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大型店 MEGAドン・キホーテ筑紫野インター店 小売店 0570-06-8711 武蔵

大型店 SAKODAホームファニシングス筑紫野店 家具・インテリア雑貨　販売 0120-114-113 原田

大型店 TSUTAYA積文館書店 シュロアモール店 書籍販売　他 092-919-7771 原田

大型店 イオンモール筑紫野 小売店（物販、飲食、サービス） 092-929-2300 立明寺

大型店 イオン筑紫野店 総合小売業（食品・衣料品・暮らしの品） 092-918-3600 立明寺

大型店 イオン二日市店 各種商品小売 092-924-1581 二日市北

大型店 エディオンアウトレット筑紫野店 家電量販店 092-926-8411 原田

大型店 サンドラッグ筑紫野店 ドラッグストア 092-927-3171 美しが丘南

大型店 紳士服のフタタ　シュロアモール筑紫野店 メンズ・レディース衣料品の販売 092-926-6555 原田

大型店 スーパースポーツゼビオ ゆめタウン筑紫野店 スポーツ用品及び雑貨販売 092-918-6565 針摺東

大型店 スポーツランド・筑紫の湯 レジャー施設・温泉 092-927-2811 筑紫

大型店 ダイレックス筑紫野店 小売業 092-920-8088 美しが丘南

大型店 武田メガネ　ゆめタウン筑紫野店 メガネ・補聴器等小売 092-403-0161 針摺東

大型店 筑紫野 天拝の郷 レストラン・温浴施設 092-918-5111 天拝坂

大型店 ドラッグコスモス紫店 医薬品・化粧品・健康食品及び日用品・食品の販売 092-919-5002 紫

大型店 ドラッグイレブン シュロアモール筑紫野店 ドラッグストア（医薬品・日用雑貨・化粧品など） 092-919-7610 原田

大型店 ドラッグコスモス石崎店 医薬品・化粧品・健康食品及び日用品・食品の販売 092-917-5077 石崎

大型店 ドラッグコスモス原田駅店 医薬品・化粧品・健康食品及び日用品・食品の販売 092-919-7028 原田

大型店 ドラッグコスモス二日市駅店 医薬品・化粧品・健康食品及び日用品・食品の販売 092-919-6011 二日市中央

大型店 ドラッグストアモリ二日市南店 医薬品・化粧品・生活用品・食料品の販売 092-408-1558 二日市南

大型店 にしてつストア レガネット朝倉街道 スーパーマーケット 092-922-8001 針摺中央

大型店 ホームセンターグッディ二日市店 園芸、ペット、道工具、日用品など 092-921-6590 湯町

大型店 ホームプラザナフコ筑紫店 家庭用品・園芸用品等販売 092-919-0771 筑紫

大型店 マックスバリュエクスプレス二日市店 スーパーマーケット、生鮮食料品販売（小売業） 092-928-7780 二日市西

大型店 ㈱イズミ ゆめタウン筑紫野 小売業 092-924-9000 針摺東

大型店 ㈱大観荘 旅館・ホテル業 092-922-3236 湯町

大型店 ㈱大丸別荘 旅館業 092-924-3939 湯町

大型店 ㈱ベスト電器 筑紫野店 家電販売 092-921-0023 針摺東

大型店 ㈱マルキョウ　原田店 スーパー（食料品・日用雑貨） 092-920-6111 原田

大型店 ㈱マルキョウ 二日市店 スーパー（食料品・日用雑貨） 092-923-6211 二日市南

大型店 ㈱ミスターマックス 筑紫野店 小売業 092-927-3400 原田

大型店 ㈱ヤマダデンキ テックランド筑紫野店 家電製品販売 092-919-1100 二日市中央

大型店 岩田屋二日市サロン 百貨店 092-922-3111 二日市中央

大型店 筑紫野温泉アマンディ 日帰り温泉・レストラン 092-926-2655 原田

大型店 ダイレックス原店 小売業 092-924-3333 原

大型店 ホームセンターコーナンゆめタウン筑紫野店 DIY用品・ペット・レジャー・日用品ほか 092-919-5705 針摺東
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食料品販売 GREEN GRASS パン製造・販売 092-928-7751 湯町

食料品販売 味の兵四郎 筑紫野本店 小売業 092-926-7558 美しが丘北

食料品販売 味の明太子ふくや 二日市店 明太子・食品の販売 092-928-2981 二日市中央

食料品販売 アトリエ グラム 菓子製造・販売 092-408-4466 原田

食料品販売 いしむら原田店 鶴乃子、塩豆大福などの菓子小売業 092-926-7560 原田

食料品販売 井上米穀店 米穀 092-922-2443 古賀

食料品販売 エトワール 菓子製造販売・喫茶 092-922-2102 二日市中央

食料品販売 ゑびす醤油㈱ 醤油・味噌・天然だし・だし関連販売 092-922-3104 二日市中央

食料品販売 大賀酒造㈱ 酒類等の販売 092-922-2633 二日市中央

食料品販売 御菓子司 梅家 和・洋菓子販売 092-922-7940 二日市中央

食料品販売 岡部酒店 酒・小売 092-922-8657 永岡

食料品販売 お茶の大円 茶 092-923-0407 二日市南

食料品販売 菓子処 天本家 和洋菓子 092-923-3462 石崎

食料品販売 銀のさら 宅配寿司 092-918-7751 湯町

食料品販売 合同会社エニクック 食品製造販売 092-917-8299 阿志岐

食料品販売 米選 お米を中心に食料品・雑貨 092-923-3231 桜台

食料品販売 酒匠 酒類・食品 092-923-8551 紫

食料品販売 地酒の川原 蔵元直送の日本酒、焼酎の販売 092-926-2908 原田

食料品販売 鈴屋青果店 野菜、果物、花苗、工芸品の卸・小売業 092-922-2403 二日市中央

食料品販売 ちくごや酒店 酒類・食品小売 092-925-8070 杉塚

食料品販売 ちくしの米屋 全国の米どころから安全で美味しいお米を取り寄せ販売しております。 092-926-2907 筑紫

食料品販売 筑紫野松庵 和菓子の販売 092-925-0135 針摺西

食料品販売 とこぱん パン製造 092-926-2160 筑紫

食料品販売 どんたくからしめんたい　いけだ屋 食料品販売 092-922-5920 二日市中央

食料品販売 ナナパン パン製造・販売 092-985-7126 筑紫

食料品販売 西野商店 アイスクリーム販売・菓子・日用品 092-925-3720 むさしヶ丘

食料品販売 農事組合法人 山口農産 味噌製造業（天拝みそ・天拝梅・みそ漬け・甘生姜など季節商品） 092-925-4052 山口

食料品販売 パン屋 P-BOX パン製造販売 無し 二日市中央

食料品販売 ひかり青果 青果物 卸・小売 092-928-3118 紫

食料品販売 ピザポケット筑紫野店 ピザ等宅配 092-919-6666 紫

食料品販売 藤之屋 干物・鯨販売 090-7165-7732

食料品販売 フルーツ浪花 野菜・果実　販売・配達 092-925-2006 二日市中央

食料品販売 ベーカリーアルブル パン製造・パン販売 092-927-1231 筑紫

食料品販売 ほっともっと石崎店 お弁当の製造・販売 092-929-0145 石崎

食料品販売 ボンコアン 菓子製造・販売 092-921-8872 二日市中央

食料品販売 松尾米穀店 お米・お茶等食料品の販売 092-922-2428 紫

食料品販売 三宅牧場まきば 米、おにぎり、餅、牛肉販売 092-926-4353 常松

食料品販売 山城屋青果 野菜・花・乾物・果物の小売 092-921-3421 針摺西

食料品販売 ヤマムラ酒店 酒類販売 092-922-2336 湯町

食料品販売 ゆめ畑 筑紫野店 直売所（野菜等） 092-919-7117 筑紫

食料品販売 リカ―ショップ リーバイ 全酒類 092-926-9055 原田

食料品販売 リラックス 筑紫野店 酒類販売 092-919-2323 二日市北

食料品販売 リラックス 二日市店 酒類販売 092-919-5818 二日市南

食料品販売 ル・サントーレ原田店 菓子販売 092-927-3838 原田

食料品販売 笑がおの食卓 無添加食品・有機野菜・自然食品専門店 092-924-3471 二日市中央

食料品販売 ㈱ヴィノーブ ワイン販売 092-922-7410 二日市西

食料品販売 ㈱千歳屋 食肉販売 092-922-3302 二日市中央

食料品販売 ㈱肉のさいた 食肉販売 092-923-3258 塔原東

食料品販売 ㈱渡辺農産 米販売 092-922-2289 古賀

食料品販売 ㈲五十番食品 餃子・肉まん・しゅうまい・春巻　他 中華点心 092-928-0050 永岡

食料品販売 ㈲むさしや 有名銘柄・こだわりの焼酎・日本酒の販売 092-925-7110 むさしヶ丘
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食料品販売 ㈲ヤママルしょうゆ 醤油や「柚子衛門」「チャーハン名人」等の加工調味料の製造販売業 092-926-4517 原田

食料品販売 湯まちパン工房あかり パン製造販売 092-929-5333 湯町

飲食業 BABY FACE PLANET'S 二日市店 石窯ナポリピッツァ・パスタ・オムライスの店 092-924-0955 二日市中央

飲食業 cafe 華蔵 飲食業 092-986-0137 塔原南

飲食業 Dining en 居酒屋 092-555-5627 針摺西

飲食業 MUSUBI cafe 無農薬・無化学肥料のやさい・惣菜・弁当・飲食（ランチ・コーヒー） 092-925-3336 二日市中央

飲食業 R．cafe ランチ・弁当（テイクアウト）　㈫㈮は野菜販売あり 090-3602-4214 桜台

飲食業 あこ家 居酒屋（飲食業）・弁当・オードブル 092-923-6875 紫

飲食業 いけす料理　玄海 会席料理・寿司 092-928-5566 永岡

飲食業 居酒屋 さかえ 飲食業、居酒屋 092-922-9838 針摺西

飲食業 居酒屋 浜太郎　二日市店 飲食店 092-925-1233 二日市中央

飲食業 居酒屋 酔処 刺身・焼魚・焼鳥・天ぷら他 092-923-9718 石崎

飲食業 居酒屋さん太 居酒屋 092-517-1698 二日市中央

飲食業 居酒屋しおん カラオケもある居酒屋（小料理） 092-922-8402 針摺西

飲食業 居酒屋ばんばん 定食（コーヒー付）・テイクアウト（弁当・鉢盛） 092-918-1255 二日市西

飲食業 いち日のはじまり 飲食業 092-555-3955 筑紫

飲食業 井手ちゃんぽん ちゃんぽん専門店・餃子・唐揚げ 092-927-3699 原田

飲食業 うどん大文字　筑紫野店 うどん店 092-555-9900 杉塚

飲食業 オーセンティックBAR　スワン シングルモルトウイスキーを中心にワイン・カクテル 090-6774-6849 二日市中央

飲食業 お食事処　ぽぱい 飲食店 092-924-1951 針摺中央

飲食業 おむすび・ぎゅっぎゅ 飲食店 070-4281-7286 二日市中央

飲食業 おれどん 飲食業 092-921-3523 二日市中央

飲食業 海鮮酒房　美波 各種定食・創作料理 092-926-7043 美しが丘北

飲食業 カミーリアレストランはな・花 レストラン 092-926-4220 岡田

飲食業 からあげ力 からあげ販売 092-927-1327 筑紫

飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋 ゆめタウン筑紫野店 飲食 092-928-7987 針摺東

飲食業 川魚料理　鯉ひろまつ うなぎをはじめとした川魚料理 092-922-3457 塔原西

飲食業 かんてら 飲食業 092-924-3006 二日市中央

飲食業 餃子酒場 りきまる 飲食店、居酒屋、テイクアウト 092-984-3694 二日市中央

飲食業 串処 和さん 串揚専門・唐揚げ・一品料理 092-921-3291 針摺中央

飲食業 ごはん酒場ここぱーる 飲食店　居酒屋 092-922-8808 針摺西

飲食業 コメダ珈琲店　ゆめタウン筑紫野店 飲食業・喫茶店 092-923-7211 針摺東

飲食業 山灯家 鶏・和牛炭火焼と和食料理 092-928-3018 古賀

飲食業 七輪炭火かごんま 飲食店業（居酒屋） 092-928-5778 二日市中央

飲食業 旬菜酒家　吉丁 飲食業 092-921-3838 二日市中央

飲食業 すし処 瀬田 すし専門（店内飲食・出前・テイクアウト） 092-921-3088 二日市中央

飲食業 ステージカラオケ 唄い亭 ソフトドリンク付きでカラオケ歌唱していただけます 092-921-6710 二日市中央

飲食業 すなっく Ａ スナック 092-929-4660 二日市中央

飲食業 スナック　ピアジェ 飲食 092-929-4321 二日市中央

飲食業 炭火串焼鉄板いちみつ 飲食店 092-924-0050 二日市中央

飲食業 住吉ラーメン太閤 飲食店（ラーメン・セットものを提供） 092-922-5678 永岡

飲食業 創作居酒屋 季楽 居酒屋 092-926-1155 原田

飲食業 暖歓 やきとり・一品料理 092-923-2780 二日市中央

飲食業 中華菜館 龍天楼 飲食店 092-920-5577 杉塚

飲食業 椿 TSUBAKI 飲食店 090-2712-2220 針摺西

飲食業 花源 日本料理・寿司 092-922-1005 二日市中央

飲食業 ひさや 飲食店 092-922-9711 二日市中央

飲食業 ピノ 飲食店 092-921-8822 二日市中央

飲食業 福岡焼き鳥 鮮笑 筑紫野店 焼き鳥居酒屋 092-928-6090 針摺西

飲食業 福寿司 飲食店（寿司・刺身・酒類） 092-924-5535 二日市北

飲食業 町家カフェ　茶の子 飲食店（喫茶と軽食） 092-922-6855 湯町
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飲食業 みっちゃんラーメン ラーメン店 092-925-5487 二日市中央

飲食業 むちゃく 飲食店（昼／定食屋・夜／居酒屋） 092-924-8514 二日市中央

飲食業 飯笑　かつやま 飲食店 092-555-7881 筑紫

飲食業 メンバーズディアマン 飲食店 092-921-0522 二日市中央

飲食業 やきとり 大政 飲食店 080-4285-8103 二日市中央

飲食業 焼鳥 鶏゛囲夢 飲食業 092-919-6668 二日市中央

飲食業 やきとり 武蔵 酒類・焼き鳥・居酒屋 092-924-4933 湯町

飲食業 焼肉のかわはら 焼肉店・定食・ラーメン・ちゃんぽん　その他いろいろ 092-922-6075 二日市南

飲食業 らーめん 武蔵 飲食サービス 092-928-6165 武蔵

飲食業 料膳　にし川 和食・会席料理 092-921-8827 天拝坂

飲食業 リンガーハット福岡二日市店 長崎ちゃんぽん・皿うどん 092-922-9204 武蔵

飲食業 レストラン アラスカ 飲食 092-920-2130 湯町

飲食業 居酒屋 夢向船 活魚・焼き鳥 092-926-2737 筑紫

飲食業 個室居酒屋バリチカ製作所 居酒屋 092-555-5033 二日市中央

飲食業 エイト・エ・リヤン 飲食 092-923-1812 針摺中央

飲食業 スナック　CIMA 飲食店 092-921-9588 二日市中央

飲食業 ㈱ウエスト二日市 飲食（焼肉・うどん） 092-925-6061 武蔵

飲食業 鉄板焼　じゅうじゅう 飲食店 092-927-2529 筑紫駅前通

衣料品販売 LA.VIDA 婦人服販売 092-926-3550 原田

衣料品販売 Olive＋ レディース服飾販売 092-555-2240 古賀

衣料品販売 学生服の店 メイト 学生服の小売 092-922-4779 紫

衣料品販売 玉妃 レディスファッション 婦人服・小物・バック 090-2080-5410 針摺中央

衣料品販売 手芸・婦人服のながたや 各種糸、綿生地、婦人服　ボタンの穴かがり 092-924-5555 二日市中央

衣料品販売 ブティック　アメリカン メイドインジャパンを中心に、個性ある商品を取り扱うセレクトショップです。 092-922-4336 二日市中央

衣料品販売 ㈱ashitaba 婦人服・雑貨　小売 092-929-3677 塔原西

衣料品販売 ㈱学生服センターカク 二日市店 学生服・標準服の販売 092-922-1278 二日市中央

衣料品販売 ㈱谷呉服店 呉服および和装小物 092-924-5298 二日市中央

衣料品販売 ㈱やまだい 衣料品小売業 092-920-5246 二日市南

小売・卸業ほか お仏壇のよーかどう 仏壇・仏具・提灯等販売 092-924-1111 二日市中央

小売・卸業ほか コスメティックスそのだ 化粧品販売 092-921-2727 針摺西

小売・卸業ほか 末次金物店 日用品・金物販売、住宅リフォーム 092-922-3440 二日市中央

小売・卸業ほか 清龍 活水器（カルデール5CAC）販売 090-8832-4825 二日市北

小売・卸業ほか 贈答品小売　ギフトプラザ カワゾエ 贈り物、返礼品、記念品、販促品の専門店 092-928-3260 武蔵

小売・卸業ほか 名田植物園 観葉・多肉植物、ネコ草生産販売 092-928-5717 阿志岐

小売・卸業ほか 花じかん 花屋（切り花・鉢物など） 092-919-8187 原田

小売・卸業ほか 花田印判 実印・銀行印・認印・ゴム印・表札・名刺・ハガキ印刷・シャチハタ製品 092-923-2148 二日市中央

小売・卸業ほか 風雅堂 文具・剣道具販売 092-920-8155 原田

小売・卸業ほか プチフラワーみゆき 生花・観葉植物・生花スタンド（お祝・お供） 092-923-3873 二日市西

小売・卸業ほか まつばら化粧品店 化粧品販売 092-923-1000 二日市中央

小売・卸業ほか メガネの視正堂 メガネ、補聴器の販売・修理 092-923-4100 二日市北

小売・卸業ほか ランドセル専門店 RaRa chan Rand オーダーメイドランドセルの販売 092-919-6565 二日市北

小売・卸業ほか ㈱ピモレ 化粧品・美容ドリンク・青汁・ファイテン商品の販売 092-555-2263 武蔵

小売・卸業ほか ㈱薬師堂 化粧品と健康食品の卸・小売 092-923-1061 針摺東

小売・卸業ほか ㈲ストリング工房 テニス・バドミントン用品販売・小売店 092-923-8190 上古賀

小売・卸業ほか ㈲時計宝石メガネ ヒラヤマ 時計宝飾眼鏡補聴器の小売 092-922-3242 二日市中央

小売・卸業ほか ㈲文具事務機の大沢 文具・事務用品の小売、卸売 092-922-2126 二日市西

小売・卸業ほか ㈲メイン 馬のたてがみ部分を使用又は配合したスキンケア商品の製造販売 092-926-0108 隈

スーパー マックスバリュエクスプレス筑紫駅前店 スーパーマーケット、生鮮食料品販売（小売業） 092-927-2481 筑紫駅前通

コンビニエンスストア Ｙショップ筑紫野市役所店 コンビニエンスストア 092-408-1200 石崎

コンビニエンスストア セブンイレブン筑紫野岡田店 コンビニエンスストア 092-926-7170 岡田

コンビニエンスストア セブンイレブン筑紫野杉塚店 コンビニエンスストア 092-921-7076 杉塚
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コンビニエンスストア セブンイレブン筑紫野筑紫店 コンビニエンスストア 092-926-7870 筑紫

コンビニエンスストア セブンイレブン筑紫野武蔵店 コンビニエンスストア 092-928-1188 武蔵

コンビニエンスストア セブンイレブン針摺店 コンビニエンスストア 092-924-2140 永岡

コンビニエンスストア ファミリーマート筑紫野紫店 コンビニエンスストア 092-917-8118 紫

コンビニエンスストア ミニストップ 筑紫野原店 コンビニエンスストア 092-929-5012 原

コンビニエンスストア Ｙショップ 松屋酒店 コンビニエンスストア 092-922-4441 古賀

コンビニエンスストア ファミリーマート筑紫野俗明院店 コンビニエンスストア 092-918-5543 俗明院

コンビニエンスストア ファミリーマート筑紫野塔原東店 コンビニエンスストア 092-918-2721 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 コンビニエンスストア 092-928-8216 塔原東

理・美容業 Hair art coop 美容室 092-923-0845 針摺中央

理・美容業 ＰＯＬＡ ニュームラサキ店 エステ・化粧品販売 092-924-4819 二日市中央

理・美容業 private salon OCEAN 美容室・ヘアケア・ヘッドスパ 092-922-1622 桜台

理・美容業 Pulin hair（プリンヘア） ヘアカット、美容室、化粧品販売、コワーキングスペース、フェイシャルエステ 092-517-7095 二日市中央

理・美容業 エステサロン bistro エステ・飲食 090-2514-7115 二日市中央

理・美容業 ちょっきんPAPA 理容室 092-929-0500 永岡

理・美容業 天神美容室 美容業 092-928-1321 二日市中央

理・美容業 トータルヘアーオネット 美容業全般 092-922-3255 二日市中央

理・美容業 一理容 理容業 092-408-7181 石崎

理・美容業 美容室クラフト 美容技術 092-924-3553 二日市中央

理・美容業 ヘア＆フェイスサロン ai 美容室 092-924-3411 針摺西

理・美容業 ヘアーサロン　スマイル 理容 092-922-7334 二日市南

理・美容業 ヘアーサロン ツルタ 理容業 092-922-8695 二日市南

理・美容業 ヘアーサロン石川 理容業 092-922-4445 二日市中央

理・美容業 ヘアーサロンいしばし 092-923-1755 紫

理・美容業 ヘアーサロンリッチ 理容室 092-924-1622 紫

理・美容業 ヘアメイク　アージュ 美容業 092-922-0017 二日市中央

理・美容業 みゆき美容室 美容 0800-888-1493 二日市中央

理・美容業 理髪 浅田（理容浅田） 理容業 092-923-0286 紫

理・美容業 美容室シスター 美容業 092-924-1935 針摺中央

理・美容業 ヘアメイク花花 理美容業 092-923-7712 針摺中央

理・美容業 ミツワ美容室 カット・パーマetc  美容商品 092-922-4379 二日市中央

自動車・自転車販売修理 K'z AUTO 車販売・車検・整備 092-929-0820 針摺中央

自動車・自転車販売修理 カーポリッシュツル ガラス系ボディコーティング・カーフィルム施工・フロントガラスひび割れ修理 092-926-1547 原田

自動車・自転車販売修理 九州ホンダ販売 オートバイ販売・修理 092-923-0500 二日市中央

自動車・自転車販売修理 筑紫野オート 自動車車検・修理・販売 092-926-3488 筑紫

自動車・自転車販売修理 はるだ自動車販売 自動車販売・車検・点検・修理 092-926-1443 原田

自動車・自転車販売修理 藤田商会 オートバイ・自転車の販売・修理 092-922-3349 二日市中央

自動車・自転車販売修理 モトショップ パーティー オートバイ　販売・修理 092-920-8500 原田

自動車・自転車販売修理 ㈲大野自動車整備工場 自動車整備業 092-926-0311 筑紫

自動車・自転車販売修理 ㈲鶴田自動車 自動車の車検、整備、修理、販売 092-922-6867 二日市南

自動車・自転車販売修理 ㈲萩尾モータース 自動車整備・販売 092-922-2506 針摺西

自動車・自転車販売修理 ㈲宮﨑自動車 自動車整備業・販売 092-922-3828 紫

自動車・自転車販売修理 hira bikes 自転車販売 092-924-8868 阿志岐

建設・工業関連業 荒川建設㈱ 建設業 092-926-2953 原田

建設・工業関連業 入江建設㈱ 建築工事業 092-924-2675 上古賀

建設・工業関連業 エコグリーン社 造園業 092-927-0415 光が丘

建設・工業関連業 小野建設㈲ 一般土木建築 092-926-1831 山家

建設・工業関連業 鹿島畳襖商店 畳・襖製造販売 092-922-3570 石崎

建設・工業関連業 こさき住建㈱ 総合建設業 092-925-0550 二日市南

建設・工業関連業 サニーガーデンプラン㈱ 外構工事・エクステリア工事 092-408-2832 下見

建設・工業関連業 大光ハウス 住宅リフォーム 092-516-7114 天拝坂
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建設・工業関連業 田中住宅産業㈱ 建設業 092-926-4355 諸田

建設・工業関連業 筑紫野ホームセンター 内装工事業 092-922-5528 二日市北

建設・工業関連業 ツボヤマ工芸 看板・広告全般 092-922-6228 二日市西

建設・工業関連業 中西建設㈱ 建設業 092-922-2777 湯町

建設・工業関連業 林田建材㈱ 建築資材販売・水廻り改築工事 092-924-2345 二日市南

建設・工業関連業 福成産業㈱ 住宅設備資材・機材・配管材の卸売 092-928-6600 二日市西

建設・工業関連業 丸源産業㈱ 建築・リフォーム及び資材販売 092-925-9668 諸田

建設・工業関連業 紫畳店 畳替え、フスマ・障子の貼り替え 092-925-4077 紫

建設・工業関連業 吉村住機工業 水道・住宅設備機器 092-921-7017 石崎

建設・工業関連業 ㈱井口タタミフスマ店 光が丘店 畳・襖・内装工事 092-926-7575 光が丘

建設・工業関連業 ㈱田中組 土木工事 092-925-3377 湯町

建設・工業関連業 ㈱東筑設備工業 水道設備業 092-985-7445 二日市北

建設・工業関連業 ㈱ハタヤマ内装表具 内装工事全般 092-924-8432 牛島

建設・工業関連業 ㈱明和テクニカル ボーリング工事業 092-922-3366 武蔵

建設・工業関連業 ㈲嘉起嶋土木工業 土木工事業 092-927-2271 山家

建設・工業関連業 ㈲坂口工務店 建設業（木造家の修繕・リフォーム改築） 090-1085-1899 上古賀

建設・工業関連業 ㈲サンセイ電気工業 電気設備 092-923-0003 武蔵

建設・工業関連業 ㈲筑紫電子工業 テレビ・オーディオ機器 092-926-1580 山家

建設・工業関連業 中央設備㈱ 管工事業 092-923-1144 杉塚

建設・工業関連業 岡部畳ふすま店 畳・ふすま 092-926-0027 原田

建設・工業関連業 ㈱末永ハウジング 新築・リフォーム 092-928-4626 吉木

温泉・観光・レジャー施設 扇屋旅館 旅館業・立寄り湯 092-922-2259 湯町

温泉・観光・レジャー施設 天拝いこいの館 物品販売　軽食（うどん・コーヒー） 092-925-8600 武蔵

温泉・観光・レジャー施設 博多湯 温泉事業 092-924-5111 二日市中央

サービス業・その他 FLASHBACK STUDIOS 映像　動画制作　写真撮影スタジオ 092-231-8557 二日市中央

サービス業・その他 オープンハート 着物レンタル・写真スタジオ 092-925-5009 二日市北

サービス業・その他 おそうじ本舗 二日市店 ハウスクリーニング 0120-928-057 二日市西

サービス業・その他 菊武バレエスタジオ クラシックバレエのレッスン 092-918-3161 二日市中央

サービス業・その他 行政書士アフィニティ法務事務所 行政書士業 090-9074-7138 針摺東

サービス業・その他 ゴルフプラザ ウインズ ゴルフ練習場 092-922-0777 牛島

サービス業・その他 筑紫ガスリビング㈱ リフォーム事業 092-921-8449 紫

サービス業・その他 筑紫ガス㈱ ガス機器販売・ガス事業 092-923-3111 紫

サービス業・その他 筑紫野自動車学校 自動車学校（普通車・準中型車・大型二輪車・普通自動二輪車） 092-710-2188 筑紫

サービス業・その他 トータルフットケアゆき フットケア・角質、爪のケア・リンパテラピー　ShoebeltYukiの靴の販売 080-7495-9546 二日市中央

サービス業・その他 西日本新聞エリアセンター美しが丘 エリアセンター 092-926-7274 美しが丘北

サービス業・その他 西日本新聞エリアセンター筑紫 エリアセンター 092-926-2905 筑紫

サービス業・その他 西日本新聞エリアセンター二日市 エリアセンター 092-922-2046 湯町

サービス業・その他 西日本新聞エリアセンター二日市東 エリアセンター 092-922-7342 紫

サービス業・その他 ハートフルスタジオ・ミッキー 写真スタジオ・写真プリント 092-929-3918 二日市南

サービス業・その他 パソコンスクール庚壬塾 パソコン教室 092-919-0343 筑紫

サービス業・その他 ピース・ドッグ ペットの美容・ホテル等 092-928-4411 永岡

サービス業・その他 二日市交通㈱ タクシー業 092-925-8801 針摺西

サービス業・その他 二日市合同プロパン㈱ ＬＰガス販売・ガス機器販売 092-922-2302 紫

サービス業・その他 三村商店 クリーニング取次店 092-921-2161 湯町

サービス業・その他 やまびとクラブ 里山体験と地元農産物 090-1166-5034 平等寺

サービス業・その他 吉広写真館 電話予約優先です 092-922-3169 二日市中央

サービス業・その他 ㈱京阪トラベル 旅行業 092-920-1105 針摺東

サービス業・その他 ㈱フォト企画えがしら 写真購入代金（店頭での販売のみ）・撮影代金等　※卒業アルバム購入代金には使用できません 092-921-7847 紫

サービス業・その他 ㈲筑紫ガスサービスショップ ガス機器販売 092-924-8006 紫

サービス業・その他 ㈲つくしの交通 タクシー業 092-928-1111 俗明院

サービス業・その他 しらゆりセレモニーホール筑紫野 葬儀に関する業務全般 092-918-3144 二日市南
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薬局・ドラッグストア アイ薬局 薬局 092-926-0269 筑紫駅前通

薬局・ドラッグストア 金岡薬局 くすり・漢方・健康相談承ります 092-924-8933 湯町

薬局・ドラッグストア 漢方の木下薬局二日市店 医薬品・健康食品・化粧品販売 092-922-4114 二日市北

薬局・ドラッグストア つるや薬局 医薬品・化粧品販売 092-922-2402 二日市中央

薬局・ドラッグストア ドラッグイレブン二日市店 ドラッグストア 092-918-8051 二日市南

薬局・ドラッグストア ドラッグコスモス筑紫野店 衣料品・化粧品・健康食品及び日用雑貨・食品の販売等 092-918-5515 永岡

薬局・ドラッグストア ドラッグストアモリ美しが丘店 医薬品・化粧品・生活用品・食料品の販売 092-919-8308 美しが丘北

薬局・ドラッグストア ドラッグストアモリ筑紫野店 医薬品・化粧品・生活用品・食料品の販売 092-927-2505 筑紫

薬局・ドラッグストア ドラックストアモリ二日市店 医薬品・化粧品・生活用品・食料品の販売 092-918-5690 紫

薬局・ドラッグストア マツモトキヨシ 西鉄二日市駅店 ドラッグストア 092-918-4701 二日市中央

薬局・ドラッグストア ㈱大賀薬局　二日市店 小売業 092-922-3174 二日市南

医療・健康関連業 KEIKI-経氣- リラクゼーションサロン 092-980-7254 二日市北

医療・健康関連業 有馬鍼灸整骨院 鍼灸、整骨 092-922-5475 湯町

医療・健康関連業 いふき整体・接骨院 療術業（整体施術） 092-921-1833 二日市北

医療・健康関連業 健康整体院 整体・健康商材 092-928-7731 二日市西

医療・健康関連業 浜坂歯科医院 歯科医院 092-926-2002 筑紫

医療・健康関連業 美心治療院 治療院 092-924-3400 紫

医療・健康関連業 ㈱つくしメディカル 医療機器卸 092-922-5161 上古賀

家電・家具・ホームセンター エイム愛幸イノウエ店 家電販売 092-922-2705 二日市南

家電・家具・ホームセンター エディオン 二日市店 家電販売 092-922-3091 二日市中央

家電・家具・ホームセンター パナポートウシジマ パナソニックの電化製品販売・修理・工事 092-923-5668 俗明院

家電・家具・ホームセンター 二日市電化センター 家電販売・サービス 092-922-6105 塔原東

家電・家具・ホームセンター ㈲鬼木電氣店 家電品販売 092-922-2791 針摺西

家電・家具・ホームセンター ㈲寝具インテリアやない 寝具インテリア小売（ベッド各メーカー取扱、オーダーカーテン） 092-924-2241 二日市中央

家電・家具・ホームセンター ㈲ホーム電器 家電品販売 092-922-7127 桜台


