
令和4年11月24日現在 181店舗

ジャンル 地区 事業所名 電話番号 住所 ジャンル 地区 事業所名 電話番号 住所

暮らし 食べる

快眠館まちの 75-2742 吉井町919-3 道の駅うきは 74-3939 山北729-2

㈲アイディーエス 76-2877 清瀬602-6 Ｙショップ流川店 74-6123 流川803-3

ふとん屋ねんね 77-2063 東隈上322-24 サンピットバリュー浮羽店 77-6335 朝田587-1

カラーフォーム健康ショップうきは 77-7178 三春1266 Aコープうきは店 77-5439 朝田584-1

棕櫚箒 浮羽 まごころ工房棕櫚の郷 77-2212 浮羽301 Aコープよしい店 75-2488 吉井町356-5

刃物 浮羽 ㈲大藤刃物店 77-2726 高見862-2 ㈱イズミ　ゆめマートうきは 76-3222 千年153番地

クリーニングフェスタ　エヴリ店 76-5724 若宮40-3 セブンイレブン福岡吉井新馬場店 76-4611 吉井町736-1

クリーニングフェスタ　本店 75-4415 吉井町732-4 セブンイレブンうきは鷹取店 75-5377 鷹取345-1

タクシー 吉井 浮羽交通㈱ 75-3161 吉井町扇町1187-2 酒屋 浮羽 永松酒店 77-2736 三春1883

エディオン吉井駅前店 75-2325 吉井町214-3 お酒 浮羽 いそのさわ 77-3103 西隈上１-2

ユーデンひめの 75-2454 吉井町921-1 お茶 浮羽 うきはの山茶 74-3113 山北227-2

でんきのアズ吉井店 76-5025 吉井町733-2 醤油 浮羽 ㈲弥吉醤油 77-2603 高見538-2

ワイズ吉井店 75-5553 吉井町567-13 食肉 吉井 ときわ精肉店 75-3309 吉井町1169-2

アズ浮羽店 77-3660 浮羽389 ラーメン 吉井 ラーメン・焼肉　みっちゃん 76-2097 吉井町若宮49-2

ワイズ浮羽店 77-5998 山北1661-3 一本堂福岡うきは 88-9006 吉井町734-4

江藤ラジオ店 77-2612 古川1068-3 ぱんのもっか 75-3303 吉井町1127-5

ドコモショップうきは店 0120-664-168 鷹取358-1 浮羽 パン工房　ミゲル 77-2455 東隈上27-1

auショップうきは 75-5800 鷹取100-1 パティスリーナチュール 76-2577 千年251-4

吉井 サラダ館は～とらっぷ 76-5218 宮田579-1 ケーキショップ　ブラウンシュガー 75-2556 清瀬507-1

浮羽 ルーブル浮羽店 77-4180 東隈上320-1 山の麓 75-5534 吉井町791-7

KONOITO 76-9112 吉井町182-1 キチココ 090-6428-3635 吉井町1043-2

reed 76-9480 吉井町1137-2F 浮羽 ル・シュクル 77-7090 浮羽289-8

デザイン 吉井 クロコデサイン 73-7778 吉井町1250-3 セレクトショップ 吉井 うきはせれくと 73-7793 吉井町1366-1

バイク 浮羽 バイクランド浮羽 77-2552 東隈上65-8 和菓子 吉井 ひた屋福富 75-2465 吉井町1127-3

自転車のシカショ 75-3315 吉井町1246 ニュー　パピヨン 76-3939 吉井町1290-1ﾏﾃﾞｲﾋﾞﾙ4F

あやべサイクル 75-3348 若宮60-2 snack　ＫＯＴＯＢＵＫＩ 75-2907 吉井町1290-1ﾏﾃﾞｲﾋﾞﾙ3F

㈲武内自動車商会 75-2390 清瀬489-10 BAR　BIBULOUS 080-1242-1952 吉井町1290-1

コガ自工 75-5400 屋部278-1 トイカフェアンドバー 080-6401-4748 吉井町新治368-1

㈱Bモータース 76-5877 富永665-1 オテル・ドゥ・やまさき 75-2844 若宮115

リファインオート 76-2788 富永220-1 山歩 76-9776 新治366-1

㈱泉商会 75-2873 吉井町41-2 博多一番どり居食家あらい　吉井店 75-8300 吉井町967-11

㈲山下自動車 75-3210 清瀬477-5 トラットリアAO 75-2524 吉井町1003-20

ＢＯＤＹ　ＷＯＲＫＳ　ＭＩＹＡＺＡＫＩ 77-6805 朝田1155-1 居酒屋　磯吉 76-4222 吉井町1316-4

江田自動車商会 77-2729 朝田547-7 PROSPERO 73-7303 吉井町1251-6　2Ｆ

㈱浮羽自動車整備工場 77-2807 朝田569-5 四季房ふらの 76-3399 新治368-1

ミヤザキシャリョウ 77-4602 朝田942-1 まーさん食堂 75-3533 吉井町1416-1

㈱樋口自動車 77-3141 浮羽388-1 そば処　郡上 73-7850 福益1628-1

㈲樋口モータース 77-2508 朝田97－3 居酒屋　正行 75-5711 清瀬571-13

岩佐タイヤ 77-3409 東隈上2-1 居酒屋　八蔵　うきは吉井店 76-5711 生葉631-5

ガレージカーセレクト 77-5150 流川189-3 本氣のからあげ　うきは吉井店 76-2917 生葉631-5

㈱永井自動車 77-5217 東隈上84-9 居酒屋　託望 76-4809 吉井町92-3

山口車体工業㈱ 77-2131 朝田255-1 深山の牡丹 76-3017 生葉2107-6

浮羽エンジニアリング・リーベンルーチュ 77-5561 西隈上123-1 きむいち　うきは吉井店 75-2198 吉井町657-4

佐藤整備 77-4935 高見1006-1 ウキハスタンド 73-7783 吉井町1366-1

向陽自動車整備工場 77-6627 高見1576-1 居酒屋せんりゅう 75-4065 吉井町624-1

㈲西自動車 77-8901 古川204-15 ちいさい呑み屋はちぶんめ 080-4300-3967 吉井町1241-1

㈱浮羽日石岩佐石油店 77-2008 朝田593-1 串焼酒場フロンティア 070-2009-4358 若宮56-4

江藤石油㈱ 77-2621 山北37-8 焼肉うきは島 77-6526 浮羽452-21

㈱樋口自動車スカイロード浮羽Ｓ・Ｓ 77-3141 浮羽388-1 鳥扇 77-2053 古川1088-1

住む カモノユキ 77-2972 浮羽852-1

㈱大和ハウジング 75-3336 若宮40-3 凛 77-4198 朝田657-2

山﨑建設㈱ 75-5062 吉井町845-1 よあけ会館 77-4016 西隈上11-2

鑓水建設㈱ 77-5276 流川77-2 喫茶　ラ・セーヌ 77-3655 浮羽289-16

㈱総建 77-2990 朝田268-1 ピザ・パスタYES＋ 77-8181 古川662-1

㈱ヤマド 77-4122 朝田1395-1 肉のいなだ 77-2002 朝田595

㈱麻生工務店 77-2050 浮羽286-1 Pizza　ロダン 070-8453-6474 小塩2533-1

豊ハウス産業㈱ 77-8711 浮羽568-1 炭火やきとり二番手 77-8480 朝田683

㈲堤電設 75-4007 福益856-4 食彩倶楽部　純正 77-8627 朝田568-1

ループロ設備 73-7370 吉井町987-3 彩りキッチン日和り 77-7757 朝田352-7

岩佐設備 76-3001 新治1270-1 里楽 77-2275 新川3918-1

末次トーヨー住器㈱ 75-3021 千年41 ソルベッチ　do　うきは 77-2502 山北1485

大力工事㈲ 77-4640 浮羽428-4 装う

㈲伊福綜合設備 77-2413 三春2525-5 石井洋装店 75-2843 吉井町1247

ハウスペイント山下 77-8080 西隈上60-1 白木屋 75-2876 吉井町1346

㈲堀江設備 77-8551 朝田79-7 洋品百貨きくや 75-4146 吉井町1316

看板 吉井 ひぐち工房 76-4358 吉井町221-5 ファミリーファッションやまだい 75-5685 若宮28-5

学ぶ ㈱おおがみ 75-2541 吉井町1317-1

吉井 かがし屋清瀬店 75-5599 清瀬477-4 すゞや 75-2861 吉井町1254

浮羽 ㈱しまだ文具 77-2073 朝田657－1 呉服の絹裳 75-4036 吉井町742-13

ＭＩＮＯＵ　ＢＯＯＫＳ　＆　ＣＡＦＥ 76-9501 吉井町1137 浮羽 たかお本店 77-5298 朝田587-1

青柳書店 75-2766 吉井町1370-2 レンタル 吉井 とり志貸衣裳店 75-2085 吉井町216-7

医療 モデルズコスメティクス 76-3651 吉井町617-3

コスモス薬品浮羽店 74-5010 新治215-1 アルソアまり 75-2117 福益798-5福益ハイツ105号

コスモス薬品吉井店 74-2030 生葉731 浮羽 弥吉化粧品店 77-3029 高見429-1

ドラッグストアモリ吉井店 75-5998 吉井町681-1 カットサロンうすい 75-2376 吉井町1168

ドラッグストアモリ浮羽店 77-8929 東隈上571-15 Hairmakesalon.YAKATA 75-4324 富永854-6

みゆき堂薬局 77-2345 朝田397-1 中川時計店 75-3337 吉井町1339-3

㈱大賀薬局うきは店 74-3030 朝田587-1 メガネのヨネザワ吉井店 76-5113 生葉624-1

福祉用品 浮羽 ㈲スリーエー 77-6463 小塩1539-2 メガネのヨネザワ　ゆめマートうきは店 74-5888 吉井町千年153

吉井 ごん整骨院 74-5215 若宮40-3 おばな時計店 75-2505 吉井町1294

浮羽 ビジネスホテルおがわ 77-2435 古川1121-3 長崎屋時計店 75-2208 吉井町1250-1

鍼灸院 吉井 てぃーだリハビリ鍼灸マッサージ院 88-0577 鷹取1545-2 遊ぶ

造る 写真館 吉井 写真の松屋 75-3577 吉井町1407-1

㈲うちやま農機 75-3511 鷹取1546-4 ペット 吉井 サトウペットショップ 75-2365 吉井町1102-1

ヒグチキカイ㈱ 75-5472 新治404-4 花・苗 吉井 花のマルヤ 75-2726 吉井町1410

㈱白石商店 77-2878 山北1759 吉井 ニュー筑水荘 74-5555 千年596

㈱いいだ農機販売 77-3058 東隈上20-1 清乃屋 77-2188 古川1099-3

肥料 吉井 林肥料店 75-2815 吉井町1115 筑後川温泉桑之屋 77-2148 古川1099-10

その他 つるき荘 77-3181 古川1096-1

組合 浮羽 浮羽森林組合機械センター 77-4009 朝田381-5 ほめ家 090-4995-8436 千年601-1

窯元 浮羽 一の瀬焼　丸田窯 77-2749 朝田1133-2 瞑想できる民泊いる宿Kuti 73-7572 吉井町56-11

スポーツ用品 吉井 スポーツショップとりし 75-2354 吉井町1378-1

ゴルフ 浮羽 浮羽カントリークラブ 77-8585 新川4094

木工 浮羽 木ん家 080-8953-5881 東隈上12-1

民泊サービス 吉井
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寝具

吉井

スーパー
日用品小売

浮羽

浮羽

吉井


