
2020.10.20現在

NO 地区 屋号名 ジャンル

1 大佐野 洋服の青山太宰府大佐野店 装う

2 大佐野 ユニクロ太宰府店 装う

3 大佐野 ドラックコスモス大佐野店 暮らし

4 大佐野 サンドラッグ太宰府大佐野店 暮らし

5 五条 レガネット太宰府 食べる（販売）

6 五条 ジョイント太宰府店 食べる（販売）

7 五条 ドラッグ新生堂五条店 暮らし

8 五条 大賀薬局　五条店 暮らし

9 宰都 マミーズ太宰府西支店 食べる（販売）

10 朱雀 ベスト電器アウトレット太宰府 暮らし

11 高雄 グッディ　太宰府店 暮らし

12 通古賀 TSUTAYA　ＡＶクラブ太宰府店 暮らし

13 都府楼南 明治屋食品 食べる（販売）

14 都府楼南 ＡＯＫＩ筑紫野店 装う

15 都府楼南 大賀薬局　都府楼南店 暮らし

16 梅香苑 中村家具 暮らし

17 水城 ドラッグコスモス　水城店 暮らし

18 水城 ドラッグストアモリ水城店 暮らし

19 向佐野 シューズ愛ランド太宰府店 装う

20 向佐野 ㈱ベスト電器　NEW大宰府店 暮らし

だざいふ得とく商品券　加盟店一覧表

この商品券は、プレミアムが30％ついており非常にお得です。
ぜひ、商品券をお申込みいただき、太宰府市内でのお買い物にご活用ください。

大型店は共通券のみが使用できます

大型店

ジャンルのイメージ



　　　　　　　お買い物券　加盟店　一覧表

NO 地区 屋号名 ジャンル NO 地区 屋号名 ジャンル

1 青葉台 ヘアーサロン　ソノダ 装う 46 内山 ㈱ オートショップ ナガサワ その他

2 青葉台 ミナミヤ 食べる（販売） 47 内山 プロフィッツ その他

3 青葉台 新京ラーメン 食べる（飲食店） 48 内山 木本建設　㈱ 住む

4 青葉台 世界のハンバーグ曲角 食べる（飲食店） 49 内山 大和金属工業㈱ 住む

5 青葉台 ㈱松屋 その他 50 内山 大庭建設　㈱ 暮らし

6 青葉台 ㈱ITサービス田島 その他 51 梅ヶ丘 ネイルサロン little haPpiness 装う

7 青葉台 タイヨウホーム㈱ 造る 52 梅ヶ丘 ファミリーマート太宰府梅ヶ丘店 食べる（販売）

8 青葉台 タカキ住建 住む 53 梅ヶ丘 セブンイレブン太宰府梅ヶ丘店 食べる（販売）

9 青葉台 たたみくらぶFC太宰府店 住む 54 梅ヶ丘 ちそう処　旬 食べる（飲食店）

10 青葉台 ＨＯＬＩＤＡＹ 暮らし 55 梅ヶ丘 ごとう動物病院 その他

11 青山 鶴屋社会保険労務士事務所 その他 56 梅ヶ丘 桑原薬局 医療

12 青山 近藤経営労務事務所 その他 57 梅ヶ丘 デザイン工房　ファエム 遊ぶ

13 青山 便利屋お助け本舗福岡太宰府店 暮らし 58 梅ヶ丘 櫻井電温サービス 暮らし

14 青山 (有)小栁電設 その他 59 大佐野 床屋ハウス  タカナベ 装う

15 青山 ダックオート その他 60 大佐野 ナリス化粧品　吉岡販売所　 装う

16 青山 ㈱中山建設 住む 61 大佐野 セブンイレブン太宰府大佐野１丁目店 食べる（販売）

17 青山 田尻塗装 住む 62 大佐野 セブンイレブン太宰府大佐野店 食べる（販売）

18 青山 大久保体器㈱九州営業所 住む 63 大佐野 ハローデイ大佐野店 食べる（販売）

19 青山 (有)永田昌人一級建築士事務所 住む 64 大佐野 ファミリーマートつつじヶ丘店 食べる（販売）

20 青山 明里アミ戸・ガラス商店 住む 65 大佐野 ローソン太宰府大佐野店 食べる（販売）

21 青山 大楠塗装 住む 66 大佐野 井上商店 食べる（販売）

22 青山 ㈱PFコート 住む 67 大佐野 風雅　太宰府店 食べる（販売）

23 青山 川内内装 住む 68 大佐野 亜李蘭別邸　太宰府 食べる（飲食店）

24 石坂 すみれ美容室 装う 69 大佐野 しょうき大宰府 食べる（飲食店）

25 石坂 ゆめ畑　太宰府店 食べる（販売） 70 大佐野 焼き鳥あんず 食べる（飲食店）

26 石坂 まるやす商店 食べる（販売） 71 大佐野 焼肉　ぽじゃぎ 食べる（飲食店）

27 石坂 太宰府安武販売店 食べる（販売） 72 大佐野 和食ビストロ　橙橙 食べる（飲食店）

28 石坂 ㈱まるまん 食べる（販売） 73 大佐野 元祖尾道ラーメン萬友 食べる（飲食店）

29 石坂 ノエルの樹 食べる（飲食店） 74 大佐野 山本のハンバーグ太宰府店 食べる（飲食店）

30 石坂 ㈱ANEXST その他 75 大佐野 バーミヤン太宰府大佐野店 食べる（飲食店）

31 石坂 アンダンテ整骨院 医療 76 大佐野 古川増男土地家屋調査測量事務所 その他

32 石坂 篠宮硝子店 住む 77 大佐野 西日本典礼 その他

33 石坂 ビットテック㈱ 暮らし 78 大佐野 (有)インテリアウインド 住む

34 石坂 GOLDEN FLASH MFG 暮らし 79 大佐野 家具・インテリア　カネヒロ 暮らし

35 内山 カレーとケーキ　さら 食べる（飲食店） 80 大佐野 たけもり電器 暮らし

36 内山 おたふく 食べる（飲食店） 81 大佐野 ムラシタ整骨院 医療

37 内山 人と木 食べる（飲食店） 82 大佐野 あすなろ整骨院 医療

38 内山 太宰府迎賓館 その他 83 大佐野 にのみや整骨院 医療

39 内山 九州相良観光バス(有) その他 84 大佐野 ㈱宮原産業 造る

40 内山 ㈱太宰府工芸 暮らし 85 大佐野 (有)丸伸造園 その他

41 内山 en-musubi Zakka en 暮らし 86 大佐野 ㈱宮原土木建設 住む

42 内山 (有)エフツーアート 造る 87 大佐野 ㈱宮原福樹園 暮らし

43 内山 ㈱喜信 その他 88 大佐野 (有)ホームエイドインテリア 暮らし

44 内山 BITES  CYCLE その他 89 大佐野 ランプハウス㈱ 暮らし

45 内山 ㈱湊工業 その他 90 大佐野 オートバックス太宰府大佐野店 暮らし

こちらの商品券が利用できます

一般店



　　　　　　　お買い物券　加盟店　一覧表

NO 地区 屋号名 ジャンル NO 地区 屋号名 ジャンル

こちらの商品券が利用できます

一般店

91 観世音寺 ルーインズ 装う 136 国分 ㈱デンショウ 住む

92 観世音寺 ベストマートとふろう店 食べる（販売） 137 国分 ㈱うーの家 住む

93 観世音寺 三十三茶屋 食べる（販売） 138 国分 栄進建設プランニング その他

94 観世音寺 あくらすJ　楽笑 食べる（飲食店） 139 国分 栗川塗装 住む

95 観世音寺 筑紫路　松井 食べる（飲食店） 140 国分 ㈱ウインドライフ 暮らし

96 観世音寺 そば処　一耕 食べる（飲食店） 141 五条 アイビー化粧品 装う

97 観世音寺 カフェ　観音 食べる（飲食店） 142 五条 おしゃれさろん　カール 装う

98 観世音寺 太宰府茶房うさぎ 食べる（飲食店） 143 五条 学生服センター　イトヤ 装う

99 観世音寺 コーヒー　マコ 食べる（飲食店） 144 五条 ヒーリングプレイス 装う

100 観世音寺 Kotoyoga　太宰府 その他 145 五条 リック　ル　シアン 装う

101 観世音寺 (有)ピットインミハラ その他 146 五条 かっとはうす・おかべ 装う

102 観世音寺 国光行政書士事務所 その他 147 五条 ヴティック　きいぽ 装う

103 観世音寺 太宰府市役所地下売店 暮らし 148 五条 メガネの正美堂 装う

104 観世音寺 (社）太宰府創生協議会 暮らし 149 五条 一番館 装う

105 観世音寺 くろふね屋　トレモロ 暮らし 150 五条 ラムズヘア 装う

106 観世音寺 ㈲長谷建設 住む 151 五条 KOKKO 装う

107 観世音寺 (有)協栄塗装工業 住む 152 五条 ヘアーサロン　New五条 装う

108 観世音寺 奥野工務店 住む 153 五条 美容室JUNO 装う

109 観世音寺 COCODRILO　ココドリオ 暮らし 154 五条 Hair Spot PROMESSA 装う

110 北谷 cafe 30cc 食べる（飲食店） 155 五条 レースライン 装う

111 北谷 ㈱斉藤Corporation その他 156 五条 Sparks（スパークス） 装う

112 北谷 Ｊ-ＭＡＲＴ その他 157 五条 howl 食べる（販売）

113 北谷 音楽堂　ＰＬＵＭ その他 158 五条 セブンイレブン太宰府店 食べる（販売）

114 北谷 ㈱日商アルミ その他 159 五条 時松青果 食べる（販売）

115 北谷 北谷の窯 暮らし 160 五条 肉のまるよし 食べる（販売）

116 北谷 (有)ヘイワ技建 造る 161 五条 木村製麺所 食べる（販売）

117 北谷 (有)斉藤建設 造る 162 五条 十二堂㈱　えとや 食べる（販売）

118 北谷 (有)斉藤園芸 造る 163 五条 珈琲　蘭館 食べる（飲食店）

119 北谷 ㈱斉藤造園 暮らし 164 五条 う免 食べる（飲食店）

120 北谷 ㈱メイショウ その他 165 五条 味処　うちじま 食べる（飲食店）

121 国分 ヘアーサロンIRIE 装う 166 五条 よっと～と 食べる（飲食店）

122 国分 カメライフ 造る 167 五条 プリュネ 食べる（飲食店）

123 国分 河津商店 造る 168 五条 DOLPHY ’S 食べる（飲食店）

124 国分 セブンイレブン太宰府国分店 食べる（販売） 169 五条 串焼き　時松 食べる（飲食店）

125 国分 感謝堂 食べる（販売） 170 五条 スナック　ひかり 食べる（飲食店）

126 国分 くつろぎ空間　まめton 食べる（飲食店） 171 五条 オポロ 食べる（飲食店）

127 国分 カフェ大宰府草の家 食べる（飲食店） 172 五条 居酒屋　山ちゃん 食べる（飲食店）

128 国分 喫茶　花留談 食べる（飲食店） 173 五条 太宰府ハコブネ 食べる（飲食店）

129 国分 焼き鳥　松ちゃん 食べる（飲食店） 174 五条 酒と飯マツタニ製作所 食べる（飲食店）

130 国分 長浜ラーメン小太郎 食べる（飲食店） 175 五条 焼き鳥　不知火 食べる（飲食店）

131 国分 (有)　エムアンドエム その他 176 五条 すし寅 食べる（飲食店）

132 国分 ㈱シーユーロジテック その他 177 五条 大ばけ　小ばけ 食べる（飲食店）

133 国分 ㈲カレントウシハラ その他 178 五条 らあ麺亭　笑和 食べる（飲食店）

134 国分 ㈲水城金属 その他 179 五条 みんなのとり衛門 食べる（飲食店）

135 国分 金子畳フスマ店 暮らし 180 五条 喫茶　フレンド 食べる（飲食店）
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NO 地区 屋号名 ジャンル NO 地区 屋号名 ジャンル

こちらの商品券が利用できます

一般店

181 五条 牛もつなべ平島 食べる（飲食店） 226 宰府 加寿利屋 装う

182 五条 和み翔梅 食べる（飲食店） 227 宰府 ぎやらりぃ吾亦紅 装う

183 五条 五条スポーツ整骨院 その他 228 宰府 蛇の目うさぎ 装う

184 五条 森田利七行政書士事務所 その他 229 宰府 小島造園 装う

185 五条 ほうまん商会 その他 230 宰府 馬場商店 食べる（販売）

186 五条 お仏壇の浄美堂 その他 231 宰府 ローソン太宰府天満宮前店 食べる（販売）

187 五条 JASS-PORT太宰府 その他 232 宰府 ㈱山口油屋福太郎太宰府店 食べる（販売）

188 五条 ㈱和光舎クリーニングレガネット太宰府 その他 233 宰府 上村鮮魚店 食べる（販売）

189 五条 夢欲塾 その他 234 宰府 ユズプレミアムジャパン 食べる（販売）

190 五条 五条駅前保育園 その他 235 宰府 (有)萬屋 食べる（販売）

191 五条 五条ペット その他 236 宰府 松屋 食べる（販売）

192 五条 greens care その他 237 宰府 宰府　まめや 食べる（販売）

193 五条 五条興産 住む 238 宰府 ㈱梅園菓子処 食べる（販売）

194 五条 筑陽石油　㈱ 暮らし 239 宰府 松尾商店 食べる（販売）

195 五条 ドライジーネ 暮らし 240 宰府 天山 食べる（販売）

196 五条 とびうめ綜合司法書士事務所陣内秀昭 暮らし 241 宰府 市川ショップ 食べる（販売）

197 五条 フラワーショップ花やま 暮らし 242 宰府 やす武 食べる（販売）

198 五条 sonic south hair 暮らし 243 宰府 ㈱かさの家 食べる（販売）

199 五条 ギャラリーやまもと 暮らし 244 宰府 笠乃家 食べる（販売）

200 五条 ステンドグラス帆足 暮らし 245 宰府 松田商店 食べる（販売）

201 五条 松本鍼灸治療院 医療 246 宰府 茶房　きくち 食べる（販売）

202 五条 美しま薬局　五条店 医療 247 宰府 コガ梅香軒 食べる（販売）

203 五条 漢方の木下薬局五条店 医療 248 宰府 甘木屋 食べる（販売）

204 五条 鍼灸整骨院はりラックス 医療 249 宰府 照の恵 食べる（販売）

205 五条 健康整体院 医療 250 宰府 柳瀬園茶舗 食べる（販売）

206 五条 もり整骨院 医療 251 宰府 ㈱水城製粉 食べる（販売）

207 五条 ㈲美建工業 住む 252 宰府 筑紫庵 食べる（販売）

208 五条 テックホームガス㈱ 住む 253 宰府 酒殿屋 食べる（販売）

209 五条 (有)平生建設 造る 254 宰府 toffee 食べる（販売）

210 五条 舩越総合設備 住む 255 宰府 ㈱ふくや 食べる（販売）

211 五条 合同会社なお工務店 住む 256 宰府 (有)天満屋 食べる（販売）

212 五条 眞鍋建設㈱ 住む 257 宰府 辛子めんたいこのひろしょう 食べる（販売）

213 五条 ㈱ＯＫＡＺＡＫＩ 暮らし 258 宰府 かくだ商店 食べる（販売）

214 五条 エディオン五条店 暮らし 259 宰府 ＣＡＦＥ　ＣＯＣＣＯＬＯ 食べる（販売）

215 五条 (有)正建アルミ 暮らし 260 宰府 寿し栄 食べる（販売）

216 五条 市川製作所（鉄工） 造る 261 宰府 飛梅堂 食べる（販売）

217 宰都 ブーランジェリー　カジハラ 食べる（販売） 262 宰府 セブンイレブン太宰府三条店 食べる（販売）

218 宰都 ㈱八谷住宅設備 住む 263 宰府 寺田屋 食べる（販売）

219 宰府 久留米絣会館太宰府ギャラリー桑野弘樹 装う 264 宰府 太宰府梅ヶ枝餅かのや 食べる（販売）

220 宰府 きもの　利久 装う 265 宰府 大樟館 食べる（販売）

221 宰府 かすりや千織 装う 266 宰府 中神茶屋 食べる（販売）

222 宰府 ㈱加野而青堂 装う 267 宰府 小山田茶店 食べる（販売）

223 宰府 さくら館 装う 268 宰府 ㈱一蘭 食べる（販売）

224 宰府 きまぐれな工房　Dai 装う 269 宰府 ㈱やまやの食卓 食べる（販売）

225 宰府 石ころ館　太宰府 装う 270 宰府 平田鮮魚店 食べる（販売）
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271 宰府 太宰府ばなじゅう 食べる（販売） 316 宰府 (有)有岡食料品店 暮らし

272 宰府 梅田屋　椎木酒店 食べる（販売） 317 宰府 イシバシ時計店 暮らし

273 宰府 みどりや 食べる（販売） 318 宰府 太宰府開運館 暮らし

274 宰府 不老松月本店 食べる（販売） 319 宰府 ZAKKA  COZA　‐ parici- 暮らし

275 宰府 誇名庵 食べる（飲食店） 320 宰府 ㈱寺子屋 暮らし

276 宰府 たこ焼　いさ美 食べる（飲食店） 321 宰府 ㈱清風堂　太宰府店 暮らし

277 宰府 太宰府通りゃんせ宮のとまり市川淳也 食べる（飲食店） 322 宰府 ヘアーブティック　ゆり 暮らし

278 宰府 日和・お茶々 食べる（飲食店） 323 宰府 とおりゃんせ 医療

279 宰府 Sambo　Cafe 食べる（飲食店） 324 宰府 変身処　花水木 遊ぶ

280 宰府 飯屋いの吉 食べる（飲食店） 325 宰府 だざいふ遊園地 遊ぶ

281 宰府 創菜工房 食べる（飲食店） 326 宰府 (有)有岡造園 住む

282 宰府 (有)小野筑紫堂 食べる（飲食店） 327 宰府 (有)松嶋設計 暮らし

283 宰府 カフェ　さくら館 食べる（飲食店） 328 宰府 (有)フルガード 暮らし

284 宰府 風見鶏 食べる（飲食店） 329 宰府 飛梅インテリア㈱ 暮らし

285 宰府 なみ満 食べる（飲食店） 330 宰府 九州ヴォイス 暮らし

286 宰府 まんげつ堂 食べる（飲食店） 331 坂本 おしゃれサロンみどり 装う

287 宰府 水月庵 食べる（飲食店） 332 坂本 Hair　Art　Place　凛Rin 装う

288 宰府 梅の花太宰府別荘　自然庵 食べる（飲食店） 333 坂本 うきは屋 食べる（販売）

289 宰府 Cool Japan Dazaifu 食べる（飲食店） 334 坂本 揚げたて天ぷら　はまだ 食べる（飲食店）

290 宰府 うぐいす茶屋 食べる（飲食店） 335 坂本 セブンイレブン　太宰府坂本店 食べる（販売）

291 宰府 (有)照星館 食べる（飲食店） 336 坂本 ベーカーショップ田島 食べる（飲食店）

292 宰府 参道前喫茶　宰府 食べる（飲食店） 337 坂本 でんでんむし 食べる（飲食店）

293 宰府 梅のくら 食べる（飲食店） 338 坂本 居酒屋　輪利燗 食べる（飲食店）

294 宰府 萩野屋 食べる（飲食店） 339 坂本 ホンダカーズ博多太宰府店 その他

295 宰府 ㈲松島茶店 食べる（飲食店） 340 坂本 晋の整骨院 その他

296 宰府 ㈲お石茶屋 食べる（飲食店） 341 坂本 ㈱水城自動車 その他

297 宰府 連歌屋珈琲 食べる（飲食店） 342 坂本 カードクター太宰府 その他

298 宰府 髪ing よしむら その他 343 坂本 ㈱西村建築設計 その他

299 宰府 (有)三宅商店 その他 344 坂本 ㈲イーグル その他

300 宰府 小野東風軒 その他 345 坂本 美容室　シャンゼ 暮らし

301 宰府 たにぐち その他 346 坂本 ㈱ダスキンふくはく 暮らし

302 宰府 (有)太宰府タクシー その他 347 坂本 ㈱明灯 暮らし

303 宰府 太宰府写真㈱ その他 348 坂本 ㈲トゥインクル 暮らし

304 宰府 社会保険労務士米湊事務所 その他 349 坂本 とふろう動物病院 医療

305 宰府 sonic apartment hotel その他 350 坂本 こうじや整骨院 医療

306 宰府 ヘアーサロンヤマサキ その他 351 坂本 プランニングインテリアナガタ 住む

307 宰府 アース・ヒヤリング・サービス その他 352 三条 すまい乃赤池 住む

308 宰府 田村商事 その他 353 白川 松島電機設備 その他

309 宰府 うらべ薬品 暮らし 354 白川 陶房  晴 暮らし

310 宰府 MORISHOショップ 暮らし 355 朱雀 ナルサロン　二日市 装う

311 宰府 ハーブのゆりかご 暮らし 356 朱雀 和牛焼肉　ばっされ 食べる（販売）

312 宰府 クリスタルガラージュ　ガイア 暮らし 357 朱雀 Ｊａｚｚ工房Ｎｉｓｈｉｍｕｒａ 食べる（飲食店）

313 宰府 びいどろ太宰府 暮らし 358 朱雀 博多ラーメン一十 食べる（飲食店）

314 宰府 どんぐりの森　太宰府 暮らし 359 朱雀 チキンハウス 食べる（飲食店）

315 宰府 ギャラリー　かさの家 暮らし 360 朱雀 すざく鍼灸整骨院 医療



　　　　　　　お買い物券　加盟店　一覧表

NO 地区 屋号名 ジャンル NO 地区 屋号名 ジャンル

こちらの商品券が利用できます

一般店

361 朱雀 オフィスイトウ行政書士事務所 その他 406 通古賀 つどい処ながの屋 食べる（飲食店）

362 朱雀 ㈱クライム その他 407 通古賀 ちゃんこ和王 食べる（飲食店）

363 朱雀 古河電気商会 その他 408 通古賀 ふるさとレストラン　おとなり亭 食べる（飲食店）

364 朱雀 ㈱菜の実建築工房 造る 409 通古賀 風林火山都府楼店 食べる（飲食店）

365 朱雀 ㈱オークス 住む 410 通古賀 寿し満 食べる（飲食店）

366 高雄 美容室プチ・サユリ 装う 411 通古賀 朱雀行政書士事務所 その他

367 高雄 お取り寄せショップスマイル 食べる（販売） 412 通古賀 ヘアークリエーションA-ha その他

368 高雄 阿羅漢　本店 食べる（飲食店） 413 通古賀 Ｏｎ-Ｄｏｒ その他

369 高雄 大成機工 その他 414 通古賀 だい好き太宰府㈱ その他

370 高雄 ポーラチェリー その他 415 通古賀 とくのう労務管理事務所 その他

371 高雄 ペットサロンＭoＭo その他 416 通古賀 小さな写真館ABCスタジオ太宰府 その他

372 高雄 ㈱エフスタイルドットコム 暮らし 417 通古賀 M・reve hair その他

373 高雄 中村造園 造る 418 通古賀 オートショップ  サンハウス その他

374 高雄 オトナリホーム㈱ 住む 419 通古賀 ㈲メディカル・アシスト その他

375 高雄 Hi・system 住む 420 通古賀 タイヤ館太宰府 その他

376 高雄 エクステリアプロショップ　司建装 暮らし 421 通古賀 美容室　River・G 暮らし

377 高雄 ㈱サンクリエイト 暮らし 422 通古賀 西日本新聞エリアセンター水城 暮らし

378 高雄 ㈱ホーマンでんき 暮らし 423 通古賀 バイクランド 暮らし

379 高雄 ㈱H・T・F 暮らし 424 通古賀 陶山オートサービス㈱ 暮らし

380 高雄 ㈱末永ハウジング 暮らし 425 通古賀 來葉な 暮らし

381 高雄 ㈱アサヒ工業 暮らし 426 通古賀 トフロー電化センター 暮らし

382 高雄 古川設備 暮らし 427 通古賀 ㈲リュウドウ 暮らし

383 通古賀 ＴROF　Ｈａｉｒ+Ｒｅｌａｘ 装う 428 通古賀 フローリスト　藍 暮らし

384 通古賀 学生服の東京レディース 装う 429 通古賀 緑カイロプラクティック福岡整体院 医療

385 通古賀 LECOEUR・ルクール 装う 430 通古賀 天一流正体術 医療

386 通古賀 ヘアークラブ  リバティー 装う 431 通古賀 ㈱成倖 造る

387 通古賀 タナカ美容室 装う 432 通古賀 山田秀雄調査士事務所 その他

388 通古賀 毛刈ます 装う 433 通古賀 (有)一・二・三設計 その他

389 通古賀 ㈲美容室  ＺＡＢＯ 装う 434 通古賀 平川工業(有) その他

390 通古賀 理容　シック２ 装う 435 通古賀 田崎自動車㈱ その他

391 通古賀 台湾古武術つぼ整体＆バランス整体 学ぶ 436 通古賀 3かい その他

392 通古賀 ㈱匠ホーム 住む 437 都府楼南 キッチン・カフェ 木和 食べる（販売）

393 通古賀 酒ショップ　宮下 食べる（販売） 438 都府楼南 ㈱筑紫機材 その他

394 通古賀 イエノコト㈱ 暮らし 439 都府楼南 安武自動車工場 その他

395 通古賀 緑水茶房 食べる（販売） 440 都府楼南 ローソン都府楼南５丁目店 暮らし

396 通古賀 セブンイレブン太宰府通古賀３丁目店 食べる（販売） 441 都府楼南 ㈱Gatou 暮らし

397 通古賀 フランス菓子　ジャン・ドｩ 食べる（販売） 442 都府楼南 野中行政書士事務所 暮らし

398 通古賀 セブンイレブン都府楼前駅前店 食べる（販売） 443 都府楼南 太宰府Ｊボウル 遊ぶ

399 通古賀 とふろうグリル 食べる（販売） 444 都府楼南 セブンアート 造る

400 通古賀 すやまの卵 食べる（販売） 445 都府楼南 ㈲AYAX 暮らし

401 通古賀 筑紫野棋苑 その他 446 都府楼南 ㈱エコテックシステム 住む

402 通古賀 轟米穀店 食べる（販売） 447 長浦台 野田電気工事 その他

403 通古賀 雪印メグミルク扇乳販店 食べる（販売） 448 長浦台 BEWITH その他

404 通古賀 お散歩カフェOPPO 食べる（飲食店） 449 長浦台 行政書士古杉経営法務事務所 暮らし

405 通古賀 おばんざい居酒屋えん家 食べる（飲食店） 450 長浦台 悠ホーム その他
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451 長浦台 ㈱日新 住む 496 水城 創伸テクニカルサービス㈱ 暮らし

452 長浦台 酒井商店 住む 497 向佐野 河野フルーツ 食べる（販売）

453 梅香苑 セブンイレブン太宰府梅香苑１丁目店 食べる（販売） 498 向佐野 自家焙煎　夢珈琲 食べる（販売）

454 梅香苑 ギャラリー　風わらべ その他 499 向佐野 セブンイレブン太宰府向佐野４丁目店 食べる（販売）

455 梅香苑 ニュークッキング星出冴子 その他 500 向佐野 料膳　にし川 食べる（飲食店）

456 梅香苑 ウォーターサーフ 住む 501 向佐野 王様のチャーハン 食べる（飲食店）

457 梅香苑 (有)ケン・フィールド その他 502 向佐野 牛角　太宰府西店 食べる（飲食店）

458 梅香苑 齋藤左官店 住む 503 向佐野 太宰府オート その他

459 梅香苑 ハウジングコート㈱ 住む 504 向佐野 ｍｙ　ｒｏｕｔｉｎｇ　ｗｏｒｋ.ｃｏ 暮らし

460 梅香苑 (有)緒方建設 暮らし 505 向佐野 令和歌謡サロン　和み館 遊ぶ

461 梅香苑 ㈱アヴィッツ 暮らし 506 向佐野 ㈱チクリョー その他

462 梅香苑 ガスト太宰府店 食べる（飲食店） 507 向佐野 協栄塗装 その他

463 御笠 EG　works 暮らし 508 向佐野 (有)エミホーム 住む

464 御笠 都府楼焼の来仙山房 暮らし 509 向佐野 籔電設 暮らし

465 御笠 ㈱テシマ 造る 510 向佐野 太宰府食堂 食べる（飲食店）

466 御笠 フリースタイル工房 その他 511 向佐野 むさし野森珈琲太宰府向佐野店 食べる（飲食店）

467 御笠 ㈱伊藤建設 暮らし 512 向佐野 ａｕショップ太宰府 暮らし

468 御笠 ㈲宰府商会 住む 513 吉松 ローソン太宰府吉松３丁目店 食べる（販売）

469 水城 水城米穀店 食べる（販売） 514 吉松 セブンイレブン太宰府吉松店 食べる（販売）

470 水城 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ太宰府水城三丁目店 食べる（販売） 515 吉松 青木畳店 その他

471 水城 太宰府匠珈琲工房 食べる（販売） 516 吉松 行政書士　安永事務所 その他

472 水城 全州家 食べる（飲食店） 517 吉松 ナガイ商店 暮らし

473 水城 水城らあ麺 食べる（飲食店） 518 吉松 ＆・Link一級建築士事務所 造る

474 水城 柿口自動車 その他 519 吉松 ㈱宝満建設 住む

475 水城 (有)クルーズ その他 520 吉松 内装のかね福 住む

476 水城 バイクショップKRS-ODA その他 521 吉松 (有)西建設 住む

477 水城 ピラティスO-HANA その他 522 吉松 (有)辻塗装店 暮らし

478 水城 書画人　国崎幸子 その他 523 吉松 植木屋　和剪 暮らし

479 水城 ガレージリンク その他 524 吉松 永田工業 暮らし

480 水城 リンク その他 525 連歌屋 古民家カフェ　ひとひら 食べる（飲食店）

481 水城 ㈱189　オートサロン189 その他 526 連歌屋 ルートイングランティア大宰府 その他

482 水城 伊博オート その他 527 連歌屋 毎日新聞　太宰府店 暮らし

483 水城 ㈱プロージット　ＰＲＯＳＩＴ その他

484 水城 ㈱H＆M 暮らし

485 水城 中村社会保険労務士事務所 暮らし

486 水城 もみくる 暮らし

487 水城 足圧整体院みとま堂 暮らし

488 水城 西島産業 その他

489 水城 ㈱山友建設 その他

490 水城 ペットサロン　グレース その他

491 水城 成光建設㈱ 住む

492 水城 ㈱木匠 住む

493 水城 ㈱IKD企画 暮らし

494 水城 ㈱筑紫商会 暮らし

495 水城 ㈱友善 暮らし
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