・キッズ 筑紫野市立明寺 子供用靴販売
げんき堂整骨院 筑紫野市立明寺 マッサージ
ケンタッキーフライドチキン 筑紫野市立明寺
ココシーネイル 筑紫野市立明寺 ネイルサロン
コムサイズム 筑紫野市立明寺 アパレル
ザ・クロックハウス 筑紫野市立明寺
ザ・ダイソー 筑紫野市立明寺 100円ショップ
ザ・ボディショップ 筑紫野市立明寺 ヘルス＆ビューティー
サーティーワンアイスクリーム 筑紫野市立明寺
サマンサ＆　シュエット　ギャラリー 筑紫野市立明寺 バック、雑貨
サンマルクカフェ 筑紫野市立明寺 カフェ
サンリオギフトゲート 筑紫野市立明寺 洋品雑貨・小間物小売業
ジュークシステム 筑紫野市立明寺 一般管工事業
ジュエリー　ツツミ 筑紫野市立明寺 ジュエリー製品販売
ジョリコアン 筑紫野市立明寺 靴小売業
すき家 筑紫野市立明寺 牛丼
スケッチャーズ 筑紫野市立明寺 靴販売
スターバックスコーヒー 筑紫野市立明寺
スタジオマリオイオンモール筑紫野店 筑紫野市立明寺 フォトスタジオ
ストーリーズ 筑紫野市立明寺
ストーンマーケット 筑紫野市立明寺
セイハ英語学院 筑紫野市立明寺 外国語会話教授業
セブンデイズサンデイ 筑紫野市立明寺 メンズ・レディースファッション
ソフトバンク 筑紫野市立明寺
タカキュー 筑紫野市立明寺 紳士服販売
だがし　夢や 筑紫野市立明寺 駄菓子屋
タリーズコーヒー 筑紫野市立明寺
ちくしの眼科 筑紫野市立明寺
チチカカ 筑紫野市立明寺
チャオパニックティピー 筑紫野市立明寺
チュチュアンナ 筑紫野市立明寺 靴下、インナー
つるや 筑紫野市立明寺 靴販売
ディッパーダン 筑紫野市立明寺 クレープ
テチチテラス 筑紫野市立明寺 レディースファッション
トイザらス・ベビーザらス 筑紫野市立明寺 おもちゃ、ベビー用品等販売
とんかつ浜勝 筑紫野市立明寺 とんかつ
どんぐり共和国 筑紫野市立明寺 雑貨小売業
ナナズ・グリーンティー 筑紫野市立明寺 抹茶カフェ
ニュースタイル 筑紫野市立明寺 趣味・雑貨
ハートマーケット 筑紫野市立明寺 レディースファッション
ハイダウェイ　ニコル 筑紫野市立明寺 紳士服販売
ハウスオブローゼ 筑紫野市立明寺 ヘルス＆ビューティー
ハッピー筑紫野店 筑紫野市立明寺 宝くじ
バニティ　フェイス 筑紫野市立明寺 レディースファッション
パパイヤ式セイハダンスアカデミー 筑紫野市立明寺 ダンス教室
パリスジュリエット 筑紫野市立明寺 雑貨販売
パルフェ 筑紫野市立明寺 アクセサリー販売
パレットプラザ 筑紫野市立明寺 写真業
はん・印刷の大谷 筑紫野市立明寺 はんこ店
ピアサピド 筑紫野市立明寺 レストラン
ビーチサウンド 筑紫野市立明寺
ビーンズ 筑紫野市立明寺
ピエトロ 筑紫野市立明寺 イタリア料理
ピエトロミオミオ 筑紫野市立明寺 サラダパスタ
ピッツァ＆グリル　イタリアントマト 筑紫野市立明寺 イタリア料理店
ビブレジーン 筑紫野市立明寺 服飾雑貨小売
ヒマラヤ 筑紫野市立明寺 スポーツ用品販売
ピュアトレ　グレイス&リラックス 筑紫野市立明寺 アクセサリー販売
ビラボンストア 筑紫野市立明寺 水着等販売
ビンゴ！ベイブルック 筑紫野市立明寺
プティマイン 筑紫野市立明寺 子供服販売
プディング 筑紫野市立明寺 レディースファッション
プラスハート 筑紫野市立明寺 雑貨販売



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
ブランドショップ　ハピネス 筑紫野市立明寺
ブリーズ 筑紫野市立明寺 子供服小売業
ふりそでMODEウェディングボックス 筑紫野市立明寺 きものレンタル
ブリックハウス　バイ　トウキョウシャツ 筑紫野市立明寺 衣料品店（スーツ）
フレイヴァプレミアム　帽子屋Flava 筑紫野市立明寺 帽子販売
ペップ　ピッツ 筑紫野市立明寺 子供服販売
ペテモ 筑紫野市立明寺 小売業
ベビードール 筑紫野市立明寺 子供服販売
ホームドライクリーニング 筑紫野市立明寺 クリーニング店
ホビーゾーン 筑紫野市立明寺 趣味・雑貨
マクドナルド 筑紫野市立明寺
マルシェクリーム 筑紫野市立明寺 ソフトクリーム
マレットメット 筑紫野市立明寺 婦人服小売業
ミスタードーナツ 筑紫野市立明寺 ドーナツ屋
ミニプラ 筑紫野市立明寺 雑貨販売
ミルフローラ 筑紫野市立明寺 アクセサリー販売
ムラサキスポーツ 筑紫野市立明寺 スポーツ用品販売
メゾンジュエル 筑紫野市立明寺 宝飾品販売
ユニオンステーション 筑紫野市立明寺 紳士服販売
ユニクロ 筑紫野市立明寺 衣料服販売
らーめん笑 筑紫野市立明寺 ラーメン
ライトオン 筑紫野市立明寺
ラヴサックス 筑紫野市立明寺 鞄、雑貨販売
リアット！ 筑紫野市立明寺
リサイクルキング（R＆K) 筑紫野市立明寺 リサイクルショップ
リラクゼーションスペース　ラフィネ 筑紫野市立明寺 ボディケア
リル・シュル・ラ・ソルグ 筑紫野市立明寺 雑貨小売業
ル・プティボア 筑紫野市立明寺 靴販売
レプシィム　ローリーズファーム 筑紫野市立明寺 婦人服販売
一番館 筑紫野市立明寺 化粧品小売業
楽市楽座 筑紫野市立明寺
株式会社　お茶の山口園 筑紫野市立明寺 日本茶・珈琲その他関連商品販売
株式会社イオンファンタジー 筑紫野市立明寺 テーマパーク
株式会社シェイクハンズ 筑紫野市立明寺 タピオカドリンク販売
株式会社如水庵 筑紫野市立明寺 菓子小売
株式会社明月堂 筑紫野市立明寺 菓子小売
㈱千鳥屋本家 筑紫野市立明寺 菓子製造販売
丸亀製麺 筑紫野市立明寺 うどん店
吉村産業㈱ 筑紫野市立明寺 土木工事業
靴下屋 筑紫野市立明寺 靴下小売
紅虎餃子房 筑紫野市立明寺 中華料理店
今村室内装飾 筑紫野市立明寺 内装工事業
佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ 筑紫野市立明寺 裁縫
山下鹿造商店 筑紫野市立明寺 乾物・海産物製造・販売
勝部工業 筑紫野市立明寺 一般管工事業
小学館の幼児教室ドラキッズ 筑紫野市立明寺 幼児教室
織部 筑紫野市立明寺
整体院　OASIS 筑紫野市立明寺 整体院
石焼ビビンバ&冷麺　ビビン亭 筑紫野市立明寺 石焼ビビンバ
石村萬盛堂 筑紫野市立明寺 菓子小売
石本健次税理士事務所 筑紫野市立明寺 税理士事務所
染寿 筑紫野市立明寺 きもの販売
代官山WARAWA 筑紫野市立明寺 子供服販売
大地の食卓 筑紫野市立明寺
築地　銀だこ 筑紫野市立明寺
筑紫野スマイル歯科・小児歯科医院 筑紫野市立明寺 歯科
筑紫旅行㈱ 筑紫野市立明寺 旅行業者代理業
長崎ちゃんぽんリンガーハット 筑紫野市立明寺 ちゃんぽん
蔦屋書店　TSUTAYA BOOK&CAFE 筑紫野市立明寺 CDレンタル、書籍販売
定食屋　百菜 筑紫野市立明寺 定食屋
島村楽器 筑紫野市立明寺 楽器店
豚屋　とん一 筑紫野市立明寺 かつ丼・かつ重
那かむら 筑紫野市立明寺
博多魚類 筑紫野市立明寺 回転寿司
美容室　マキシム 筑紫野市立明寺
武田メガネ 筑紫野市立明寺
牧工務店 筑紫野市立明寺 木造建築工事業
眠りの専門店　マイまくら 筑紫野市立明寺 枕販売
無印良品 筑紫野市立明寺 衣料、家庭用品等販売
有限会社一柳 筑紫野市立明寺 菓子小売
㈲ヒラタ産業 筑紫野市立明寺 コンクリートブロック工事業
洋服のお直し　マジックミシン 筑紫野市立明寺 洋服リフォーム
龍神丸 筑紫野市立明寺 和食

ウィズ・ユー介護サービス合同会社 筑紫野市むさしヶ丘 その他
こころ鍼灸整骨院 筑紫野市むさしヶ丘 鍼灸整骨院
トヨデンタル．ラボラトリー 筑紫野市むさしヶ丘 サービス業
ミヤハラ商会 筑紫野市むさしヶ丘 自販機ロケ先開拓とり次他
西野商店 筑紫野市むさしヶ丘 小売業
中村整体施術院 筑紫野市むさしヶ丘 その他
田中建設 筑紫野市むさしヶ丘 大工工事業
福岡オートドア工業 筑紫野市むさしヶ丘 金属製建具工事業
㈲フォーテック 筑紫野市むさしヶ丘 その他の土木建築サービス業
㈲むさしや 筑紫野市むさしヶ丘 酒小売業
㈲富永車輛クレーン 筑紫野市むさしヶ丘 サービス業

サガ・エアーサービス 筑紫野市平等寺 他に分類されない修理業
石橋商店 筑紫野市平等寺 酒小売業

(株)サイト 筑紫野市山口 看板・標識機製造業
一級舎 筑紫野市山口 サービス業
㈱ティースリー 筑紫野市山口 自動車一般整備業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
㈱宮尾組 筑紫野市山口 土木工事業
光が丘数学教室 筑紫野市山口 その他
皐月ゴルフ倶楽部 筑紫野市山口 ゴルフ場
三角電気商会 筑紫野市山口 一般電気工事業
山本技研有限会社 筑紫野市山口 電気通信工事業
石橋食品㈱ 筑紫野市山口 竹の子缶詰・山菜袋詰の製造・卸売
石内造園 筑紫野市山口 造園工事業
辰己建設 筑紫野市山口 木造建築工事業
辰味庵 筑紫野市山口 居酒屋
農事組合法人 山口農産 筑紫野市山口 味そ製造業
梅薫醸造㈱ 筑紫野市山口 食酢製造業
飯田食品 筑紫野市山口 卸売業
尾中酒店 筑紫野市山口 酒小売業
末岡商店 筑紫野市山口 酒小売業
末次庭苑 筑紫野市山口 造園業
明成建設 筑紫野市山口 大工工事業
㈲サンユー通信 筑紫野市山口 建設業
㈲堤田建設 筑紫野市山口 建築工事業
㈲夢技研 筑紫野市山口 屋根工事業

Olive＋ 筑紫野市古賀 婦人服小売業
オリーブ 筑紫野市古賀 持ち帰り飲食サービス業
クラフトゆきざね 筑紫野市古賀 卸売業
クロノス工業㈱ 筑紫野市古賀 建築工事業
ピレニーズ 筑紫野市古賀 その他
フクヤマ技研 筑紫野市古賀 測量業
井上米穀店 筑紫野市古賀 精米・精麦業
㈱エムテック 筑紫野市古賀 電気工事
㈱ジェイ・ピー 筑紫野市古賀 印刷業
㈱一創 筑紫野市古賀 設備業（給排水設備、貯水槽の施工・改修）
㈱新栄建設 筑紫野市古賀 建築工事業
㈱渡辺農産 筑紫野市古賀 精米・精麦業
㈱博多名水本舗 筑紫野市古賀 清涼飲料製造業
㈱菱和 筑紫野市古賀 健康食品販売（杜仲茶他）
幸栄設備工業 筑紫野市古賀 一般管工事業
江戸東京そば　源 筑紫野市古賀 そば店
松屋酒店 筑紫野市古賀 酒小売業
西川井戸ボーリング 筑紫野市古賀 一般管工事業
中牟田タクシー 筑紫野市古賀 その他
藤崎電業 筑紫野市古賀 その他
南福岡乳業㈱ 筑紫野市古賀 牛乳小売業
矢野建設 筑紫野市古賀 木造建築工事業
有限会社　三起 筑紫野市古賀 金属製建具工事業
㈲ウッド・ワーク 筑紫野市古賀 木製家具製造業（漆塗りを除く）
㈲セレモニエ・エム 筑紫野市古賀 その他
㈲九州食品 筑紫野市古賀 卸売業
㈲佐々木設備 筑紫野市古賀 一般管工事業

MEGAドン・キホーテ筑紫野インター店 筑紫野市武蔵 小売業
エネシス九州 筑紫野市武蔵 サービス
クローバー 筑紫野市武蔵 サービス業
セブンイレブン筑紫野武蔵店 筑紫野市武蔵 コンビニエンスストア
ぴゅあハートオンライン㈱ 筑紫野市武蔵 小売業
ムサシ電設 筑紫野市武蔵 一般電気工事業
らーめん　武蔵 筑紫野市武蔵 ラーメン店
㈱ウエスト　二日市店 筑紫野市武藏 うどんチェーン店
㈱モロフジ 筑紫野市武蔵 卸売
㈱リーダスＡＬＯ 筑紫野市武蔵 卸売
㈱三ツ星青汁レストラン 筑紫野市武蔵 青汁等販売
㈱明和テクニカル 筑紫野市武蔵 土木工事業
犬丸木材加工 筑紫野市武蔵 一般製材業
秀英社印刷㈱ 筑紫野市武蔵 印刷業
川添物産㈱ 筑紫野市武蔵 贈答品等販売
㈲サンセイ電気工業 筑紫野市武蔵 一般電気工事業
㈲竹宮板金 筑紫野市武蔵 板金工事業

BABA商店 筑紫野市天拝坂 内装工事業
FUKIYA FAMILY 筑紫野市天拝坂 和菓子小売・卸
株式会社　ＢＪＣ 筑紫野市天拝坂 美容商材卸
㈱キューエイ 筑紫野市天拝坂 サービス業
㈱九電工福岡南営業所 筑紫野市天拝坂 電気設備工事
砂塚内装 筑紫野市天拝坂 内装工事業
大光ハウス 筑紫野市天拝坂 リフォーム業
天拝の郷㈱ 筑紫野市天拝坂 サービス業
㈲甲南エンジニアリング 筑紫野市天拝坂 一般機械修理業

100円クリーニング原田店 筑紫野市杉塚 小売業
BDEN 筑紫野市杉塚 一般電気工事業
インパクトＴＭ 筑紫野市杉塚 内装工事業
ケィ．ティ液化ガス 筑紫野市杉塚 燃料小売業
セブンイレブン筑紫野杉塚店 筑紫野市杉塚 コンビニエンスストア
ちくごや酒店 筑紫野市杉塚 酒小売業
のだクリーニング 筑紫野市杉塚 その他
ユリア理容院 筑紫野市杉塚 サービス業
㈱タキ商事 筑紫野市杉塚 事務用・学用紙製品製造業
㈱のがみ善光会館筑紫会場 筑紫野市杉塚 葬儀業
㈱三機産業 筑紫野市杉塚 一般管工事業
金山土木 筑紫野市杉塚 土木工事業
幸光技建㈱ 筑紫野市杉塚 木造建築工事業
太平楽 筑紫野市杉塚 小売業
大平工務店 筑紫野市杉塚 木造建築工事業
中央設備㈱ 筑紫野市杉塚 一般管工事業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
天拝住設産業 筑紫野市杉塚 一般管工事業
㈲コウチャンサービス 筑紫野市杉塚 建設・鉱山機械整備業
㈲サンクルホーム 筑紫野市杉塚 給排水・衛生設備工事業
㈲まんてん食品 筑紫野市杉塚 そう（惣）菜製造業
㈲ムサシ工業 筑紫野市杉塚 給排水・衛生設備工事業
㈲ワイ・アールテクニカル 筑紫野市杉塚 一般電気工事業
㈲中華菜館　龍天楼 筑紫野市杉塚 中華料理店

(株)写真のトクダ 筑紫野市二日市北 写真業
ABIS㈱ 筑紫野市二日市北 その他
FP事務所　くるみ企画 筑紫野市二日市北 FPコンサル業
GS福岡ビルメンテナンス 筑紫野市二日市北 清掃、美容、喫茶店
KEIKI－経氣－ 筑紫野市二日市北 エステ・マッサージサロン＆スクール
Re-Lax　筑紫野（㈱原武商店） 筑紫野市二日市北 酒小売業
SAアドバンス 筑紫野市二日市北 金属製建具工事業
Wan Call（ワンコール） 筑紫野市二日市北 その他
イオンストア九州㈱イオン二日市店 筑紫野市二日市北 総合スーパー
いふき接骨院 筑紫野市二日市北 接骨院
お茶処　森 筑紫野市二日市北 茶類小売業
サイクルシヨップたけひろ 筑紫野市二日市北 自転車小売業
すぎハウスケアサービス 筑紫野市二日市北 その他の建物サービス業
ダイキョウサービス 筑紫野市二日市北 建設用金属製品製造業
はんず二日市店 筑紫野市二日市北 小売業
メガネの視正堂 筑紫野市二日市北 メガネ小売業
ユーモニアオフィス 筑紫野市二日市北 その他
リヴァイヴ 筑紫野市二日市北 サービス業
リカーショップ曙酒店 筑紫野市二日市北 酒小売業
リフォームセンター和光 筑紫野市二日市北 衣服裁縫修理業
レストラン  セイント 筑紫野市二日市北 レストラン
ローソン筑紫野二日市北店 筑紫野市二日市北 コンビニエンスストア
梶原電工 筑紫野市二日市北 一般電気工事業
株式会社　スパシオH 筑紫野市二日市北 その他
㈱Surpass 筑紫野市二日市北 その他
㈱ＹＡＳＵＤＡ 筑紫野市二日市北 一般土木建築工事業
㈱ハル・トラベル 筑紫野市二日市北 旅行業・レンタカー業
㈱彩月 筑紫野市二日市北 靴小売業
㈱彩美デザイン 筑紫野市二日市北 その他の土木建築サービス業
㈱東筑設備工業 筑紫野市二日市北 一般管工事業
㈱日本楽芸社 筑紫野市二日市北 小売業
九航コンサルタント㈲ 筑紫野市二日市北 建築設計業
計画工房  土筆 筑紫野市二日市北 その他の土木建築サービス業
原屋根工事 筑紫野市二日市北 屋根工事業
呉服の絹美 筑紫野市二日市北 呉服・服地小売業
三宅商店 筑紫野市二日市北 小売・不動産経営・寮経営
松丘設備 筑紫野市二日市北 一般管工事業
焼きとり　太閤 筑紫野市二日市北 やきとり
諏訪架設 筑紫野市二日市北 とび・土工工事業
清龍 筑紫野市二日市北 飲料水販売
西日本産業株式会社 筑紫野市二日市北 その他
青山地建株式会社 筑紫野市二日市北 その他
石丸電設㈱ 筑紫野市二日市北 一般電気工事業
大黒組 筑紫野市二日市北 左官工事業
池田商会 筑紫野市二日市北 一般管工事業
筑紫野ホームセンター 筑紫野市二日市北 内装工事業
福すし 筑紫野市二日市北 すし店
平山商会 筑紫野市二日市北 卸売業
㈲ひさずみ 筑紫野市二日市北 コンビニ
㈲高誠工業 筑紫野市二日市北 土木工事業（別掲を除く）
㈲主税産業 筑紫野市二日市北 土木工事業
㈲藤田電気 筑紫野市二日市北 一般電気工事業
㈲二日市調剤薬局 筑紫野市二日市北 調剤薬局
㈲木下薬局 筑紫野市二日市北 医薬品小売業

PRIMP　SHOP（HAHALABO） 筑紫野市二日市南 子供服販売
Re-Lax 二日市（㈲福岡リカーズ） 筑紫野市二日市南 酒小売業
Studio K∞Ｒ　加圧＆ボクシング 筑紫野市二日市南 フィットネスクラブ
ＹＳ商事 筑紫野市二日市南 健康関連商品
エイム愛幸イノウエ店 筑紫野市二日市南 電気機械器具小売業
おしゃれサロントライ 筑紫野市二日市南 サービス業
お茶の大円 筑紫野市二日市南 茶類小売業
き　く 筑紫野市二日市南 居酒屋
コーヒーハウスベル 筑紫野市二日市南 喫茶店
こさき住建㈱ 筑紫野市二日市南 建築工事業
じゃっきージャッキー 筑紫野市二日市南 婦人服小売業
ソエジマ産農システム 筑紫野市二日市南 一般機械修理業（建設・鉱山機械を除く）
タカダ住設 筑紫野市二日市南 住設機器取り付け
つくし歯科医院 筑紫野市二日市南 その他
ツルタ理容 筑紫野市二日市南 サービス業
ドラッグイレブン二日市店 筑紫野市二日市南 ドラッグストア
ハートフルスタジオミッキー 筑紫野市二日市南 小売業
ヘアーサロンスマイル 筑紫野市二日市南 サービス業
ヘアーサロン石川 筑紫野市二日市南 サービス業
まるよし食肉㈱ 筑紫野市二日市南 食肉卸売業
㈱サイバーレップス九州 筑紫野市二日市南 建築用ガラスフィルム卸、施工
㈱マルキョウ二日市店 筑紫野市二日市南 スーパーマーケット
㈱やまそうしらゆりｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ筑紫野 筑紫野市二日市南 サービス業
㈱やまだい 筑紫野市二日市南 その他
㈱大賀薬局 筑紫野市二日市南 調剤薬局
熊川蒲鉾店 筑紫野市二日市南 水産練製品製造業
原竹自動車整備工場 筑紫野市二日市南 自動車一般整備業
高木板金 筑紫野市二日市南 板金工
合同会社　双龍（セブンイレブン筑紫野警察署前店） 筑紫野市二日市南 コンビニエンスストア



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
焼とり勝政 筑紫野市二日市南 やきとり
西日本新聞エリアＳ．二日市紫 筑紫野市二日市南 小売業
二村企画 筑紫野市二日市南 飲食業
味心　まさし 筑紫野市二日市南 サービス業
㈲エヌサービス 筑紫野市二日市南 自動車一般整備業
㈲かわはら 筑紫野市二日市南 焼肉店
㈲グローバルプラン 筑紫野市二日市南 サービス業
㈲サンクチュアリー 筑紫野市二日市南 その他
㈲国本建設 筑紫野市二日市南 一般土木建築工事業
㈲鶴田自動車 筑紫野市二日市南 自動車一般整備業
㈲平山設備工業 筑紫野市二日市南 一般管工事業
林田建材（株） 筑紫野市二日市南 一般管工事業

（株）リンクベジサポート 筑紫野市湯町 野菜小売業
Alice-Beauty＆cafe 筑紫野市湯町 カフェ・ネイル・美容
Chelia 筑紫野市湯町 婦人服小売業
GREEN GRASS 筑紫野市湯町 パン小売業（製造小売）
アラスカ 筑紫野市湯町 レストラン
アンデルセン薬局 筑紫野市湯町 調剤薬局
エバーブルーシステム 筑紫野市湯町 その他の機械器具小売業
グッデイ二日市店 筑紫野市湯町 ホームセンター
くば歯科医院 筑紫野市湯町 歯科医院
こまつ千寿 筑紫野市湯町 和食
ジンフードシステム 筑紫野市湯町 各種食料品小売業
スナック　おおぎ 筑紫野市湯町 スナック
トゥール・モンド 筑紫野市湯町 化粧品小売業
トキワサイエンス㈲ 筑紫野市湯町 時計・眼鏡・光学機械小売業
ふじ美容室 筑紫野市湯町 美容業
ブルークリーン㈱ 筑紫野市湯町 ビルメンテナンス業
メンバーズスナック伊織 筑紫野市湯町 スナック
やきとり武蔵 筑紫野市湯町 焼きとり店
一軒露地 茶の子 筑紫野市湯町 喫茶店
下平商店 筑紫野市湯町 クリーニング店
株式会社　アートハウス 筑紫野市湯町 家具小売業
㈱ナースリーフ 筑紫野市湯町 健康食品卸・小売・つり具販売
㈱大観荘 筑紫野市湯町 宿泊施設
㈱大丸別荘 筑紫野市湯町 旅館
㈱田中組 筑紫野市湯町 土木工事
協同設備通信㈲ 筑紫野市湯町 電気工事
境  鮮魚店 筑紫野市湯町 鮮魚小売
金岡薬局 筑紫野市湯町 薬局
銀のさら　二日市店 筑紫野市湯町 宅配寿司
三村商店 筑紫野市湯町 クリーニング店
山田商事  株式会社（アイビーホテル） 筑紫野市湯町 ホテル
松原旅館 筑紫野市湯町 旅館
清泉閣 筑紫野市湯町 旅館
扇屋旅館 筑紫野市湯町 旅館
中西建設㈱ 筑紫野市湯町 建築工事業
中村屋 筑紫野市湯町 饅頭製造販売
湯の原 筑紫野市湯町 旅館，ホテル
湯まちパン工房あかり 筑紫野市湯町 パン小売業
美容室おおまち 筑紫野市湯町 美容室
彦 筑紫野市湯町 小料理店
舞鶴荘 筑紫野市湯町 旅館，ホテル
福龍 筑紫野市湯町 中華料理店
福陵書房 筑紫野市湯町 古美術等販売
平河建築 筑紫野市湯町 大工工事業
有限会社　マキ工事 筑紫野市湯町 基礎工事
有馬鍼灸整骨院 筑紫野市湯町 鍼灸院
㈲フィールドアーツ九州支店 筑紫野市湯町 さく井工事業
㈲メディアクルー 筑紫野市湯町 新聞小売業
㈲山公商会 筑紫野市湯町 男子服卸売業
髙田塗装店 筑紫野市湯町 塗装工事業

H.S.D 筑紫野市塔原東 木造建築工事業
ＬＢＳ-ＳＴＹＬＥ 筑紫野市塔原東 トレーニングアドバイザー
MK工業 筑紫野市塔原東 左官業
ＳＯＭＥＹＡ　Ｒ＆Ｄ 筑紫野市塔原東 中古自動車小売業
アクアサポート 筑紫野市塔原東 その他
イデア・エンジニアリング 筑紫野市塔原東 サービス業
ココア整骨院 筑紫野市塔原東 整骨院
ファミリーマート塔原東店 筑紫野市塔原東 コンビニエンスストア
ミニストップ筑紫野塔原店 筑紫野市塔原東 コンビニエンスストア
ヤスタケ通信サービス 筑紫野市塔原東 電気通信工事業
㈱ＡＣＴ天拝 筑紫野市塔原東 サービス
㈱アクアリフォーム 筑紫野市塔原東 給排水・衛生設備工事業
㈱シャリップ販売 筑紫野市塔原東 その他
㈱レジントラスト 筑紫野市塔原東 防水工事業
㈱小栁 筑紫野市塔原東 パン製造業
㈱太陽家具百貨店 筑紫野市塔原東 家具販売
㈱筑紫商会 筑紫野市塔原東 一般管工事業
㈱朝日プラント 筑紫野市塔原東 一般管工事業
㈱二日市電化センター 筑紫野市塔原東 電気機械器具小売業
㈱肉のさいた 筑紫野市塔原東 食肉小売業
吉田屋 筑紫野市塔原東 うどん店
児島工設 筑紫野市塔原東 機械器具設置工事業
伸栄設備 筑紫野市塔原東 一般管工事業
川添石油㈱二日市西 筑紫野市塔原東 ガソリンスタンド
平山測量設計事務所 筑紫野市塔原東 測量業
㈲筑紫葬祭 筑紫野市塔原東 サービス業
㈲武藤技建 筑紫野市塔原東 一般土木建築工事業
㈲両筑商事 筑紫野市塔原東 し尿収集運搬業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細

（有）船越薬局 筑紫野市紫 小売業
jeu（ジュー） 筑紫野市紫 美容室
N's アロマオフィス 筑紫野市紫 サービス業
SHINDEN 筑紫野市紫 電気配線工事業
あこ家 筑紫野市紫 その他
アドバンス 筑紫野市紫 その他
エビス海産 株式会社 筑紫野市紫 その他の農畜産物・水産物卸売業
エム・ケイ・エフ 筑紫野市紫 消防設備業
かずこ美容室 筑紫野市紫 美容室
シージー設備㈱ 筑紫野市紫 一般管工事業
ディスカウントドラッグコスモス紫店 筑紫野市紫 ドラッグストア
ドラッグストア　モリ　二日市店 筑紫野市紫 ドラッグストア
パーフェクト 筑紫野市紫 塗装工事業
ファミリーマート筑紫野紫店 筑紫野市紫 コンビニエンスストア
フォト企画　えがしら 筑紫野市紫 写真業
フラワーはなみ 筑紫野市紫 花・植木小売業
ヘアーサロンいしばし 筑紫野市紫 サービス業
ヤハタ建設 筑紫野市紫 建築工事業
ヨシオカ 筑紫野市紫 塗装工事業
ワイズ・システム㈱ 筑紫野市紫 一般電気工事業
栄包装 筑紫野市紫 卸売業
雅 筑紫野市紫 サービス業
学生服の店メイト 筑紫野市紫 男子服小売業
株式会社エコ・スプリング 筑紫野市紫 建築、設計、施工、建材、製造販売
㈱あかし 筑紫野市紫 卸売業
㈱エムズ・プランニング 筑紫野市紫 サービス業
㈱オフィスステーションカジワラ 筑紫野市紫 紙・文房具小売業
㈱スペース・アイ 筑紫野市紫 サービス業
㈱メディカルネクスト九州 筑紫野市紫 医療用具、システムの卸売業
㈱レイオブホープ 筑紫野市紫 その他
㈱健美心 筑紫野市紫 サービス業
㈱二日市木村屋 筑紫野市紫 パン製造業
㈱帆足設備 筑紫野市紫 一般管工事業
牛島設備設計 筑紫野市紫 建築設計業
金沢屋 大宰府二日市店 筑紫野市紫 襖・障子・網戸張替、畳張替
建築工房「築」株式会社 筑紫野市紫 一般建築、設計、施行
合同会社　伸太郎建築設計 筑紫野市紫 建築設計業
紫音楽教室 筑紫野市紫 エレクトーン、ピアノ教室、音楽指導
紫畳店 筑紫野市紫 畳製造業
若葉工務店 筑紫野市紫 大工工事業
酒匠 筑紫野市紫 酒小売業
寿　株式会社 筑紫野市紫 その他
寿花 筑紫野市紫 サービス業
松尾米穀店 筑紫野市紫 米穀類小売業
西日本新聞エリアセンター二日市東 筑紫野市紫 新聞小売業
谷建設産業㈱ 筑紫野市紫 建築工事業
筑紫ガス株式会社 筑紫野市紫 ガス業
筑紫野建装㈱ 筑紫野市紫 建築工事業
坪内設備 筑紫野市紫 給排水・衛生設備工事業
電気のガイド 筑紫野市紫 電気機械器具小売業
二日市合同プロパン㈱ 筑紫野市紫 燃料小売業
梅野建築工房 筑紫野市紫 木造建築工事業
博多人形生地工房 筑紫野市紫 人形製造業
宝香閣 筑紫野市紫 小売業
又吉製作所 筑紫野市紫 金属工作機械製造業
㈲エムディー 筑紫野市紫 牛乳小売業
㈲フラワーリネンサービス 筑紫野市紫 サービス業
㈲宮崎自動車 筑紫野市紫 自動車一般整備業
㈲光電設工業 筑紫野市紫 一般電気工事業
㈲森建設 筑紫野市紫 舗装工事業
㈲前田商会 筑紫野市紫 小売業
㈲筑紫ガスサービスショップ 筑紫野市紫 建設業
㈲筑紫染色 筑紫野市紫 織物手加工染色整理業
㈲東亜紙工社 筑紫野市紫 紙器製造業
㈲福岡印刷機材 筑紫野市紫 卸売業
㈲平成工業 筑紫野市紫 防水工事業
理容リッチ 筑紫野市紫 サービス業
理容浅田 筑紫野市紫 理容室
林ガラス店 筑紫野市紫 ガラス工事業
浪越青果 筑紫野市紫 青果卸売

L.H.D.Teile-Dienst 筑紫野市桜台
NPO法人　たすけあい筑紫野 筑紫野市桜台
private salon OCEAN 筑紫野市桜台
T・S・C 筑紫野市桜台 電気通信業
エスケイジャパンセールス㈱ 筑紫野市桜台 その他の民生用電気機械器具製造業
サロンドちくし 筑紫野市桜台
ショップ桜台 筑紫野市桜台
スナック竹馬 筑紫野市桜台 スナック
フェアリーガーデン 筑紫野市桜台
らいすぴあ米選 筑紫野市桜台 米穀類小売業
吉星餃子 筑紫野市桜台 餃子製造販売
山田　京介 筑紫野市桜台 塗装工事
大石写真館 筑紫野市桜台 写真業（商業写真業を除く）
中山商店 筑紫野市桜台
梅善精肉店 筑紫野市桜台 食肉小売業
毎日新聞筑紫販売所 筑紫野市桜台 新聞小売業
㈲アップ 筑紫野市桜台
㈲ニシコウジ 筑紫野市桜台
㈲ホーム電器 筑紫野市桜台 電気機械器具小売業
㈲川上工業 筑紫野市桜台 一般管工事業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細

永吉電工 筑紫野市常松 建設業
合同会社　三宅牧場　まきば 筑紫野市常松 米・麦製造販売

格製作所 筑紫野市諸田 木工事
㈱KCJapan 筑紫野市諸田 野菜卸売業
㈱ジェイエスティ 筑紫野市諸田 土木工事業
丸源産業 筑紫野市諸田 建築工事業
成信建設㈱ 筑紫野市諸田 土木工事業
成信自動車工業 筑紫野市諸田 自動車一般整備業
田中住宅産業㈱ 筑紫野市諸田 一般管工事業

（株）コーエイ企画 筑紫野市永岡 建物清掃
Beat 筑紫野市永岡 中古自動車小売業
IRIE(アイリー） 筑紫野市永岡 美容業
ＰＥＡＣＥ　ＤＯＧ 筑紫野市永岡
RIASTAR 筑紫野市永岡 中古車販売
あおぞら運送㈲ 筑紫野市永岡
アジアトレード㈱ 筑紫野市永岡
いけす料理　玄海 筑紫野市永岡 いけす料理
インテリア　オカベ 筑紫野市永岡 内装工事業
エール電子工業㈱ 筑紫野市永岡 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業
クラフト　モリシタ 筑紫野市永岡 他に分類されない修理業
サトウ産業㈱ 筑紫野市永岡
サロンドラブ 筑紫野市永岡
セブンイレブン針摺店 筑紫野市永岡 コンビニエンスストア
タツミレーシング 筑紫野市永岡 自動車製造業
ちょっきんＰＡＰＡ 筑紫野市永岡 理容業
ディスカウントドラッグコスモス筑紫野店 筑紫野市永岡 ドラッグストア
ブティク優華 筑紫野市永岡 婦人服小売業
ライト　フォト 筑紫野市永岡 サービス業
永岡産業 筑紫野市永岡 造園工事業
岡部クリーニング 筑紫野市永岡
岡部酒店 筑紫野市永岡 酒小売業
株式会社　片原通信 筑紫野市永岡
株式会社HS建工 筑紫野市永岡 建築リフォーム工事業
株式会社JAアグリサポート筑紫 筑紫野市永岡 耕作、野菜作
株式会社K&K 筑紫野市永岡 その他の管工事業
株式会社アーネスト 筑紫野市永岡
株式会社百田ボーリング 筑紫野市永岡 さく井工事業
㈱ASJ 筑紫野市永岡 飲食業、イベント出店
㈱K-style 筑紫野市永岡 広告業
㈱クオリティサービス 筑紫野市永岡
㈱コスモ 筑紫野市永岡 その他の衣服卸売業
㈱メーカーズ（K-cafe） 筑紫野市永岡 中古自動車小売業
㈱ラナメイク 筑紫野市永岡 利用運送業
㈱伍代産業 筑紫野市永岡 屋根工事業
㈱太洋 筑紫野市永岡 船舶造修・塗装業
㈱樋口工業 筑紫野市永岡 鉄筋工事業
㈱野口土木 筑紫野市永岡 土木工事業
丸元鋼業 筑紫野市永岡 鉄骨工事業
吉田運輸倉庫㈱ 筑紫野市永岡 運輸倉庫
古松建設㈱ 筑紫野市永岡
山﨑設備工業 筑紫野市永岡 一般管工事業
自然食品館 筑紫野市永岡
住吉ラーメン太閤 筑紫野市永岡
森永牛乳筑紫販売店 筑紫野市永岡 牛乳小売業
神田工務店 筑紫野市永岡 一般土木建築工事業
石塚ボーリング工業 筑紫野市永岡 さく井工事業
弥永左官 筑紫野市永岡 左官工事業
有限会社　ユーワフードシステム 筑紫野市永岡 その他
㈲ウエスターコミュニケーションズ 筑紫野市永岡
㈲エールテック 筑紫野市永岡 建築リフォーム工事業
㈲エコ・クリエイト 筑紫野市永岡
㈲吉田刺繍 筑紫野市永岡 刺しゅう業
㈲古賀栄組 筑紫野市永岡 土木工事業
㈲五十番食品 筑紫野市永岡 業務用中華食品の製造
㈲池田重機建材 筑紫野市永岡

Page 筑紫野市俗明院
オクタニ冷機 筑紫野市俗明院
パナポート　ウシジマ 筑紫野市俗明院
ファミリーマート筑紫野俗明院店 筑紫野市俗明院 コンビニエンスストア
マツクマ企画 筑紫野市俗明院 電気配線　パチンコ専門
㈱八双建設 筑紫野市俗明院 建築工事業
㈱福岡ヤクルト工場 筑紫野市俗明院 乳酸菌飲料、清涼飲料水等製造
㈱鳳 筑紫野市俗明院 屋根工事業
丸信エナジー㈱ 筑紫野市俗明院
筑紫亭 筑紫野市俗明院
萩尾印刷 筑紫野市俗明院 オフセット印刷業
㈲つくしの交通 筑紫野市俗明院 タクシー業、旅行業等
㈲マルサン建設 筑紫野市俗明院 建築工事業
㈲勘野食品 筑紫野市俗明院
㈲小西車両整備工業 筑紫野市俗明院 自動車一般整備業

(株)大雅 筑紫野市石崎 結納用品製造販売
HAIR ROOM　LuLu 筑紫野市石崎 美容室
Illalla食堂 筑紫野市石崎 食堂
ＳＴＥＰ　ＨＡＩＲ 筑紫野市石崎
カギの110番筑紫野 筑紫野市石崎 カギ修理
きもの装美着付学院 筑紫野市石崎
ちくしの住建 筑紫野市石崎 建築工事業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
ディスカウントドラッグコスモス石崎店 筑紫野市石崎 ドラッグストア
菓子処　天本家 筑紫野市石崎 菓子小売業
㈱ジャノメサービス　福岡サービスセンター 筑紫野市石崎 一般機械修理業
㈱ボナシステムズ 筑紫野市石崎
㈱鹿島畳襖商店 筑紫野市石崎 畳製造業
吉村　淳 筑紫野市石崎
吉村住機工業 筑紫野市石崎 一般管工事業
荒木歯科医院 筑紫野市石崎
酔　処 筑紫野市石崎
泉電気 筑紫野市石崎 一般電気工事業
中村農機製作所 筑紫野市石崎 農業用器具製造業
藤田左官工業 筑紫野市石崎 左官工事業
木野酒店 筑紫野市石崎 酒小売業
㈲エヌ・ティーフード 筑紫野市石崎
㈲白美舎 筑紫野市石崎

カット専門店　ｅ－カット 筑紫野市二日市西 理容業
プチフラワーみゆき 筑紫野市二日市西 花・植木小売業
ブティック　P.B.L 筑紫野市二日市西 婦人服小売業
マックスバリュエクスプレス二日市店 筑紫野市二日市西 スーパーマーケット
むつごろう 筑紫野市二日市西 居酒屋
ルモン西日本販社 筑紫野市二日市西 化粧品卸売業
㈱ヴィノーブ 筑紫野市二日市西 ワイン等販売
㈱ワンマイル 筑紫野市二日市西 モデル・模型製造業
㈱渡辺建設 筑紫野市二日市西 建築工事業
居酒屋　ばんばん 筑紫野市二日市西 居酒屋
居酒屋　八千代 筑紫野市二日市西 居酒屋
健康整体院 筑紫野市二日市西 整体院
合同会社　武蔵商事 筑紫野市二日市西 コンビニエンスストア
黒瀬眼科医院 筑紫野市二日市西 眼科
山口緑化建設㈲ 筑紫野市二日市西 一般土木建築工事業
仁電設 筑紫野市二日市西 電気工事
石原獣医科医院 筑紫野市二日市西 獣医業
川上善久事務所 筑紫野市二日市西 情報処理サービス業
筑紫野ロードサービス 筑紫野市二日市西 サービス業
坪山工芸社 筑紫野市二日市西 看板・標識機製造業
天六食堂 筑紫野市二日市西 食堂
田中屋根工事 筑紫野市二日市西 屋根工事
田中乳業販売店 筑紫野市二日市西 牛乳販売
博多漢塾 筑紫野市二日市西 居酒屋
美容室　ティファニー 筑紫野市二日市西 美容業
富士鋼機㈱ 筑紫野市二日市西 一般土木建築工事業
福成産業㈱ 筑紫野市二日市西 建築資材卸売業
野田建機整備 筑紫野市二日市西 建設・鉱山機械整備業
㈲三和電機工業 筑紫野市二日市西 電気機械器具製造
㈲青果の西村 筑紫野市二日市西 青果小売
㈲文具事務機の大沢 筑紫野市二日市西 紙・文房具小売業
㈲堀電気商会 筑紫野市二日市西 電気工事

（株）吉丁 筑紫野市二日市中央 居酒屋
（合）つるや薬局 筑紫野市二日市中央 調剤薬局
Amerigo Vespucci（アメリゴヴェスプッチ） 筑紫野市二日市中央 飲食業
BAR Big Dipper 筑紫野市二日市中央 バー
Bar.co 筑紫野市二日市中央 バー
BLACK JACK 筑紫野市二日市中央 飲食業bar
ＣＵＢＩＣー１ 筑紫野市二日市中央 婦人服小売業
Einzats(アインザッツ） 筑紫野市二日市中央 教育業（音楽教室、幼保園にて先生・園児の指導）
Ge-X 筑紫野市二日市中央 エクステリア
ＧＯＭＡ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２０００ 筑紫野市二日市中央 輸入雑貨卸・小売
Guranjuteセラピーメイク協会 筑紫野市二日市中央 美容業（セラピーメイク）
HIGEJIISAN 筑紫野市二日市中央 その他
hira bikes 筑紫野市二日市中央
Loop 筑紫野市二日市中央
Pulin-hair room 筑紫野市二日市中央 サービス業
Ｓｃｅｎｅ 筑紫野市二日市中央 花・植木小売業
sonic Labo hair 筑紫野市二日市中央 美容室
The Curiosity HairStyle Shop 筑紫野市二日市中央 サービス業
TOTAL HAIR honnet 筑紫野市二日市中央
Voyage 筑紫野市二日市中央 スナック
アロマの杜 筑紫野市二日市中央 その他
いけだ屋二日市店 筑紫野市二日市中央 明太子等販売
イッティージャパン㈱市民パソコン塾　福岡支社 筑紫野市二日市中央 子ども英会話教室運営
イニョン 筑紫野市二日市中央 韓国料理店
うおずみ動物病院 筑紫野市二日市中央 獣医業
えいこう 筑紫野市二日市中央 居酒屋
エトワール 筑紫野市二日市中央 喫茶店
エル・タナカ 筑紫野市二日市中央 婦人服小売業
オーセンティックBAR 　スワン 筑紫野市二日市中央 バー
おれどん 筑紫野市二日市中央 居酒屋
お仏壇のよーかどう 筑紫野市二日市中央 仏壇等販売
かうひいや 筑紫野市二日市中央 喫茶店
カラオケダイニング　アティーナ 筑紫野市二日市中央 カラオケバー
クラフト 筑紫野市二日市中央 美容業
さかなくらぶ 筑紫野市二日市中央 日本料理店
ささはら整骨院 筑紫野市二日市中央 サービス業
サンハウス 筑紫野市二日市中央 その他
サンヒルズ九州 筑紫野市二日市中央 卸売業
ジャックス警備保障㈲ 筑紫野市二日市中央 サービス業
すし処  瀬田 筑紫野市二日市中央 すし店
スナック　ハート 筑紫野市二日市中央 スナック
スナック　パレット 筑紫野市二日市中央 スナック
スナック メール 筑紫野市二日市中央 スナック



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
スナック　華華 筑紫野市二日市中央 酒場，ビヤホール
スナックあげいん 筑紫野市二日市中央 スナック
スナックオーキッド 筑紫野市二日市中央 スナック
スナックローラル 筑紫野市二日市中央 スナック
スナック雨やどり 筑紫野市二日市中央 スナック
スナック魁 筑紫野市二日市中央 スナック
スナック玲奈 筑紫野市二日市中央 スナック
スペースHPS＆ヘブンリーローズ 筑紫野市二日市中央 その他
セブンイレブン西鉄二日市駅前店 筑紫野市二日市中央 コンビニエンスストア
ディスカウントドラッグコスモス二日市駅店 筑紫野市二日市中央 ドラッグストア
デオデオ二日市店 筑紫野市二日市中央 電気機械器具小売業
トポスデザイン㈱ 筑紫野市二日市中央 建築設計業
バイクショップ　フレンズ 筑紫野市二日市中央 二輪自動車小売業
パソコン教室まなびの森 筑紫野市二日市中央 パソコン教室
パブかんてら 筑紫野市二日市中央 スナック
パブどるちえ 筑紫野市二日市中央 バー，キャバレー，ナイトクラブ
パン屋　P-box 筑紫野市二日市中央 パン小売業
ピアジェ 筑紫野市二日市中央 スナック
ひさや 筑紫野市二日市中央 居酒屋
ビジネスホテル文 筑紫野市二日市中央
ひまわり美容室 筑紫野市二日市中央 サービス業
ポーラ．ニュー．ムラサキ営業所 筑紫野市二日市中央 化粧品小売業
ボタンのながたや 筑紫野市二日市中央 洋品雑貨・小間物小売業
ポルタータ 筑紫野市二日市中央 イタリア料理
ホンダウイング 岡部 筑紫野市二日市中央 二輪自動車小売業
ミサ子美容院 筑紫野市二日市中央 美容業
みっちゃんラーメン 筑紫野市二日市中央 ラーメン店
ミツワ美容室 筑紫野市二日市中央 美容業
ミニストップ二日市中央店 筑紫野市二日市中央 コンビニエンスストア
ムーヴメント 筑紫野市二日市中央 ＣＤ小売
むちゃく 筑紫野市二日市中央 酒場，ビヤホール
ムツミビル 筑紫野市二日市中央 小売業
むらさき整骨院 筑紫野市二日市中央 整骨院
メンバーズ　ディアマン 筑紫野市二日市中央 スナック
やきとり大政 筑紫野市二日市中央 やきとり
やきとり名島 筑紫野市二日市中央 サービス業
ヤマダ電機テックランド筑紫野店 筑紫野市二日市中央 電気機械器具小売業
ラーメンとん平 筑紫野市二日市中央 ラーメン店
リバーテクノ㈱ 筑紫野市二日市中央 橋梁の調査・点検及び設計
リペア倶楽部 筑紫野市二日市中央 他に分類されない修理業
ゑびす醤油㈱ 筑紫野市二日市中央 しょう油・食用アミノ酸製造業
井上塾 筑紫野市二日市中央
井上板金加工所 筑紫野市二日市中央 板金工事業
唄い亭 筑紫野市二日市中央 ステージカラオケ
音屋 筑紫野市二日市中央 飲食店
花源 筑紫野市二日市中央 すし店
花田印判 筑紫野市二日市中央 印鑑
花田企画 筑紫野市二日市中央 デザイン業
菓子工房ボン．コアン 筑紫野市二日市中央 菓子小売業
楽艶 筑紫野市二日市中央 スナック
梶原陶苑 筑紫野市二日市中央 陶磁器・ガラス器小売業
株式会社　クボヤマ 筑紫野市二日市中央 一般製材業
㈱D・Presents 筑紫野市二日市中央
㈱TRADE　MALL 筑紫野市二日市中央 美容商品・健康商品卸
㈱アプロス 筑紫野市二日市中央 男子服小売業
㈱エスケイエンジニアリング 筑紫野市二日市中央 測量業
㈱ふくや 筑紫野市二日市中央 明太子等販売
㈱ポップクリエイション 筑紫野市二日市中央 その他
㈱栄興産 筑紫野市二日市中央 サービス業
㈱駅前不動産　JR二日市店 筑紫野市二日市中央 不動産管理業
㈱学生服センターカク二日市店 筑紫野市二日市中央 学生服販売
㈱山村商店 筑紫野市二日市中央 酒小売業
㈱千歳屋 筑紫野市二日市中央 食肉小売業
㈱谷呉服店 筑紫野市二日市中央 呉服・服地小売業
㈱武石百貨店 筑紫野市二日市中央 百貨店，総合スーパー
㈱和田商店 筑紫野市二日市中央 米穀類小売業
貴美美容室 筑紫野市二日市中央
菊武彩　ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ 筑紫野市二日市中央
吉広写真館 筑紫野市二日市中央 写真業
居酒屋　縁 筑紫野市二日市中央 居酒屋
居酒屋　大鳥居 筑紫野市二日市中央 居酒屋
居酒屋天拝 筑紫野市二日市中央 居酒屋
共栄自動車整備工場 筑紫野市二日市中央 自動車一般整備業
九州ホンダ 筑紫野市二日市中央 二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）
元気屋アトム 筑紫野市二日市中央 野菜小売業
古野文具店 筑紫野市二日市中央 文房具販売
広瀬組 筑紫野市二日市中央 左官工事
高嶋青果 筑紫野市二日市中央 野菜小売
三幸美容室 筑紫野市二日市中央 美容室
三成塾 筑紫野市二日市中央 サービス業
酒のボンボン 筑紫野市二日市中央 酒小売業
酒処　かむら 筑紫野市二日市中央 酒場，ビヤホール
酒処　今日子 筑紫野市二日市中央 飲食店
酒処　瑞峯 筑紫野市二日市中央 飲食業
秋吉 筑紫野市二日市中央 製造業
小料理　音彩 筑紫野市二日市中央 飲食業
小林カレー 筑紫野市二日市中央 喫茶店
焼鳥　鶏゛囲夢 筑紫野市二日市中央
焼鳥　燈 筑紫野市二日市中央 焼き鳥
笑がおの食卓 筑紫野市二日市中央 各種食料品小売業
信濃庵 筑紫野市二日市中央 そば店
森永牛乳　廣川販売店 筑紫野市二日市中央 牛乳小売業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細
深堀  俊由紀 筑紫野市二日市中央 大工工事業
整骨院　なかの 筑紫野市二日市中央
精肉店サンミート 筑紫野市二日市中央 食肉小売業
青木鉄工所 筑紫野市二日市中央 消火器具・消火装置製造業
赤司理容院 筑紫野市二日市中央
前田建設 筑紫野市二日市中央 建築工事業
大賀酒造（株） 筑紫野市二日市中央 清酒製造業
大京園 筑紫野市二日市中央 中華料理店
宅配クックワン・トゥ・スリー福岡筑紫野店 筑紫野市二日市中央 配達飲食サービス業
炭火串焼　鉄板　いちみつ 筑紫野市二日市中央 炭火串焼き・鉄板焼き
炭火焼劇場　二日市月忠 筑紫野市二日市中央 その他
暖歓 筑紫野市二日市中央 その他
筑紫産業株式会社 筑紫野市二日市中央
中岡建設㈱ 筑紫野市二日市中央 建築工事業
中国食工房　美膳 筑紫野市二日市中央 中華料理店
長浜ラーメンのぐち 筑紫野市二日市中央 ラーメン店
天神美容室 筑紫野市二日市中央 美容室
藤田商会 筑紫野市二日市中央 自転車小売業
二日市グリーンホテル 筑紫野市二日市中央 ホテル
二日市とりかわきくや 筑紫野市二日市中央 焼き鳥店
入江建築計画工房 筑紫野市二日市中央 建築設計業
農事組合法人　福栄組合（福栄のからあげＪＲ二日市店） 筑紫野市二日市中央 小売業
梅家 筑紫野市二日市中央 菓子小売業
買い取り　まあちゃん 筑紫野市二日市中央 その他
白金屋たばこ店 筑紫野市二日市中央 たばこ・喫煙具専門小売業
八尋製材(株) 筑紫野市二日市中央 一般製材業
八尋装蹄所 筑紫野市二日市中央 畜産サービス業（獣医業を除く）
番屋３ 筑紫野市二日市中央 居酒屋
美夜妃 筑紫野市二日市中央
便利屋マリンサービス 筑紫野市二日市中央 便利屋（遺品整理、不用品回収、庭木剪定他）
宝船 筑紫野市二日市中央 居酒屋
末次金物店 筑紫野市二日市中央 金物小売業
㈲O・B・U Company 筑紫野市二日市中央 サービス業
㈲アートジェム 筑紫野市二日市中央 ジュエリー製品卸売業
㈲つかさ 筑紫野市二日市中央 婦人服小売業
㈲ワールド美容室 筑紫野市二日市中央
㈲時計宝石メガネヒラヤマ 筑紫野市二日市中央 時計・眼鏡・光学機械小売業
㈲小林写真館 筑紫野市二日市中央 写真業（商業写真業を除く）
㈲松原商店 筑紫野市二日市中央 化粧品小売業
㈲寝具インテリア　やない 筑紫野市二日市中央
㈲谷企画産業 筑紫野市二日市中央 一般製材業
㈲二日市コンタクト 筑紫野市二日市中央 サービス業
㈲美容室シスター 筑紫野市二日市中央
遊膳亭 筑紫野市二日市中央
洋品ののむら 筑紫野市二日市中央 男子服小売業
理容ミヤハラ 筑紫野市二日市中央 サービス業
鈴屋 筑紫野市二日市中央 野菜小売業
浪花商事㈲ 筑紫野市二日市中央 その他
和田印刷 筑紫野市二日市中央 印刷業

ashitaba 筑紫野市塔原西 婦人服小売業
つくしや 筑紫野市塔原西 紙・文房具小売業
デルスラーラ 筑紫野市塔原西 二輪自動車小売業
ミサキ軽運送 筑紫野市塔原西 その他
㈱コトインターナショナル 筑紫野市塔原西 その他の通信機械器具・同関連機械器具製造
㈲広松養魚場 筑紫野市塔原西 魚類養殖業

Anello筑紫野Futsal Space 筑紫野市塔原南 その他
システムＮｅｔ工房 筑紫野市塔原南 サービス業
㈱ハノ商店　天拝市場 筑紫野市塔原南 その他
九州広興㈱ 筑紫野市塔原南 トイレ、プレハブリース
合同会社　帆足商店 筑紫野市塔原南 その他
手打そば　一作 筑紫野市塔原南 そば店
伸建築 筑紫野市塔原南 木造建築工事業
表具処  熱海 筑紫野市塔原南 表具業
福岡昇降機サービス 筑紫野市塔原南 昇降設備工事業
㈲キヨミ工業 筑紫野市塔原南 一般管工事業
㈲新輪商事 筑紫野市塔原南 中古タイヤ、ホイール販売及び中古車輸出

CoCo壱番屋ゆめタウン筑紫野店 筑紫野市針摺東 カレー店
DCMダイキ㈱ホームセンターダイキ筑紫野店 筑紫野市針摺東 ホームセンター
ウインドプロテクター 筑紫野市針摺東 自動車ガラス販売・施工
キムチママ 筑紫野市針摺東 中華料理店
クローバーシステム 筑紫野市針摺東 小売業
さかえ屋　筑紫野ゆめタウン店 筑紫野市針摺東 菓子小売
センリホーム 筑紫野市針摺東 金属製品塗装業
ホームプリント 筑紫野市針摺東 印刷業
ホームリメイク㈱ 筑紫野市針摺東 建築リフォーム工事業
ゆめタウン筑紫野 筑紫野市針摺東 ショッピングセンター
㈱エブリデイ 筑紫野市針摺東 生命保険業
㈱ベスト電器　筑紫野店 筑紫野市針摺東 電気機械器具小売業
㈱京阪トラベル 筑紫野市針摺東 旅行業者代理業
㈱薬師堂 筑紫野市針摺東 馬油等製造業
九設工業 筑紫野市針摺東 一般管工事業
古賀興業 筑紫野市針摺東
想家工房㈱ 筑紫野市針摺東 建築設計業
大井建築 筑紫野市針摺東 木造建築工事業
筑紫野歯研 筑紫野市針摺東
長野モーター 筑紫野市針摺東 中古自動車小売業
矢野商店 筑紫野市針摺東 パン等販売（売店）
㈲公衛社 筑紫野市針摺東 し尿収集運搬業
㈲馬場崎設備 筑紫野市針摺東 一般管工事業



事業所名 事業所住所(県市町村) 業種詳細

さとうテック 筑紫野市針摺南 建築設計業（上下水道コンサルタント）
橋本板金工業 筑紫野市針摺南 その他
竹上デンタルアート 筑紫野市針摺南
㈲勝山電気工事 筑紫野市針摺南 電気通信工事業

iPhone-check 筑紫野市針摺中央 iPhone修理専門店
P+Palette* 筑紫野市針摺中央
うどん処　小梅 筑紫野市針摺中央 うどん店
エイト・エ・リヤン 筑紫野市針摺中央 喫茶店
お食事処　ぽぱい 筑紫野市針摺中央
カーフィット 筑紫野市針摺中央 中古自動車小売業
コスモス整骨院 筑紫野市針摺中央
すし辰 筑紫野市針摺中央 すし店
デリバリーカージョイ 筑紫野市針摺中央 自動車パーツ買取り販売
ビルメンテナンス　リンピエーサ 筑紫野市針摺中央 マンション共用部敷地内清掃
ヘアーアート　クープ 筑紫野市針摺中央 サービス業
ヘアーサロン　TI-DA 筑紫野市針摺中央
ヘアメイク　花・花 筑紫野市針摺中央
むすび庵 筑紫野市針摺中央 野菜小売業
ようこ美容室 筑紫野市針摺中央
㈱ノビルデザイン 筑紫野市針摺中央 デザイン業
㈱ブン企画 筑紫野市針摺中央
㈱ユープラン 筑紫野市針摺中央
㈱西鉄ストアレガネット朝倉街道 筑紫野市針摺中央 スーパー
㈱千歳屋 筑紫野市針摺中央 食肉卸、販売
㈱平安堂薬局 筑紫野市針摺中央 調剤薬局
玉妃 筑紫野市針摺中央 婦人服小売業
串カツ  和さん 筑紫野市針摺中央 串カツ
高柳左官 筑紫野市針摺中央 左官業
合同会社まほの屋 筑紫野市針摺中央
国司電工 筑紫野市針摺中央
黒崎建設㈱ 筑紫野市針摺中央 建築工事業
東姫 筑紫野市針摺中央 韓国料理
美容室シスター 筑紫野市針摺中央 美容業
美容室ｽﾆｯﾌﾟｽﾆｯﾌﾟ 筑紫野市針摺中央 美容室
㈲ちくしの進学教室 筑紫野市針摺中央
㈲野田商会 筑紫野市針摺中央 寝具類卸売業

Dining en 筑紫野市針摺西
Peace&Calming 筑紫野市針摺西
ウインク 筑紫野市針摺西 バー，キャバレー，ナイトクラブ
うちのたまご本店(JR九州ファーム株式会社) 筑紫野市針摺西 菓子製造及び卵・菓子の販売業務等
おそうじ本舗　筑紫野南店 筑紫野市針摺西 オフィス、商業店舗、ハウスクリーニング清掃業
がいどう整骨院 筑紫野市針摺西 マッサージ
コスメティックそのだ 筑紫野市針摺西 化粧品小売業
サユリ美容室 筑紫野市針摺西
ステージカラオケ夢・街・道 筑紫野市針摺西 カラオケステージ
スナック  シティロード 筑紫野市針摺西 スナック
スナック  ジュン 筑紫野市針摺西 スナック
スナックＬＩＮＥ 筑紫野市針摺西 スナック
スナックティファニー 筑紫野市針摺西
スナック静 筑紫野市針摺西 スナック
ひかり美容室 筑紫野市針摺西
プチポテト遊 筑紫野市針摺西 居酒屋
ヘア＆フェイスサロンａｉ 筑紫野市針摺西
ベビーフェリス井手 筑紫野市針摺西
メンバーズPURE 筑紫野市針摺西 スナック
やきとり　坊ちゃん 筑紫野市針摺西 やきとり
ヤナギヤ酒店 筑紫野市針摺西 酒小売
やまちゃん 筑紫野市針摺西 焼肉店
リフォームセンター朝倉街道 筑紫野市針摺西
街の整体院 筑紫野市針摺西
株式会社アドバンス 筑紫野市針摺西 木製建具工事業
居酒屋　しおん 筑紫野市針摺西
居酒屋　会どう 筑紫野市針摺西 居酒屋（刺身、一品料理他）
居酒屋さかえ 筑紫野市針摺西 居酒屋
山城屋青果 筑紫野市針摺西 野菜小売業
手もみ処　ら・くーる 筑紫野市針摺西 リラクゼーション業（全身もみほぐし、施術）
旬の彩り　みづき 筑紫野市針摺西
城東カメラ 筑紫野市針摺西
炭焼きDINING 鮮笑　朝倉街道店 筑紫野市針摺西 焼鳥居酒屋
筑紫野松庵 筑紫野市針摺西 菓子小売業
朝倉建設㈲ 筑紫野市針摺西 建築工事業
二日市交通㈱ 筑紫野市針摺西
美くとりあ・らぼ㈱ 筑紫野市針摺西 加圧トレーニング
薬局２１やました 筑紫野市針摺西 調剤薬局
㈲ジープ美容室 筑紫野市針摺西
㈲メデューサ 筑紫野市針摺西
㈲岡部三甲堂 筑紫野市針摺西 紙・文房具小売業
㈲鬼木電気店 筑紫野市針摺西 電気機械器具小売業
㈲萩尾モータース 筑紫野市針摺西 自動車一般整備業


