
【ご利用に際してのご注意】

　但し、次のものは対象外です。

　　　　　①業者間の取引に伴う手形、買掛金決裁等

　　　　　②商品券、切手、印紙、プリペイドカード、地金等の換金性の高いもの

　　　　　③有価証券、先物、保険、宝くじ等の金融商品

　　　　　④たばこ

　　　　　⑤医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む）

　　　　　⑥国、地方公共団体への支払い、税金の納付、公共料金の支払い等

　　　　　⑦土地・建物・自動車等資産性の高いものの購入に関わる支払い並びに家賃・地代・

　　　　　駐車料(一時預りを除く)等の支払い

　　　　　⑧払込用紙による支払い等

　　　　　⑨ギャンブル性の高いサービス等

　　　　　⑩プロパンガス・電気の使用料の支払い

　　　　　⑪市指定のゴミ袋

　　　●この商品券による購入等の場合、おつりは出ません。

　　　●この商品券は、現金との引換えはいたしません。

　　　●この商品券の破損、盗難、紛失等について当所はその責任を負いません。

　　　●取扱店では使用できない商品がありますので、ご確認のうえご利用ください。

　　　●最新の商品券取扱店一覧は、２ページ目以降に掲載しております。

久留米商工会議所

Ｔｈｅ　プレミアム商品券　取扱店一覧
有効期限：令和４年７月２２日(金)～令和５年１月２１日(土)

●商品券は、取扱店として登録された店舗のみご利用いただけます。取扱店は、のぼりが目印です。



(令和４年12月22日現在)　　777店舗

店舗名 所在地（町名） 電話番号 取扱商品 ☆イチオシ商品、特典など

ア 愛華園 通町 31-5215 花束・アレンジ・鉢物

アイコーホームサービス 津福本町 34-7777 ガス器具・リフォーム・家電製品

あいのわ　アロマ＆ヒーリングスペース 東町 36-1200 アロマ商品・ヒーリング商品、アロマスクール

アイ・リファイン 荒木町 51-3631 リフォーム業

青木悦蔵酒店 日吉町 33-3131 酒類・ジュース 清酒

青木酒店 西町 35-2233 酒類 筑後の地酒

赤垣屋 通町 39-2592 ヤキトリ

癒しドライヘッドスパ専門店　赤ずきん 東町 090-2587-2018 ドライヘッドスパ 人気№1ドライヘッドスパ70分(上半身ほぐし付)7,500円

秋山 中央町 32-3627 呉服、洋品、バッグ 卸値での呉服販売

秋山塗装店 高良内町 44-4413 塗装

アクティブ・ワン　なかむら 荒木町 27-1064 家電製品

アクティブワンふくおか 合川町 43-5920 家電品

アサノ自動車 国分町 21-3220 自動車整備・鈑金塗装、新車・中古車販売

旭タクシー 梅満町 32-2906 タクシー

味処 つくば 櫛原町 32-3846 飲食店(会席、かも鍋、一品料理等)

アズ　荒木店 荒木町 26-4429 家電製品・リフォーム工事 家電品、リフォーム

アステック福岡 藤光町 51-3833 塗装業、リフォーム業

麻生工務店 津福本町 34-7643 リフォーム改修工事 リフォーム

アタック 荒木町 21-1934 ハウスクリーニング、エアコンクリーニング

アップ 城島町 55-8170 土木・解体

アップガレージ 久留米店 東合川 40-7500 カー用品買取・販売・取付 カーナビゲーション

あっぷる美容室 通町 35-0505 美容室 ワミレス化粧品

ＡＴＴＲＡ 小頭町 65-9174 メンズ・レディース服

ＡＦＦＥＣＴ 山川町 44-8033 総合建設業

甘太郎 東町 32-5944 ラーメン もやしめん

ＡＹＵＮＯ　ＫＲＭ 日吉町 36-5166 輸入雑貨、貴金属、日用品

荒木エクステリア 荒木町 27-1616 エクステリア業

あらまきインテリア 御井町 44-3381 内装業

あらん 通東町 37-7893 ランチ営業（平日のみ） ハンバーグ・手作りパン

アルテレゴキュイジーヌ 津福本町 65-8614 洋菓子 サプライズケーキ

アルブ 通町 46-1655 福祉用具、お弁当

　　　　　 『ドコモショップ 西鉄久留米駅前店』は、11月15日（火）をもって閉店となります。11月16日以降は使えませんのでご注意ください。

お知らせ：『阿香のれん』（津福本町）は、取扱店登録が取りやめとなりました。

https://www.ainowaaroma.com/
http://akazukin2018.com/
http://asano-auto.jp/
https://www.kurume-taxi.co.jp/
http://attack-v.com/
https://www.upgarage.com/
https://attra.shop/
http://affect-fukuoka.co.jp/
http://www.araki-ex.com/
https://www.arubu.com/


或る杜に 六ツ門町 38-2633 和酒・珈琲・おつまみ 国産ワイン

安心住宅 長門石 30-8121 住宅リフォーム 住宅リフォーム

安全タクシーグループ 善導寺町 35-3538 タクシー

アンネ ヴェンティウノ 久留米店 新合川 45-7155 婦人服
モンクレール、ヤヌーク他インポートから国内ブ

ランド婦人服、バッグ、靴

アンネ　シティプラザ店 六ツ門町 36-0111 婦人服 婦人服、バッグ、靴

アンネ ディアコート 新合川 23-7621 婦人服
ジェラートピケ、ルーニーストラなど婦人服、

バック、靴

アンネ松本 本社 東町 36-1888 婦人服 婦人服、バッグ等小物

Ａｍｂｅｒ(アンバー） 東合川 45-1017 家具・インテリア 一枚板テーブル・天然木時計

アンプリィ（美容室） 原古賀町 50-5663
美容室（カット、パーマ、カラー、ヘッドスパ。

モロッカンオイル、ＭＴＧ）

頭浸浴あり。ヘッドスパ、トリートメントとの組

合せで効果バツグン

居酒屋　八竹 東和町 32-2932 活造り、焼鳥、鍋 イカ・カワハギ・アジの活造り

居酒屋 武将 城南町 32-0880 飲食

石井ガス機器 御井町 43-3821 ガス機器 ガス屋さんならではのアフターフォロー

和泉オークス 野中町 32-5769 住宅リフォーム工事・ＬＰガス機器

和泉プロパン 野中町 35-2392 ガス器具・住宅設備機器販売、取付工事 衣類乾燥機

IZUMIYA　本社ショップ 六ツ門町 32-7813 全酒類 富乃宝山、吉兆宝山

お好み焼き 鉄板焼き 磯六 西町 35-1817 お好み焼き てこまる玉

一丁田プロパン 諏訪野町 33-6824 ＬＰガス、灯油、ガス機器 ガス機器、アフターサービス

一平 六ツ門町 39-5151 中華うどん・丼物・うどん

厨房のイトー 梅満町 33-8546 厨房機器、キッチン用品 アルカリイオン電解水

イトウスポーツ 御井町 43-3553 スポーツ用品 スポーツ用品

イトマンスイミングスクール久留米校 旭町 33-6155 水着・スポーツ用品 水着

イトマンスイミングスクール久留米東校 野中町 43-8988 水着・スポーツ用品 水着

稲心 東合川 44-1001 寝具・タオル 羽毛布団

いのうえ農園 田主丸町 0943-73-7570 フルーツ（柿、いちじく) 柿秋王ドライ・いちじく、コンフィチュール

井上ミシン商会 中央町 32-5016 ミシン 使用説明、アフターサービス

井上らんたい漆器 小頭町 39-5454 籃胎漆器

今泉設備 城島町 62-3657 管工事 管工事

今川めがね 六ツ門町 33-4443 眼鏡、補聴器

お茶の今村園 花畑 32-1122 八女茶
商品：八女茶ティーバッグ　サービス：お買い上

げごとにサービス券をお渡し

今村隆次商店 城島町 62-3108 上下水道工事、住宅設備工事

癒し処　さろんどせら 野中町 090-9483-1004 音楽チケット、もみほぐし、雑貨

いろりのお店　紅い葉っぱ 善導寺町 47-0788 地鶏の炭火焼 地鶏の炭火焼き

イワイスポーツサイクル 野中町 32-6708 スポーツ用自転車

岩田屋 久留米店 天神町 35-7111 百貨店 衣料、食品、雑貨、リビング等

https://www.anshin-reform2014.com/
https://anzengroup.co.jp/
https://www.anne-group.com/
https://www.anne-group.com/
https://www.anne-group.com/
https://www.anne-group.com/
http://amber2008.com/
http://www.amply-hair.com/
http://www.igas.co.jp/
https://www.izumiya-sake.co.jp/
https://www.ito-sk.co.jp/tyubo/
https://www.inoue-nouen.com/
https://inouemishin.com/
https://inouerantai.jp/
https://imamuraen.shop-pro.jp/
http://www.imamuratakaji.com/
http://www.akaihappa.com/
https://iwaisport.co.jp/
https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/


イワモトデンキ 合川町 43-5063 家電品

印アット 城南町 36-0022 印鑑、名刺印刷

雑貨館 インキューブ 久留米店 東町 38-1092 文具・美容雑貨等 コスメ・シーズン商品など　ニモカポイント付

インテリアスペース 六ツ門町 25-8144 家具、インテリア雑貨 在庫処分あり。安くします

インド料理ビスヌ エマックス店 東町上天神田 30-1755 インド料理 チーズナンセット

インド料理ビスヌ百年公園店 百年公園 37-0369 インド料理 チーズナンセット

ヴァンドール百年屋 新合川 45-7122 酒類専門店

ゲームショップ　ヴィータ 諏訪野町 30-8117 ゲーム、トレカ、ＤＶＤ、コミック

Ｈｕｉｔ 日吉町 30-2797 バー

ウインドコンビニ 通町 40-1134 ガラス、サッシ、網戸 エコガラス

上嶋肉店 高良内町 22-2050 精肉・惣菜 夕飯セット（惣菜）

上野建設 高良内町 44-1963 リフォーム全般 リフォーム

ウエノデンキ 草野町 47-0103 家電、電気工事 家電、電気工事

魚久精肉総本店 中央町 32-3788 食肉、食肉加工品、ホットドッグ 生ウインナー、ＶＯＱＤＯＧ

魚国 山本町 44-0466 飲食 和食

魚眞 朝妻町 44-8933 定食、会席料理 イカ活造り

魚正水産 野中町 34-7633 鮮魚

料亭 魚よし 日吉町 34-4285 会席料理、一品料理 すっぽん料理、うなぎのかば焼き、海鮮料理

UORIKI　魚力総本店 日ノ出町 46-5338 鮮魚

牛島サッシ  久留米建具 藤山町 21-0435 サッシ・網戸・硝子・家具・建具 内窓プラマードｕ

牛島商店 御井旗崎 43-5400 住宅設備販売 ボイラ・電気温水器

牛島製茶 ＪＲ久留米店 城南町 34-2231 お茶・急須

内田インテリア家具 三潴町 64-3205 家具・インテリア雑貨 北欧家具と照明の店です

内野薬局 本町 33-1361 医薬品、化粧品、日用品

内山蜂蜜店 本町 32-7480 蜂蜜 自然のままです

ウッズ 荘島町 32-2215 リフォーム工事

うつぼと酒肴芳 小頭町 65-5453 飲食店

うどん人生たもん 北野町 78-0067 うどん お持ち帰りうどん1杯につき30円引き

うなぎの留さん 合川町 35-0222 うなぎ

うなぎの中村 上津 21-1000 うなぎ料理店

梅の花 久留米ＣＫ直売店 野中町 22-8782 食品 豆腐、豆腐しゅうまい、田楽、湯葉上げ

梅の花 久留米店 東町 36-0423 湯葉豆腐料理 豆腐、豆腐しゅうまい、田楽、湯葉上げ

梅の花 大善寺店 大善寺町 26-5574 湯葉豆腐料理 豆腐、豆腐しゅうまい、田楽、湯葉上げ

梅乃家 城南町 35-0603 日本料理 竹かごランチ

梅原建設 本町 33-3156 リフォーム・増改築 リフォーム・増改築

エアコンプライム 東合川 27-8011 エアコン、業務用エアコン 中古エアコン 格安、エアコン新品 格安

英会話　ファインクラブ 天神町 37-1727 英会話レッスン

衛専 御井町 43-1213 白蟻駆除・予防・害虫消毒 白蟻駆除・予防、害虫消毒

http://inatinc.com/
https://www.incubenews.com/
https://bishnu.co.jp/
https://bishnu.co.jp/
http://serverinc.jp/vita/
https://www.haven-huit.com/
http://window-conveni.jp/
https://butcher-kurume.business.site/
https://www.ushijima-syouten.com/
https://www.yame-tea.jp/
https://www.uchida-interior.com/
http://www.woodssite.net/
https://www.umenohana.co.jp/
https://www.umenohana.co.jp/
https://www.umenohana.co.jp/
http://umenoya-tofu.com/
http://umehara-cc.jp/
https://www.e-prime.jp/
https://www.fineclub.co.jp/


Ｈ＆Ｙ 梅満町 36-6007 塗装

ａｕショップくしはら 東櫛原町 0943-72-4411 携帯電話 ＵＱ取扱中

ａｕショップ津福バイパス 荒木町 0943-72-4411 携帯電話 ＵＱ取扱中

エーパシ・カイロプラクティック 東町 65-3222 整体、プロテイン等

天ぷら　えがしら 小頭町 30-0033 天ぷら 天ぷら

えがみ塗装 御井朝妻 43-4388 塗装工事

駅前補聴器 西鉄久留米店 天神町 31-0339 補聴器他関連商品 ゆっくりじっくり丁寧な応対と万全のアフターケア

エクセレントショップ内田 東櫛原町 32-9225 リフォーム工事全般 小さな修理から大きな改装までお任せください

江口洋装店 六ツ門町 32-3118 生地販売

エザキ 高良内町 43-4641 自動車修理他

エサキ自動車 国分町 21-6003 車検、整備 車検、整備

江崎ふとん店 荒木町 26-5155 寝具 オーダー枕

エステサロン百花 野伏間 26-8724 エステ

エディオン ギャルソン 国分店 国分町 21-3122 家電 家電

ELVENCE DEUX 久留米エマックス店 東町 46-6866 婦人服・服飾雑貨

エレックスまつでん 青峰 43-1176 テレビ、エアコン、冷蔵庫他家電品 エアコン

オーイシ エマックス店 東町 34-3910 化粧品、雑貨

オートバックス 合川バイパス店 東合川 44-8466 カー用品・車販売、車検・整備 カー用品・車販売、車検・整備

オーベルジュクラブ 日吉町 36-5727 ウイスキー、ワインなど

緒方電気 藤山町 21-7540 家電 テレビ、防犯カメラ

オカモト商店 日吉町 32-6579 久留米絣製品 久留米絣製品

小川楽器　久留米シティプラザ店 六ツ門町 34-4649 楽器販売、音楽教室 楽器のことなら何でも！

TOP３ オガワデンキ 本町 36-1333 電化製品、電気工事、リフォーム工事

沖食堂 篠山町 32-7508 ラーメン、支那うどん ラーメンやきめしセット

お好み焼き　基地 東町 37-8160 鉄板料理、お好み焼き イカスミモダン

おしとり久留米 城南町 36-2077 食品 豆腐、豆腐しゅうまい、田楽、湯葉上げ

お伝せんべい本舗　筑水堂 通町 32-5531 お伝せんべい、和菓子 お伝せんべい

おべんとうの百花 野伏間 26-8724 お弁当・お惣菜

おみき茶屋 東町 34-4502 丼、定食 とり天、南蛮定食を800円

小山田クリーニング店 江戸屋敷 33-4318 一般クリーニング シミ抜き、抗菌加工

カ カーショップ森山 安武町 26-0090 自動車販売、車検、整備 新車・中古車販売

海幸 荒木町 27-0180 活魚、イカ、精進料理

海鮮居酒屋 夢邸 津福本町 25-8139 魚介類

回転寿司しげなが 六ツ門店 六ツ門町 37-5557 回転寿司 当日仕入れた新鮮なネタ

かうひいや　しらい 城南町 33-7365 喫茶、珈琲豆販売 深煎りのスペシャルティコーヒー豆

家具のアウトレット　タムラ家具 太郎原町 44-6985 家具全般、インテリア雑貨 指定地域送料・設置サービス

隠れ居酒屋　創家か 国分町 65-3131 居酒屋 牛サガリ鉄板

花月写真館 東町 32-2298 スタジオ写真 記念写真（家族写真）

https://www.h-and-y.co.jp/
http://f-s0511.com/
http://f-s0511.com/
https://a-pacific-chiro.com/
http://egami-p.jp/
http://www.excellentshop-uchida.jp/
https://www.esaki-jidousha.jp/
https://www.e-clothing.co.jp/
http://noble-inc.co.jp/
https://okamotoshoten.co.jp/
https://ogawagakki.co.jp/
https://www.umenohana.co.jp/
http://kaisenyumeyashiki.web.fc2.com/
http://kauhiiya.cart.fc2.com/
https://www.tam-life.com/


菓子工房 エイボン 花畑 27-8355 洋生菓子

菓子処 富松本家 大善寺町 26-2521 朝生菓子、和菓子 鬼夜祭、チーズマン、大福各種

ガスショップセイブル 津福本町 37-3323 ガス器具

和廣建設 藤光町 27-0164 リフォーム

風のおくりもの 東町 46-4767 久留米絣 久留米絣の洋服・バッグ

かにしげ 久留米店 櫛原町 38-6782 かに料理
かに料理専門店　新鮮なずわいかにをメインに鍋

料理や創作料理

兼貞物産 御井朝妻 43-1471 乾物 乾し椎茸

カフェ＆ギャラリーショップ 楽水亭 野中町 33-2271 喫茶店、土産品の販売
カフェでは日本庭園を一望しながらお食事をお楽

しみいただけます。

亀屋硝子 通町 33-1376 ガラス・サッシ建材、トイレ・バス・キッチン リフォーム工事

カメラのキタムラ久留米諏訪野店 諏訪野町 21-8646 写真・プリント・年賀状印刷 デジタルカメラ

からあげの感謝　新合川店 新合川 090-3987-1155 からあげ

からあげの感謝　本店 北野町 78-0666 からあげ

ＧＡＲＡＪＵ　久留米シティプラザ店 六ツ門町 32-2287 観葉植物 オシャレな観葉植物と鉢カバー

辛麺屋　玄 東町 34-7800 ラーメン店 担々麵

辛麺屋　桝元　久留米店 国分町 21-1126 飲食 とろとろなんこつ

辛麺屋 道 日吉町 31-5678 辛麺 辛麺

ＣＨＡＲＩＳｃｒ8 東櫛原町 65-5163 ジュエリー、婚約指輪、結婚指輪、パール ジュエリーリフォーム、無調色真珠ネックレス

ガリバー 久留米インター店 東合川 43-2332 車輌買取販売

カレーハウスCoCo壱番屋 苅原店 国分町 51-0801 カレーライス、カレーらーめん uber Eats、Demaecan 宅配可

カレーハウスCoCo壱番屋 久留米合川店 東合川 44-4936 カレーライス
お持ち帰りできます。レトルトカレー各種・カ

レーのみ等

カレーハウスCoCo壱番屋 荘島店 荘島町 37-7190 カレーライス uber Eats、Demaecan 宅配可

カレーハウスCoCo壱番屋 東櫛原店 東櫛原町 33-7065 カレーライス uber Eats、Demaecan 宅配可

カレーパン専門店　FAM 東合川 44-7350 カレーパン、マラサダ 辛口カレーパン

川島タクシー 大手町 32-4172 タクシー 小型タクシー

技術本意・印章の川島美光堂 中央町 34-2261
実印・銀行印・印鑑・ゴム印・表札・合鍵・シャ

チハタ製品・アクリル彫刻名札・銘板・社章
吉相印

川南 六ツ門町 34-3639 和食小料理 旬の料理、日本酒他

眠りの専門店かわの 御井町 43-5674 寝具・オーダーカーテン オーダーまくら、マットレス、オーダーカーテン

バッグのカワノ 六ツ門町 32-5108 バッグ・旅行用品 お買物・旅行に便利四輪カート

本革専門店　革ノ花宗 津福本町 55-9363 革製品の販売・オーダー・修理 ランドセルリメイク

寛永通宝 東町 34-2846 美味しいお酒と旨い料理 イカの活き造り

観光タクシー 荒木営業所 荒木町 26-2668 タクシー

観光タクシー 西町営業所 西町 21-7476 タクシー

観光タクシー　本社 六ツ門町 33-2251 タクシー

観光タクシー 本町営業所 本町 33-2251 タクシー

https://kurume-kasuri.com/
https://www.umenohana.co.jp/
https://www.kanesada.co.jp/
https://www.ishibashi-bunka.jp/
http://kameya-glass.com/
https://www.karaage-kansya.com/
https://www.karaage-kansya.com/
https://www.garaju.com/
https://charisnet.com/
http://www.saisho.co.jp/
https://kawashimataxi.jp/
https://www.ashita-kawano.co.jp/
https://hanamune.net/


觀古堂 中央町 32-3957 古美術、骨董品、美術工芸品

韓ダイニングモイジャ 東町 31-2955 韓国料理・焼肉 サムギョプサル

儀右ヱ門　久留米本店 天神町 35-2394 久留米絣製品 久留米絣で作成した洋服、小物類

亀鶴堂 日吉町 33-3541 和菓子(誕生の踏み餅など) 誕生の踏み餅

キサス 日吉町 39-3364 飲食店

貴重企画 合川町 43-1967 浄水器、空気清浄機、エアコン 空気清浄機

北島工業所 津福本町 32-2823 ガス機器 ガス機器

喜多村石油 ソフトバンク 久留米本町 本町 30-9532 携帯電話 携帯電話

喜多村石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ くし原店 東櫛原町 35-8929 石油製品 コーティング・車検

喜多村石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ 久留米東店 山川沓形町 44-6428 石油製品 コーティング・車検

喜多村石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ 花畑店 西町 33-3095 石油製品 コーティング・車検

喜多村石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ 六ツ門店 原古賀町 34-6121 石油製品 コーティング・車検

喫茶　あおぞら 城南町 30-9338
日替り（火・木）、ドリア、オムライス、サラダ

パスタ、ミートソーススパゲティ、ケーキSET等
ドリア

喫茶ざぼん 六ツ門町 050-3550-8864 コーヒー、軽食

Kitchen　Garden（キッチンガーデン） 西町 65-8947 野菜、果物、オーガニック食品

木下楽器店　すわの町本店 諏訪野町 38-1111 楽器・楽譜

きもの処　筑後屋 中央町 32-5567 呉服

八女茶の木屋本店 中央町 32-2086 お茶 特上煎茶、水出し煎茶

ギャルリーアンネ 東町 35-8270 婦人服 婦人服、バッグ、靴 マックスマーラ等

ギャルリーアンネ アネックス 東町 34-7975 婦人服
１Ｆトウモローランド、２Ｆセレクトショップの

複合ショップ

九州工業 東合川 45-3172 塗装・防水工事 リフォームも受け付けます

九州サッシ 三潴町 64-4776
ガラス割れ替え、網戸張り替え、フェンス、カー

ポート、デッキ 等
カーポート、テラス、フェンス

九州心塗 山川追分 43-6660 塗装工事、防水工事、住宅リフォーム

九州武道具 野中町 33-5927 武道具用品販売 剣道、柔道、空手用品

キューボウ 合川町 41-0358
住環境フルサポート、外壁塗装、リノベーショ

ン、改装リフォーム
雨もり調査、防水施行など

協栄住設工業 安武町 51-3358 住宅設備機器

ぎょうざ専門店 湖月 六ツ門町 30-8411 餃子 餃子

餃子のまごころ本舗 梅満町 27-7387 生餃子、冷凍餃子 生餃子40個入り1,180円　生が旨い！

清松ガス住設 蛍川町 32-5858 ガス器具、住宅設備機器 ガス器具、住宅設備機器

キリン屋クリーニングサニープラザ店 善導寺町 52-0400 クリーニング

茶道具　錦昇園 津福今町 35-2985 茶道具 季節の茶道具

旅館　錦水 野中町 43-7325 宿泊、食事処

銀寿し 日吉町 33-0950 すし

銀のすぷーん 久留米本店 諏訪野町 35-0092 洋菓子 福岡県産フルーツジュレ・サクリスタン

https://kankodo-art.com/
https://okamotoshoten.co.jp/
https://kijyu-kikaku.com/
https://www.kitamura-oil.com/
https://www.kitamura-oil.com/
https://www.kitamura-oil.com/
https://www.kitamura-oil.com/
https://www.kitamura-oil.com/
https://cafe-zabon.com/zabon/
https://kodawarigohan.jp/
https://www.kinoshitagakkiten.jp/
https://www.anne-group.com/
https://www.anne-group.com/
https://9shusash.jp/
http://www.kyushushinto.com/
https://www.kyubo.co.jp/
https://gyoza-kogetu.jp/
https://magokoro-gyouza.com/
http://www.kiyomatsu-gas.com/
https://kinnshouenn.com/
https://e-kinsui.net/
https://g-spoon.co.jp/


銀のすぷーん シティプラザ店 六ツ門町 65-3065 洋菓子 シュークリーム、サクリスタン、デザートプレート

ＫＵＹＡＫＵＹＡ　フィリピン料理 日吉町 36-5166 フィリピン料理

串と酒と、ハレとケ。 東町 48-1289 焼き鳥他

靴のパリジャン 東町 35-8983 靴

國武建設 西町 21-2731 リフォーム、リノベーション リフォーム、リノベーション

くまタクシー 大善寺町 26-2531 タクシー

クラヴィアート音楽館 善導寺町 47-5555 音楽教室、レンタルスペース 音楽教室、レンタルスペース

倉員建設 善導寺町 47-1176 リフォーム工事

Ｃｌｕｂ　ＨＡＶＥＮ 日吉町 30-2797 社交飲食

グランシェフ（フランス菓子） 梅満町 32-3295 洋菓子 バースデーケーキ等

クリーニングのオオイシ 津福本町 32-6052 クリーニング

クリーニングのサンワドライ　市の上店 合川町 38-3450 クリーニング

クリーニングのサンワドライ　Ａコープあらき店 荒木町 27-1135 クリーニング

クリーニングのサンワドライ　国分野田店 国分町 21-4842 クリーニング

クリーニングのサンワドライ 諏訪野町店 諏訪野町 32-6068 クリーニング

クリーニングのサンワドライ　津福店 津福本町 35-6571 クリーニング

クリーニングのサンワドライ本店 梅満町 36-4110 クリーニング

クリーニングのサンワドライ　三潴店 三潴町 65-1503 クリーニング

クリーニングの明治 梅満店 梅満町 38-4646 クリーニング しみ抜き、布団洗い

クリーニングの明治 国分店 国分町 21-0437 クリーニング しみ抜き、布団洗い

クリーニングの明治 津福モリナガ店 津福今町 34-4892 クリーニング しみ抜き、布団洗い

クリーニングの明治 長門石店 長門石 38-0724 クリーニング しみ抜き、布団洗い

クリーニングの明治 日吉店 日吉町 34-5819 クリーニング しみ抜き、布団洗い

クリーニングの明治 本店 白山町 33-6605 クリーニング しみ抜き、布団洗い

クリーニングの明治 宮ノ陣店 宮ノ陣 35-0814 クリーニング しみ抜き、布団洗い

クリーニングの明治 山川店 山本町 64-9977 クリーニング しみ抜き、布団洗い

ＧＲＥＥＮ　ＦＩＥＬＤ’Ｓ 篠山町 33-4022 婦人衣料、小物、家具

車道楽 山川追分 41-0660 中古車

くるめ・旅倶楽部 諏訪野町 48-6886 パッケージ商品

クルメキッコ― 宮ノ陣 34-4147 醤油等調味料 うまかばい（万能たれ）

久留米建設 荒木町 27-0352 リフォーム

久留米札幌ラーメン 小森野 38-5470 ラーメン みそラーメン

久留米自動車学校 上津町 22-1236 自動車教習

久留米松陰塾　国分校 国分町 65-3744 学習塾

久留米水道サービス　ほとめいと東店 合川町 44-0571 住宅機器(ガス) ビルトインコンロ

クルメスタイル 六ツ門町 37-1439 生活雑貨 酵母石けん

久留米　惣吉 日吉町 33-2608 和食 ふぐコース

久留米第一交通 津福本町 34-6040 タクシー コロナ対策を徹底しています

https://g-spoon.co.jp/
https://www.kuma-taxi.com/
https://claviart.com/
https://www.haven-huit.com/
http://meiji-cl.jp/
http://meiji-cl.jp/
http://meiji-cl.jp/
http://meiji-cl.jp/
http://meiji-cl.jp/
http://meiji-cl.jp/
http://meiji-cl.jp/
http://meiji-cl.jp/
http://modern-group.co.jp/
http://kurumekikko.com/
https://www.kkcc.jp/
https://www.kurume-ds.jp/


久留米第一自動車学校 山本町 43-7512 教習科

久留米タクシー 梅満町 32-4966 タクシー

久留米電気商会 小頭町 32-3535 電気工事、家電販売等 電気工事、家電販売等

久留米西海 六ツ門町 38-6702 海産物販売 無着色辛子明太子イケメン270ｇ1,080円

久留米西鉄タクシー 国分町 21-9739 タクシー タクシー業

久留米ビージェイガーデン 天神町 35-6111 衣料品、日用品、雑貨、食器、家具

久留米補聴器センター 東和町 39-1133 補聴器等 補聴器

久留米ホテルエスプリ 東町 31-1300 宿泊及び飲食 宿泊及び飲食

久留米ミート 諏訪野町 33-2911 精肉・惣菜 手造りコロッケ

久留米ラーメン清陽軒　本店 諏訪野町 32-9736 ラーメン 屋台仕込みラーメン　１番セット

久留米ラーメン　丸久 野中町 65-9759 ラーメン ラーメン、焼きめし

久留米リサーチ売店　シエントス 百年公園 37-6166 菓子、お弁当

レディースショップ グレイプ 国分町 21-4406 婦人用品

グレースジャパン 日吉町 39-0198 バック、宝石、洋服、靴

黒岩洋傘店 六ツ門町 32-5726 洋傘、帽子、ストール 晴雨兼用傘1,000円より

ＣＲＯＳＳ～農家の食卓～ 東町 55-8486 野菜料理 白茄子

化粧品・美容室 よねたに 六ツ門町 34-1154 美容業（ヘアー一般）、化粧品販売
よねたにオリジナルサービスカードWポイント（２

倍押し）

月光浴 東町 35-8910 やきとり、水炊き、もつ鍋 はかた地鶏のやきとり

けんたくん　久留米店 御井町 0120-777-336 冷凍のおかずのみ弁当、病態食、高齢者食

玄武堂薬局 小森野 46-5380 医薬品、化粧品、生活雑貨 医薬品、化粧品、生活雑貨

幸鮨　通町店 通町 38-8600 すし 海鮮ちらし

幸鮨　本店 日吉町 32-8808 すし

酵素風呂ゆい 原古賀町 27-7199 酵素風呂、オイルリンパマッサージ
酵素風呂（11回回数券購入の方には、次回使える

30分リンパマッサージ）

高良台温泉 荒木町 26-3033 やきとり居酒屋 やきとり

ＣＯＦＦＥＥ　ＪＯ 南 22-3588 コーヒー、コーヒー豆 焙煎したての新鮮なコーヒー

コーヒーブレイク　納戸 通町 38-3801 軽食、サンドイッチ、コーヒー ランチ、サンドイッチ、コーヒー

古賀久 六ツ門町 32-0801 居酒屋 60年以上の歴史あるローストチキン

古賀建設 大橋町 47-1709 リフォーム工事

古賀庄菓子舗 西町 32-8856 菓子 丸ボーロ、小ボーロ

古賀商店 車検整備工場 高良内町 43-5484 整備工場 新車・中古車も販売してます

古賀商店 やりみず給油所 高良内町 43-4709 ガソリンスタンド 新車・中古車も販売してます

古賀病院２１　ＰＥＴ画像診断センター 宮ノ陣 38-3387 ＰＥＴ健診 ＰＥＴ健診

古賀美酒店 天神町 32-4279 酒類（日本酒・焼酎） 地酒

穀物屋 森光商店 城南町 36-5928 米・雑穀 プチ穀

ごごのひだまり 篠原町 48-4321 無添加日用品・スキンケア用品 アロマ・手作りコスメ

こころとからだの休憩室あんず 津福本町 090-5026-4776 リラクゼーション アロママッサージ 初回500円引き！

https://k1ds.jp/
https://www.kurume-taxi.co.jp/
http://kurume-denki.co.jp/
http://kurume-nishitaku.co.jp/
https://bj-garden.jp/
https://kurume-hochoki.jp/
https://kurumehotel.co.jp/
https://kurume-meat.com/
https://grape.business.site/
https://kousoburo-yui.com/menu/
https://www.tenjinkai.or.jp/koga21/21_pet.html
http://kogamisake.com/
http://kokumotsuya.com/
http://www.gogono-hidamari.com/


コスメサロン・緑の風 六ツ門町 39-5070 化粧品

児玉酒店 梅満町 32-7528 酒類

壽タクシー(安全タクシーグループ) 宮ノ陣 35-3538 タクシー

寿屋化粧品店 六ツ門町 32-9680 資生堂・カネボウ化粧品他、エステ

ことぶきや酒店 六ツ門町 34-0326 酒類販売

小林建設 山川町 44-2228 総合建設業

呉服・京染の京屋 花畑 32-7346 呉服・京染・シミ抜き・仕立て直し 在庫、売りつくし

ゴルフパートナーＲ２１０久留米店 東合川 41-0227 ゴルフクラブ、ゴルフ用品 丁寧な接客です

近藤生花店 荒木町 26-4014 生花、鉢物、ラン販売 花束・アレンジ・ギフト商品

近藤たたみ店 上津 21-5698 畳製造販売、襖・障子貼替 国産良質畳表

サ ザ・メンバー 日吉町 33-5878 接客サービス、飲食

サーティワンアイスクリーム 上津バイパス店 野伏間 22-7331 アイスクリーム

サーティワンアイスクリーム 久留米大善寺店 大善寺町 26-8831 アイスクリーム

サーティワンアイスクリームゆめタウン久留米店 新合川 27-5431 アイスクリーム

サーラ・カリーナ久留米 天神町 34-3839 イタリアンレストラン コース、ワイン、イタリア地方料理

菜花 東町 31-3070 ランチ・弁当・惣菜 ランチ和の膳

サイクランド   シライシ 国分町 22-1636 ロード・マウンテンバイク

サイクルスター たかいら 国分町 21-7327 自転車、原付バイク

最所産業 久留米インターＳＳ 東合川 44-0423 ガソリンスタンド

最所産業 スーパーセルフ信愛通りＳＳ 高良内町 45-4584 洗車・オイル交換など

最所産業 スーパーセルフ津福バイパスＳＳ 津福今町 34-2306 洗車・オイル交換など

最所産業 通町ＳＳ 通町 32-0702 ガソリンスタンド

佐賀牛の宮﨑 日吉町 32-4687 食肉、加工品

酒蔵松竹 本店 東町 39-2370 飲食業（和食）

坂田ガス住設 東櫛原町 32-5410 住宅設備器具・リフォーム工事

さかな家　そう馬　久留米店 荘島町 33-2512 飲食業（和食）

さかな家　そう馬　西町店 西町 34-1919 飲食業（和食）

魚を食らう　魚人 東町 34-5555 和食

サカモトリビング　久留米ショールーム 東合川 27-9700 住設機器販売・施工・キッチン・トイレ・フロ他 トータルリフォーム

櫻舞～さくらまい～ 天神町 39-7555 いけす料理と串揚げ

サクラみそ食品 梅満町 35-3818 みそ・乾燥天ぷら・麹 みそ

酒と缶詰ともんじゃ焼きSAKURAYA 日吉町 31-8000 酒・缶詰・もんじゃ焼き どんなもんじゃ（塩もんじゃ）

酒乃竹屋 城島町 62-6868 全酒類、酒粕、奈良漬 奈良漬に最適な酒粕

酒のビッグワン　 諏訪野町 50-9700 酒、菓子

佐々木工務店 六ツ門町 32-4018 住宅リフォーム

五月本店 長門石 32-9696 日本料理

Ｓａｔｏｏ（サトゥー） 六ツ門町 48-2124 アクセサリー・雑貨

さとう電器　善導寺店 善導寺町 47-3147 家電製品

https://anzengroup.co.jp/
http://cova01.com/
https://www.golfpartner.co.jp/1072/
https://flower-kurume.business.site/
http://www.themember.jp/
http://salacarina.jp/
http://cycland-shiraishi.com/
http://www.saisho.co.jp/
http://www.saisho.co.jp/
http://www.saisho.co.jp/
http://www.saisho.co.jp/
https://sakata-gas.jp/
https://www.sakanaya-souma.com/
https://www.sakanaya-souma.com/
https://sakamoto-living.com/
http://sakuramiso.co.jp/
http://obanzai-sakuraya.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/sakekasu/
https://satoo.shop/


讃岐うどん いしい 上津町 22-5446 うどん・そば

実吉コンタクトレンズセンター 天神町 39-3981 コンタクトレンズ コンタクトレンズ

佐野恵樹園 荒木町 26-4861
外構工事、エクステリア工事、庭園管理、庭木剪

定・消毒など

非対面でのお荷物の受け取りが可能な宅配ポス

ト・宅配ＢＯＸがオススメです！

サラダ館　久留米一丁田店 諏訪野町 32-6088 ギフト販売 カタログギフト

Ｓａｌｉｃｅ サリーチェ 日吉町 38-5905 イタリア料理 石窯ピザ

ザ・ワールドウォッチ ナガノ 東櫛原町 33-3335 時計・宝石 特価商品を準備してます（宝飾）

さわ鍼灸院 中央町 32-9060 鍼灸医療 女性限定

サンカクキカク 藤光町 65-7337 ホームページ・デザイン等

三幸 通町 38-8600 弁当（幕の内） ちらし弁当

三光ガーデン 北野町 78-4698 樹木手入れ・管理、外構工事、庭のリフォーム

てづくりの店　サンジュエリー 善導寺町 47-5873 ジュエリーオーダーメイド・リフォーム 結婚指輪、婚約指輪

SANZOKU DINING さっさん 東町 31-2013 山賊焼き、酒など 山賊焼き

産直や　蔵肆 国分町 21-3130 食品、野菜

サンテングヤ 本店 天神町 34-1155 靴

サンドラッグ くるめりあ六ツ門店 六ツ門町 36-5600 一般用医薬品、化粧品、日用品、食品 第一類医薬品取扱あり

サンナチュレ 東町 65-4377 一般用医薬品、健康食品 キョーレオピン

サンパチキッチン久留米店 東町 31-6668 イタリアンバル 380円（税抜）メニュー

三本松フラワー 中央町 39-5088 生花・鉢花・ブリザーブドフラワー 生花・鉢花・ブリザーブドフラワー

三陽ガステック 国分町 21-7370
住宅機器（エアコン、キッチン、システムバ

ス）、家電製品、リフォーム、上下水道工事
水回リのフォーム、エアコン

三和商会 津福今町 32-6472 贈答品

シェ・ワシズ 櫛原町 36-0433 フランス料理 ランチ・コース料理

志賀ガス 寺町 34-4170 ガス機具及び住設機具 水まわりリフォーム工事

四季膳　さとう 小頭町 34-6050 日本料理 季節のコース

重永鮮魚　本店 六ツ門町 32-3288 鮮魚の小売及び飲食店 当日仕入れた新鮮な魚（刺身、惣菜、寿司、定食）

しずく屋　ａｃｅｒｏ 津福本町 070-3964-3635 コーヒー・ピザ・ハンバーガー
オリジナルのブレンドコーヒーと全て手作りのこ

だわりハンバーガー

シティコンタクト　エマックス久留米店 東町 39-0077 コンタクトレンズ及びケア用品 定額制プラン

自転車流通卸売センター 荒木店 荒木町 26-8424 自転車 ママチャリ

自転車流通卸売センター 西鉄久留米駅前店 大手町 38-3946 自転車 ママチャリ

自転車流通卸売センター 山川本店 山川市ノ上町 43-3118 自転車 ママチャリ

地場産くるめ 物産館ＪＲ久留米駅店 京町 27-5510 久留米絣、銘菓、ラーメン、籃胎漆器他 くるめんべい

地場産くるめ物産館　東合川店 東合川 44-3700 久留米絣、銘菓、ラーメン、籃胎漆器他 久留米絣商品

地場産くるめ物産館六ツ門店 六ツ門町 36-0006 久留米絣、銘菓、ラーメン、籃胎漆器他 えんどう豆かりんとう

清水時計店 中央町 32-5654 時計・宝石・メガネ

下川ジェム 中央町 32-4256 宝飾品

シャディハラ 三瀦店 三潴町 65-1234 お中元・返礼等のギフト商品 ザ・スイーツ、キャラメルサンドクッキー

https://www.sc-kurume.jp/
https://sanokeijuen.jp/
https://salice.jp/
https://sawashinkyu.jimdofree.com/
https://sun-j.net/
http://www.dragoncafe.jp/
http://www.kurashi.jp/
https://www.sundrug.co.jp/
https://aicon-co.com/
https://netflower.co.jp/
http://sanyo-gastec.co.jp/
https://chez-washizu.jp/index2.html
https://www.shiga-gas.jp/
https://www.city-contact.com/
http://www.long-ride.jp/
http://www.long-ride.jp/
http://www.long-ride.jp/
https://www.jibasankurume.jp/
https://www.jibasankurume.jp/
https://www.jibasankurume.jp/
https://shaddy.jp/gs_front/app/shop/shop_introduction/search/fukuoka/kurume/90230-001/


シャルム建築デザイン 高良内町 43-5819 リフォーム工事

中国料理 上海酒家 六ツ門町 39-8139 中国料理専門店 エビチリ

炭火焼肉 十門 蛍川町 39-9200 焼肉 一の門・二の門　サービスセット皿

ジュエリーＯＨＢＡ 日吉町 38-9178 貴金属

ジュエリー中村 御井町 44-7636 宝石・貴金属加工 宝石貴金属のリフォーム加工

シュシュクレープ 花畑 65-9575 クレープ

ジュネ オガタ 中央町 34-3103 化粧品・エステ フェイシャルエステ・メイクレッスンができる

純華堂 国分町 070-5276-0121 どらやき、チーズまんじゅう、杏仁豆腐、他デザート

旬菜炭火焼　燎  小頭町 27-7293 焼鳥　居酒屋 はかた地どりの焼鳥

旬味食彩　丸みつ 野中町 22-6738 和食、コース料理 コース料理、丸みつコース、お弁当

ジョイント 久留米中央店 東町 35-3839 生鮮食料品 ジョイントカード会員の会員様特別価格品

城島リバーサイドゴルフ場 城島町 62-5250 ゴルフ場

正八郎うどん 小森野 33-9700 うどん・そば・丼物 など 肉ごぼう天うどん

縄文 通町 32-7373 焼鳥 焼鳥

食彩 すぎやま 六ツ門町 32-5807 和食 イカの活き造り

食・酒処　ＳＨＯＷＡ 東町 64-8808 飲食業

寿しの次郎長 日吉町 39-6366 寿司

しん吉 東町 64-9496 焼とり、蒸し料理 焼とり

新古賀クリニック 天神町 35-3170 人間ドック

新古賀病院売店大丸 天神町 44-1230 一般食料品・雑貨・医療関連商品

紳士服のフタタ 久留米本店 日吉町 39-2001 紳士服・婦人服 スーツ、フォーマル、レディス商品

新粧 六ツ門町 33-7647 バッグ・手提げ・財布　等

水月堂 堤匠庵 天神町 32-6012 和菓子 塩屋の娘

萃香園ホテル 櫛原町 35-5351 婚礼、宴会、料亭、レストラン、宿泊

スーパーオートバックス 久留米 津福今町 48-3558 カー用品・車販売、車検・整備 カー用品・車販売、車検・整備

鮨 勘八 日吉町 32-5250 すし店

エマックス鮨金 東町 34-4513 すし・和食 レディース膳

スズキワークス久留米 荒木町 26-8445 自動車販売・整備 カスタマイズ

スフィダンテ 城南町 0943-22-8130 オーダースーツ、オーダーシャツ オーダースーツ、オーダーシャツ

スポーツショップ サコ 荒木町 27-3398 二輪車販売・修理 二輪車販売・修理

すみスポーツ 日吉町 32-1700 スポーツ用品 バドミントン用品

炭火居酒屋 くまさん家 本町 090-7447-4775 刺身や鶏肉 鮮魚・お肉

炭火焼肉 佐蔵 東櫛原町 39-4129 焼肉 牧場直送、黒毛和牛

炭焼珈琲 ふじ 六ツ門町 30-3222 珈琲、軽食、モーニング、ランチ、ホットサンド 抹茶珈琲、炭焼珈琲

炭焼ダイニング　炭々苑 東町 38-2414 焼肉 骨付カルビ

角養翠園 津福今町 32-9425 造園工事、土木一式工事、お庭の剪定、除草、消毒 お庭の剪定、消毒、除草

製菓・製パン材料の ｄａｎｎｏ 通町 48-0038 製菓・製パン材料 小麦粉

整体、足つぼ　クローバー 天神町 37-3273 整体、足つぼ、リラク 整体と足つぼセットで安価サービス

http://jewelry-nakamura.com/
https://chouchou-crepe.com/
https://kagaribi.biz/
https://kurumekoen.org/jyojima/
https://www.jirochou.com/
https://shinkichikurume.owst.jp/
http://www.suikoyen.co.jp/
https://suzuki-works.shop-pro.jp/
https://danno-shop.co.jp/


セイブ 荒木町 27-1212 配達用弁当

セブンイレブン久留米市役所前店 中央町 30-5502 コンビニエンスストア

セブンイレブン 久留米荘島町店 荘島町 38-7457 コンビニエンスストア

セブンイレブン 久留米津福本町店 津福本町 32-2278 コンビニエンスストア

セブンイレブン 久留米通町店 通町 38-5110 （食品・雑貨等）コンビニエンスストア セブンコーヒー

セブンイレブン久留米二千年橋店 東櫛原町 37-3734 コンビニエンスストア

セラピーやよし 東合川 090-5287-7849 整体

せんたく工房クリーンキッズ 　エフコープ店 上津 21-7139 クリーニング

せんたく工房 クリーンキッズ 本店 津福今町 35-6339 クリーニング

創菓堂　素人残月 花畑 39-4522 和菓子 看板商品　素人残月

創作dining Aki 東和町 32-7779 飲食 前日までにコースご予約の方、コーヒーサービス

菓舗　双樹庵 通町 32-3221 和菓子 水まんじゅう

そえじま薬品（ホームセンターサカモト内） 東合川 43-8797
キョーレオピン・ワタナベオイスター・ホワイト

リリー化粧品

キョーレオピン・ワタナベオイスター・ホワイト

リリー化粧品

タ 第一種苗園芸 善導寺町 47-2127 種子・農薬・肥料・園芸資材等の農業用品 季節毎の農業用品

大栄ラーメン本店 東町 39-3977 ラーメン等 ラーメン、ホルモン、豚足

大衆酒場 餃子のたっちゃん　久留米一番街店 東町 80-3862 飲食店 焼餃子

大善寺オオクマタクシー 大善寺大橋 26-2621 タクシー

大善寺ゴルフガーデン 大善寺南 26-4121 ゴルフ練習場 駅近・アクセス抜群！

大善寺自動車学校 大善寺南 26-4121 自動車学校 西鉄大善寺駅前すぐ！全車種免許可。

大砲ラーメン　合川店 新合川 33-9881 ラーメン等 たかなチャーハンぎょうざセット

大砲ラーメン　上津店 本山 33-9881 ラーメン等 五目チャーハンぎょうざセット

大砲ラーメン　長門石店 長門石 33-9881 ラーメン等 チャーシューおにぎりセット

大砲ラーメン　本店 通外町 33-9881 ラーメン等 チャーシューおにぎりセット

大丸硝子 津福今町 34-3973 サッシ、ガラス 断熱サッシ・ガラス

タイヤ館　久留米 東合川 45-1166 カー用品販売・取付 毎週火曜日 レディースデー

ダイユー空調産業 東合川 43-2341 冷暖房機器、オール電化機器販売施工

大洋グリーン 善導寺町 47-3114 園芸場及び造園 寄せ植え

タイヨードー薬局  エマックス店 東町 34-4523 医薬品他

タイヨードー薬局 十二軒屋店 江戸屋敷 38-6606 医薬品他

大龍ラーメン合川店 東合川 44-0229 ラーメン専門店 チャーシューメン

大龍ラーメン東町ベルモール店 東町 36-0446 ラーメン専門店 チャーシューメン

タカキオート 大善寺町 27-1200 自動車整備・車検・点検、鈑金塗装・修理、自動車販売 車検

高砂屋　ブリヂストン通り店 城南町 32-6341 豆菓子

寝具専門店　タカノ 西町 33-5507 寝具用品 寝具体感フェア　オーダー枕、マットレス

高松時計店 東町 33-5576 時計、眼鏡、貴金属 時計修理、眼鏡

タカムラ家具 通町 38-6439 家具、インテリア小物 家具・インテリア小物

タカラ電化 西町 33-5056 家電

https://www.k-seibu.com/
http://yayoshi.jp/
https://siroutozangetu.com/
http://www.soejimayakuhin.com/
https://aicon-co.com/
http://www.daizenji-school.com/
http://www.daizenji-school.com/
https://www.taiho.net/
https://www.taiho.net/
https://www.taiho.net/
https://www.taiho.net/
http://daimaru-glass.com/wp/
https://www.taiyakan.co.jp/
http://www.taiyo-green.com/
https://dairyuramen.com/
https://dairyuramen.com/
https://www.takano-shingu.jp/
http://www.takamurakagu.com/


タク設備システム 長門石 31-5963 設備

タケヤ 荒木町 26-1401 自然食品 焼芋いもっ子

ダスキン　梅満支店 梅満町 34-2171 清掃サービス 家事代行サービス

ダスキン巨峰 荒木町 26-6827 ダスキン商品、サービスマスター事業部
サービスマスター事業、エアコン・家庭用・事業

所お掃除

ダスキン東合川支店 山川追分 45-7477 貸清掃用具、洗剤販売

立石弟硝子店 本町 32-8991
ガラス、アルミサッシ、鏡、エクステリア商品、

フィルム他

田中畳店 国分町 21-3628 畳、襖、障子

田中忠畳店 本山 21-8282 畳・襖新調、張替 畳表替

田中の麵家 城島町 62-2014
田中の麵家うどん・らーめん、冷やしつけらーめ

ん、あんかけトマトうどん
冷やしつけらーめん、あんかけトマトうどん

レディス　タナカヤ 六ツ門町 32-7463 婦人服、小物 婦人服

特選呉服　田中屋 六ツ門町 32-3620 京呉服販売及びレンタル

種商 宮ノ陣 83-1311 雑穀、米、豆 十六穀ごはん米550ｇ

久留米バル　 タベタリア 天神町 38-2377 洋食イタリアン タベタリア特製チーズフォンデュ

タベルナ石 篠山町 30-7070 ピザ、パスタ ピザ

タミタ 城南町 36-0940 喫茶店 コーヒー、トースト

筑邦プロパン 津福本町 35-1227 ガス器具・住宅設備機器販売、取付工事 ガスコンロ・衣類乾燥機

ちっご　うまか村 六ツ門町 36-2505 食料品 とれたて野菜

知味斉 寺町 37-9123 中華チマキ、豚まん 時間が経ってもフワフワ

チャイナ 梅の花 久留米店 城南町 40-0111 中華料理 梅の花がプロデュース 創作中華料理の店

ちゃこーる旨小家 日吉町 30-4629 炭焼きのお肉とワイン 骨付カルビ

北谷亭（ちゃたんてい） 安武町 48-0359 沖縄そば ソーキそば

茶舗　ふりゅう 本町 55-8396 お茶、紅茶 レモングラスほうじ茶

中央交通 東櫛原町 33-3412 タクシー

中華季菜　上海μ 東合川 45-7111 中華料理店 大人様ランチ、お得な麺ランチ

中華　真真好 六ツ門町 48-0658 中華料理 中華コース 飲み放題付き

中国家庭料理 丁丁 東町 34-8718 中国家庭料理 水餃子、肉まん

蝶屋きもの 中央町 34-4711 呉服販売 久留米絣、振袖、七五三

千代海苔㈱・ひかりギフト 城島町 62-3465 御中元・御歳暮ギフト 海苔ギフト

つくね横丁 東町 32-3663 刺身・焼鳥・炭火焼 つくね盛りあわせ

つけ麺　バル 日吉町 38-3038 オマールエビのつけ麺をメインとしたバル オマール海老のつけ麺

津城材木店 本町 32-4861 木材・建材・設備販売及び製材加工 フローリング・合板

つばめ交通 国分町 22-5259 タクシー

つばめタクシー 国分町 22-5259 タクシー

津福工業 梅満町 53-0120 空調機器 エアコン、空気清浄機等

つぼみ 東町 32-9494 ランチ・居酒屋 刺身・焼魚・焼とり・串カツ　和食

http://kurume-takeya.com/
https://hirun.co.jp/
http://tanakaseimen.com/
https://tanesho.co.jp/
http://tabetalia.com/
http://taberunaishi.web.fc2.com/
https://www.activecoco.com/
https://www.umenohana.co.jp/
https://www.chahofuryu.com/
https://www.shanghai-myu.com/
https://cho-ya.co.jp/
http://www.chiyonori.jp/
https://kurumehotel.co.jp/
https://tsubuku.co.jp/


ｔｅａ’ 東町 39-9037 婦人服、服飾小物、雑貨、装飾品、食品等

デイサービス スマートライフ リハビリぷらす 西町 46-5702 介護サービス（全額自費メニュー） 日中のあずかり、入浴支援、おいしい出来たての食事

定食 馬乃米　３号店 国分町 27-9911 定食屋

定食 馬乃米　津福店 津福今町 65-3999 定食及び焼きとりテイクアウト

定食 馬乃米　東合川店 東合川 44-2210 定食屋

ディリーショップかわの 城島町 62-2347 鮮魚、惣菜、食品 惣菜、刺身

テクノリサイクル　国分店 国分町 27-8180 ブランド衣料、家電、家具 婦人、紳士、ブランド古着多数品揃え

テクノリサイクル　東合川店 東合川 40-8278 家具、家電、オフィス用品、インテリア雑貨 リサイクルショップ、無料出張買取

デコール　タナカ 本山 21-8282 クロス、クッションフロア、カーテン

デザインハウス アラキ 安武町 26-0981 畳・襖・室内リフォーム 畳、襖、室内リフォーム

鉄板食堂みなはれ 東町 46-3780 鉄板焼、粉もん料理
うまい！焼きそばコンテストグランプリ　マヨ明

太焼きそば

てっぱん２８号 小頭町 37-5228 おこのみ焼 おこのみ焼、スペシャル玉

ＤＥＮＩＭ 六ツ門町 37-2246 婦人服、紳士服

手羽市場　しゅう 国分町 21-5198 手羽先からあげ

てらこや。（旧えこる）久留米 東町 39-1889 健康靴、アクセサリー

テラシマ 三潴町 64-2943 建築・土木工事全般 建築・土木工事全般

電's オオハラ 久留米店 津福本町 34-8572 家電品

電’ｓ サトウ 御井町 43-6789 家電商品 エアコン、オール電化、リフォーム

天寿司 城南町 38-5566 すし

天然酵母の蒸しパン　陽光林 草野町 090-5022-8288 天然酵母の蒸しパン、チーズ饅頭 天然酵母の蒸しパン

香舗　天年堂 国分町 51-2305 線香・お香・ローソク ベチバー香

東亜染工 東合川 44-4422 和手ぬぐい、タオル、ユニフォーム、横断幕等 和手ぬぐい、タオル、ユニフォーム、横断幕等

陶器乃つる 東町 39-5001 天然石、食器 ヒマラヤ水晶

東建工業 原古賀町 35-4565 建設業

トウハン 東和町 32-2239 酒類販売 ナチュラルワイン

徳兵衛うどん　上津店 本山 22-8882 うどん・そば 唐揚げ定食

徳兵衛うどん　三潴店 三潴町 64-5371 うどん・そば とり天南蛮定食

ドコモショップ 久留米国分店 国分町 21-8118 携帯電話 ドコモ電気

トラットリア　銀のレストラン 天神町 39-4022 パスタ、オムライス、ハンバーグ、パフェ シェフのスペシャリテ、スペシャルディナー

トラベルネクスト 篠山町 27-7446 旅行商品

トラベルプラン 東合川 44-8808 旅行

トラムコーポレーション 江戸屋敷 32-7659 米穀・燃料・機器等他 お米、灯油・ガス器具等

和菓子処　とらや 京町 32-1472 和菓子、蜂蜜入丸芳露 蜂蜜入丸芳露、団子、引菓子

鳥越建設 野中町 44-2294 建物リフォーム工事

ドレスショップ　１Million 六ツ門町 35-3108
ドレス全般、婦人服（カジュアル）、サンダル、

アクセサリー
プチプラドレス\2990～

https://www.styling-by-tea.com/
https://smartlife-ds.com/
http://techno-reuse.com/
http://techno-reuse.com/
https://www.decortanaka.com/
https://designhouse-araki.com/
https://ps-hp.jpn.panasonic.com/ps/search/14000822/
https://kohotennendo.com/
http://www.toasenkou.co.jp/
https://ex-crystal.com/
http://touhan.com/
http://tokube.net/
http://tokube.net/
http://tr-next.sakura.ne.jp/
http://torigoek.jp/


ドン・キホーテ西鉄久留米店 大手町 0570-090-611
家電・日用雑貨品・食品等の販売を行うディスカ

ウントストア
焼き芋

ナ 内藤フルーツ 東町 32-7223 果実

ナカイ 高良内町 45-8787 エアコン、照明器具、家電、LEDランプ、防犯カメラ 防犯カメラ、ＬＥＤランプ

那加川Ｒ 日吉町 38-5873 お酒 お酒

中川建材 山川町 43-2131 建築材料 住宅設備機器

仲自動車 安武町 26-7922 自動車整備・販売・車検・鈑金 鈑金

中島精米所 津福今町 32-8160 米 お米ギフト　30㎏・15㎏得別価格米‼

中津からあげ からいち 久留米本店 津福本町 32-5555 中津からあげ 九州産鶏肉　あげたてのからあげ

中津留　本店 通東町 34-1338 食肉

中野商店 山川町 43-8053 米、灯油、ガス器具

中原塗装工業 梅満町 34-5536 建築塗装

中村製畳 南 32-8746 畳、襖、クロス等内装工事全般

中村製畳店 善導寺町 47-1106 畳工事（新畳・表替）フスマ・障子・アミ戸張替 畳を拭き上げ、家具移動

中村宗平商店 本町 32-4130 ガス器具・住宅設備機器・灯油・木炭 国産炭（オガタンF-2、お茶炭）

中村忠畳店 津福本町 35-8370 畳、襖、障子、網戸 畳

和み囲酒屋　雅 東町 30-1877 飲食物（刺身、お酒など） あじの活き造り、手羽先の唐揚

楢橋梅月堂 南薫町 33-1661 和菓子 本葛ようかん

にくどき幹貴 東町 38-0529 焼肉

肉料理　将 諏訪野町 33-1129 焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼

にこにこ人財センター 合川町 65-5246 剪定、塗装、住宅リフォーム 庭の改修

ENEOS 西田石油 三潴町 64-2983 ガソリン・軽油・灯油

西鉄ストア 久留米タミー店 東町 34-3421 生鮮食品、一般食品、衣料品、化粧品

西鉄旅行 久留米支店 東町 33-1573 旅行商品

西日本産業 花畑 33-3211 仲介手数料 仲介手数料

西日本リフォームペイント 西町 31-5001 リフォーム・塗装・建築

西日本旅行 くるめりあ支店 六ツ門町 31-6565 旅行商品全般 旅行商品全般

西日本旅行 本店営業部 西町 32-8383 旅行商品全般 旅行商品全般

西原糸店 中央町 34-1861 久留米絣と駄菓子 日傘のオーダー（オーダー料金1,100をサービス）

カラオケ　Ｎｉｚｉ　ＷＯＲＬＤ 東町 65-7888 カラオケ 充実フード、深夜営業

日本酒処　巡る 小頭町 27-8338 日本酒とそれに合う料理 日本酒

人形の髙島屋 東町 32-5946 盆提灯、羽子板、破魔弓、ひな人形

Nail salon Des ongles 六ツ門町 080-8533-1234 ネイルサロン ジェルネイル

ＮＥＴ ＷＯＲＫ 天神町 37-8800 洋服

ネパールカレー　サクラ 六ツ門町 34-3740 飲食店（インド料理） 毎週火曜日「夜ランチ」

ノエビア中部久留米 山川町 44-9087 化粧品小売　フェイシャル、トリートメント
フェイシャルトリートメント ラグジュアリーコー

ス\3300→\2000

野口石油　武島給油所 安武町 27-2120 ガソリン・灯油他

https://www.donki.com/
https://www.syoumei-nakai.net/
http://nakagawa-group.com/
https://nakashima-s.com/
https://meal-takeaway-41.business.site/
https://www.nakatsuru.com/
http://www.e-koukin.com/
http://nakamurachutatamiten.tank.jp/
https://niconico-jinzai.com/
https://www.aladdin-boy.com/
http://sep-west.com/
http://www.travel-west.co.jp/
http://www.travel-west.co.jp/
https://nishihara-itoten.co.jp/
http://www.hashizume-sake.jp/
http://desongles.com/
https://net-work-kurume.shopinfo.jp/


野田清商店 上津町 21-4142 太陽光発電、エクステリア、住宅設備機器 断熱屋根

野はら邸 東櫛原町 35-4545 一棟貸別荘 非対面宿泊施設

野伏間クリニック 野伏間 26-0066 自費取扱い商品 美容施術、化粧品購入

ハ バー　サカイ 通東町 37-8550 飲食（バー） カクテル・ウイスキー

パーソナル ビュー 御井旗崎 45-0150 マンツーマントレーニング マンツーマントレーニング

ハートリフォーム 上津町 51-8500 住宅のリフォーム工事、修繕等

ＢＡＲ　間の巣 東町 65-4646 アルコール、カラオケ 始発時間まで営業

ハイネスホテル久留米 天神町 32-7211 総合ホテル業

パイン石油 通町 36-0925 ガソリンスタンド

博栄畳商店 上津町 22-3427 畳・ふすま貼り替え、新調 畳拭きあげサービス

ハシマ商店 櫛原町 32-0248 野菜、果物 新鮮野菜を売ってます

ハッピートミイ 安武町 090-1519-2488 宝飾品、アパレル

パティスリー　アドレ 津福本町 34-0650 洋菓子

パティスリーＨ・ベルジュ 津福本町 30-8676 生菓子・焼菓子 クッキー シュー

ハトヤ 合川町 36-1223 婦人服

ハトヤ 東町 39-8108 化粧品

鳩屋別館 梅満町 32-4880 季節の会席料理

はなえ矯正歯科 津福本町 30-0930 矯正治療、口腔ケア 筋機能療法

花工房ガラージュ　久留米店 篠山町 37-1187 生花 花束、アレンジメント

花工房ガラージュ　久留米ゆめタウン店 新合川 45-8783 生花 花束、アレンジメント

花工房ガラージュ　本店 三潴町 64-4221 生花 花束、アレンジメント

花のＭＡＲＵＹＡＭＡ 御井町 44-9898 生花、鉢物、ソープフラワー 季節の花鉢

花の店 シド 東町 39-5220 生花 アレンジメント、鉢物

花畠自動車整備工場 藤光町 21-8202 車検、整備、板金 Gulfオイル

ギフトショップ花水木 梅満町 37-5680 結婚式用引出物、ギフト関係、葬祭用引物、陶器類

林兼石油久留米駅前SS 城南町 33-9526 ガソリン、軽油、灯油、カーケア商品 洗車、タイヤ、オイル

原建設建材 田主丸町 0943-73-3266 フェンス・人工芝・害虫ブロック・外構工事

原古賀焼肉　やきにく屋 原古賀町 35-3755 焼肉

ハラスポーツ 城島町 62-5538 スポーツ用品

半田建設 日ノ出町 34-4132 総合建設業（建築物の設計・施工、土木構造物の施工）

半田帽子店 通町 32-5024 帽子

ハンバーグ・オニオン合川本店 新合川 44-8887 ハンバーグ ハンバーグ

ハンバーグ・オニオン上津店 本山 22-5022 ハンバーグ ハンバーグ

ハンバーグ・オニオン津福店 津福今町 30-8088 ハンバーグ ハンバーグ

ビアベルデ 六ツ門町 31-8323 婦人服

登山のぴーこっく 大手町 46-2830 登山用品 登山用品

おもちゃのぴーこっく 久留米本店 大手町 38-3777 玩具、知育玩具 玩具、知育玩具

東材木 城島町 62-3308 材木、一般建築材

http://nodakiyoshi.co.jp/
http://noharatei.com/
https://www.tenjinkai.or.jp/page/nursing_care/nobusuma_clinic.biyou.html
http://personalbeau.com/
http://www.highnesshotel.co.jp/
https://adorer-sweet.com/
http://www.hatoyabekkan.co.jp/
https://www.hanaesmile.com/
https://www.garaju.com/
https://www.garaju.com/
https://www.garaju.com/
http://hanabatake-car.com/
http://www.hayashikaneoil.co.jp/
http://www.haraken-k.com/
https://hanchan.co.jp/
http://handa-boushi.com/
http://www.nuep.co.jp/xx/index.htm


樋口建設 荒木町 27-2308 リフォーム

ビストロときつ 荘島町 33-9300 洋食

陽溜食堂　日吉町店 通町 33-0888 居酒屋 刺身、骨付カルビ、もつ鍋

陽溜食堂　本店 東町 39-6060 居酒屋 刺身、骨付カルビ、もつ鍋

ＨＩＴＳＵＪＩＹＡ　六ツ門店 六ツ門町 36-4845 ドレス、レディース、雑貨、カジュアル等

ピッツェリア・アメニータ 螢川町 65-3122 イタリア料理 ピッツア

ヒト・モノ・コト　ツナグ研究所久留米 東和町 090-8916-2390 人材育成・商業コンサルタント

姫野酒店 大石町 32-8501 酒類 越乃景虎・魔王・三岳

ヒューマンラブ 日吉町 31-0021 酒類

平島商店 本町 33-5405 リフォーム全般、ガス器具販売・修理 夫婦でやってるお店なので安心して問合せ下さい

平野不動産 学生賃貸センター店 御井町 45-2121 仲介手数料

平野不動産 西鉄店 東町 39-9955 仲介手数料

平野不動産本店 合川町 43-3721 仲介手数料

平山工務店 合川町 34-3625 設備工事

ブアスパ  久留米店 東町 31-1178 ボディケア
ボディケア、タイ古式ストレッチ、オイルトリー

トメント

FASHION HOUSE ＳＡＩ 六ツ門町 38-0760 婦人服、小物

ファミリー焼鳥 宮ノ陣 宮ノ陣 38-5567 食料品（焼き鳥など） もつ鍋、ズリカラ

フードアトリエ湖舟 長門石 料理教室、カフェ、食料品・雑貨販売 料理教室

風来坊 東櫛原町 33-0941 手羽先唐揚げ

風炉 日本料理 茶花 東櫛原町 38-2080 日本料理 ご褒美ランチ

天然田園温泉 ふかほり邸 三潴町 54-6681 旅館業 天然温泉と無添加の自然食を堪能できる古民家の宿

福栄のから揚げ北野町本店 北野町 78-6677 から揚げ

福栄のから揚げ御井町店 御井町 44-0666 から揚げ

福岡園芸 山本町 43-8858 農業資材、種子

福岡教育相談研究所 東町 64-9666 学習支援、進路指導 現役の教師による指導

福沢住宅設備 山川神代 44-8432 増改築工事 増改築工事

NPO法人 ふくろうの森 諏訪野町 21-5870 久留米絣衣料品・雑貨・菓子類

冨士タクシー(安全タクシーグループ) 梅満町 35-3538 タクシー

フソーシステム 安武町 27-0001 住宅リフォーム お住まいのことなら何でもご相談下さい

BOOKSあんとく　みづま店 三潴町 64-5656 書籍・文具・雑貨

ブックセンタークエスト エマックス久留米店 東町 38-3301 書籍・文具・CD

ブティック サブリナ 六ツ門町 38-8618 婦人服

ブティックトーコ 東町 34-1650 婦人服・小物 トーコオリジナルニット

ふとんの丸木屋 六ツ門町 32-9169 寝具、カーテン、カーペット 羽毛リフォーム

Plaza A 久留米店 小頭町 33-5677 学生服 学生服

ブラッカ・ブロッコ 六ツ門町 38-5111 サラダ・パスタ、肉・魚 サラダ・パスタ、肉・魚

フラワーショップ Hanatoyo 国分町 21-6741 生花・鉢物、観葉植物 生花スタンド

https://otasukekun.jp/
http://www.bistro-tokitsu.com/docs/top/top.htm
https://aicon-co.com/
https://aicon-co.com/
https://ocn-hitsujiyakurumeria.jimdosite.com/
https://pizzeria-amenita.com/
http://c21hirano.com/
http://c21hirano.com/
http://c21hirano.com/
https://umenohana-restaurant.co.jp/shop-list/info.php?id=1300
https://sai-marketplace.com/
https://gohannotane.com/
http://fukahoritei.com/
http://www.fukuei.or.jp/
http://www.fukuei.or.jp/
http://fukurou-no-mori.jp/
https://anzengroup.co.jp/
http://fuso-sys.co.jp/
https://king-ya.net/
https://plaza-a.jp/kurume/


フランクミート 六ツ門町 32-8512 和牛、国産豚肉、鶏肉 BBQセット、久留米もつ鍋

ぶらんこ 天神町 35-8766 婦人服 豊富な品揃え

フランス菓子　アベニュー 西町 22-8119 洋菓子 シュークリーム、ロールケーキ

フランス料理 シェ・オガワ 御井町 45-0011 フランス料理 グルメコース￥3000

フリーライド ヘッドショップ 大手町 32-0708 自転車 クロスバイク

ブリヂストングリーンアリーナ久留米 野中町 21-5551 ブリヂストンゴルフ関連商品、ゴルフレッスン 電子カルテや動画撮影を駆使したゴルフレッス

ぷりんのススメ 城南町 65-7580 洋生菓子、パフェ プリン

ＢＬＵＥＢＯＯＫ 花畑 48-0261 家電販売・工事 エアコン・エコキュート

プレホーム 北野町 78-7110 リフォーム工事 耐震バランス設計高品位住宅

フロムハート 天神町 39-3660 レディース・メンズ服飾雑貨
ジェラートピケ他婦人服、バック、シューズなど

も充実

ヘアーサロン　キャロット 原古賀町 31-6618 美容一般・着付 手入れが楽なヘアスタイル作りを心がけています

ヘア　メイク　アブティール 津福今町 30-3434 美容室 カラー

ペイントホームズ久留米中央店 御井旗崎 48-6655 外壁・屋根塗装、シーリング、防水工事 外壁・屋根塗装工事

ペットプラス 東町 35-8108 シュリンプ、水草 シュリンプ品揃えNO.1

紅花 天神町 32-0091 生花・鉢物

Ｂｅｌｌｅ　ｖｉｅ 天神町 33-4880 婦人服

ベル・ベール 東町 38-5338 ジュエリー ブライダルジュエリーファッションジュエリー

報国タクシー 長門石 33-4263 タクシー

宝石・時計のハラ 東町 32-5982 宝飾・時計

宝石のフクダ 六ツ門町 32-6161 宝石・貴金属

詩織住建 合川町 43-1979 浄水器、空気清浄機 空気清浄機

ホームセンター サカモト 東合川 45-2222 日用品、カー用品、工具、インテリア、電化製 ペット用品

ホームドライ くるめりあ六ツ門店 六ツ門町 080-4058-0500 クリーニング

ポーラ エステイン・Ｍａｒｉ 上津町 22-1701 化粧品及びエステ エステ

POLA THE BEAUTY 久留米明治通り店 本町 32-6027 化粧品販売、エステティック エステ

POLA THE BEAUTY　花畑店 花畑 65-8860 エステサービス、化粧品等

POLA 西鉄久留米　ＳＥＮＳＥ 大手町 38-5637 化粧品、エステ エステ６回コース

保坂金物機工 上津町 21-4119 電動工具、建築金物

ホテルニュープラザ 六ツ門町 38-6155
宿泊、婚礼、宴会、会議、レストラン、テイクア

ウト商品
パーティーセット（テイクアウト商品）

ホテルマリターレ創世 東櫛原町 35-3511 婚礼、宴会、レストラン、宿泊

ほとめき　こととい　きっさ 東町 070-8523-6646 カウンセリング、お悩み相談 ことといカードセット\1000→\500

堀川酒店 六ツ門町 32-9685 酒類

本荘建設 諏訪野町 38-1115 新築、増改築、リフォーム工事、土木工事

Honda Cars久留米中央 諏訪野町 33-5137 自動車販売業・整備業 ドライブレコーダー、点検、車検

ホンダキットイイ 上津町 21-6121 ホンダ二輪車、整備 ホンダ二輪車

本町自動車整備工場 津福本町 33-5962 車検、鈑金、塗装、車両販売

http://frank-meat.com/
http://www.freeride-jp.com/
https://www.bsga.jp/gakurume/
https://www.anne-group.com/
https://hair-aboutir.net/
https://www.painthomes.biz/
http://veilbelle.jp/
http://poem-j.com/
https://www.hc-sakamoto.com/
http://home-dry.co.jp/
https://www.pola.net/b/pola/info/54740/
http://www.newplaza.net/
https://www.hotelsousei.jp/kurume/
https://smiletherapy.simdif.com/
https://dealer.honda.co.jp/hondacars-kurumechuo/


マ マクドナルド 上津バイパス店 上津 51-2361 ハンバーガー類

マクドナルド 久留米サンリブ店 野中町 46-5043 ハンバーガー類

マクドナルド ２０９久留米店 津福本町 46-5115 ハンバーガー類

酒菜　まつげん 中央町 33-2517 リーズナブルな創作料理 特製出汁のだし巻き玉子、もちもち食感の焼きそば

松田電気商会 日吉町 34-7202 家庭用電化製品

マツダペイント 宮ノ陣 30-5891 塗装工事 外壁塗装

ＭＡＤＯショップ 久留米東合川店／㈲サン・エイト 東合川 43-5210 窓、網戸、リフォーム商品 断熱・防音窓

マミーズ 六ツ門店 六ツ門町 38-8032 スーパーマーケット

丸三タクシー 御井町 43-2630 タクシー

マルシェ ド プセ 篠山町 80-0758 スイーツ・野菜・お弁当 地場野菜、シュークリーム、シフォンケーキなど

丸仙 合川町 41-8020 住宅機器 トイレ

252 マルダイラーメン 通町 ラーメン

丸田屋 長門石町 33-5555 衣料品・家電製品・空調 衣料品、家電製品、空調

まるは油脂化学 高野 32-9529
無添加石鹸と天然ハーブの生活全般（台所、洗

濯、浴用、シャンプー、洗顔）の石けん

お肌の弱い方、赤ちゃんから高齢者の方に喜ばれ

ている無添加石けんとハーブ

学生服のマルヒロ 花畑 33-0577 学生服、ユニフォーム 学生服全般

丸宝建設 荒木町 27-2622 住宅リフォーム工事 住宅リフォーム

まる優 山川追分 65-3276
マスク、アルコール消毒液、ゴム手袋、水素吸引機、

シャンプー、健康サプリメント、健康器具、寝具

不織布マスクプレゼント　健康器具体験、看護師によ

る健康相談

馬渡養蜂園 東合川 65-8638 はちみつ はちみつ

萬栄堂 中央町 32-2837 和・洋菓子 甘酒饅頭、チーズ饅頭、くるめん棒が人気です。

おなか元氣居酒屋　まんまる 六ツ門町 30-3110 地酒・鉄なべキョウザと一品料理 皮も具も全部手づくり‼鉄なべギョウザ

御井町プロパン 太郎原町 43-7751 ガス器具、家電、住設 ガス器具全般

みずほ庵 大善寺町 27-3055 うなぎ料理

道の駅くるめ 善導寺町 47-4111 地域農産物及び加工品 旬鮮野菜（地域農産物）

ミッションサービス 東町 46-7888 遺品整理、不用品回収、ハウスクリーニング、引っ越し 5%OFF

Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｐａｃｅ　Ｍｉｔｓｕｔａｋｅ 長門石 34-2318 美容室エステ 美容

みづまの駅 三潴町 65-2039 食料品 鮮魚、寿司

南鳥栖自動車学院 西鉄久留米店 東町 82-7855 自動車学校の教習料金

宮﨑畜産 東合川 45-6543 食肉 食肉

明星タクシー 国分町 22-3456 タクシー

三好デンキ 六ツ門町 34-2277 家庭電化製品

みんなのサロンＳＯＲＡ 津福本町 34-9830 雑貨、オムツケーキ オムツケーキ

ムーンスター内　くつの売店 荘島町 30-7755 スニーカー・子供靴・サンダル ニューバランスやコンバースも豊富に取揃え

むた珈琲 東町 33-0145 モーニング・ランチ・スイーツセット ハンドドリップコーヒー

炉端焼むつごろう 東和町 32-6256 魚・肉・野菜料理、おでん（冬） 魚料理、おでん

六ツ門日和 六ツ門町 38-5778 酒と肉料理 馬刺、角煮

むらかみ薬局 荘島町 36-0490 医薬品、健康食品 サメミロン、バイオリンク

https://matsuda-paint.co.jp/
http://www.nanairo.co.jp/
https://maruhiro.net/
http://maruyu.net/
https://honey-farm-76.business.site/
https://www.michinoeki-kurume.com/
https://mizumanoeki.com/
http://www.minamitosu.gr.jp/
https://www.minnano-sora.com/


メガネサロンチトセ 天神町 39-5560 メガネ メガネ

メガネ２１　久留米店 城南町 35-0021 メガネ・コンタクト・補聴器

メガネの立石 善導寺店 善導寺町 47-5454 眼鏡、補聴器他

メガネの立石 本店 中央町 35-2166 眼鏡、補聴器他

メガネの立石 安武店 安武町 27-0233 眼鏡、補聴器他

メガネのとらや ｇ-ｒｏｏｍ 西町 21-9220 眼鏡、光学品 眼鏡

メゾンブランシュ アンネ 天神町 38-1780 婦人服 婦人服、バック、シューズなどが充実

メディカル・フィットネスジム　ＲＩＳＥ 東町 090-3667-7964 会費、栄養食品

メンバーズ秋月 日吉町 39-3364 飲食店

メンバーズＯ.Ｋ 六ツ門町 34-1596 飲食店

麺房てうち庵　上津店 上津町 21-0248 うどん・そば専門店 あなごごはん定食

モイスティーヌ　DO　リ・ボーテ 合川町 65-9744 モイスティーヌ化粧品 新規体験でプレゼントあり

モイスティーヌマリアサロン 津福本町 38-7666 化粧品 素肌美容法

ｍｏｃｈａ 東合川 80-1378 婦人服 インポートシューズ、ｌｉｂｅｒｔｙ

ＭＯＤＥＲＮ 六ツ門町 39-3910 婦人衣料、小物

もちづき眼鏡店 西町 31-0703 めがね・サングラス 高い技術とお洒落な眼鏡

モツ焼き横丁 東町 65-7717 もつ焼 もつ煮込み

本村自転車店 西町 32-5749 自転車販売、修理

ヤ 焼鳥　ダルム屋 六ツ門町 36-2526 焼鳥、居酒屋

焼とり九十九　国分店 国分町 21-0544 焼鳥

焼とり鉄砲 上津バイパス店 野伏間 26-8773 焼き鳥

焼とり鉄砲 久留米本店 日吉町 32-0338 焼き鳥

焼とり鉄砲 花畑店 西町 39-7139 焼き鳥

焼鳥　日吉丸 日吉町 32-2309 焼鳥、酒類 安くて美味しい焼鳥の提供

やきとり 六角道 城南町 33-6077 焼きとり、店内メニュー、テイクアウト 晩酌セット、地鶏久留米さざなみ炭火焼

焼肉カムサ 野中町 39-8445 焼肉 カムサカルビ

焼肉 鞍下 東合川 44-0538 焼肉店 上ロース、上カルビ

やきにく五男坊 中央町 31-2929 焼肉

焼肉　茶輪子 大善寺町 27-0565 焼肉、アルコール 馬刺し、馬レバー刺し

焼肉直球久留米店 日吉町 46-9900 焼肉 佐賀牛、銀シャリ

やきにく肉助　くるめ本店 東町 65-9729 黒毛和牛焼肉
一切れ売りもやっている焼肉店‼和牛メス牛にこ

だわり提供‼

焼肉の古賀 諏訪野町 36-0362 焼肉

焼肉の大昌園 上津店 藤光町 21-0321 焼肉 華網ロース、白菜キムチ、冷麺

焼肉の大昌園 文化街店 日吉町 40-0329 焼肉 特選ハラミ、丸腸

焼肉の大昌園 本店 六ツ門町 34-8764 焼肉
ハラミの壺漬け、ユッケジャンラーメン、和牛

ローストビーフ

野球屋　光富スポーツ 通町 48-1015 野球用品 グラブ型付け無料

https://www.sc-kurume.jp/glasses/
http://www.megane-tateishi.jp/
http://www.megane-tateishi.jp/
http://www.megane-tateishi.jp/
http://www.g-room.jp/
https://www.anne-group.com/
http://www.moisteane-maria.com/
https://akanchi-akanchilovemocha.blogspot.com/
http://modern-group.co.jp/
http://www.mochizuki-megane.com/
https://teppo.jp/
https://teppo.jp/
https://teppo.jp/
https://aicon-co.com/
https://yakiniku-nikusuke.com/
https://taishoen.jp/
https://taishoen.jp/
https://taishoen.jp/


安建 高良内町 43-7121 増築、改築、リフォーム工事 お安く新建材又シンクが購入

弥永マル利建設 宮ノ陣町 38-6297 建築関係

やまさきうなぎ 大善寺町 26-2025 うなぎ類 セイロむし

山下節句物店 六ツ門町 32-5766 節句用品 節句用品

山田建築 西町 32-9121 建築工事全般 古い建物などでもリフォーム可能

山中果実店 六ツ門町 34-3180 くだもの たねなし巨峰

八女茶　ちゃしんゑん 津福本町 36-5818 八女茶 深蒸し八女茶 煎茶100ｇ入り

鎗光畳店 合川町 43-0758 新畳、畳表替、畳裏返し、その他畳工事 新畳、畳表替

ゆう建設工業 荒木町 27-0412 リフォーム 水回り

源泉掛け流し温泉　久留米　游心の湯 本山 22-6026 温浴

ユーデン 国分店 国分町 22-4366 家電

ユーデン 津福店 津福本町 38-7749 家庭電化製品・リフォーム

ユーデン 通東町 通町 34-5849 テレビ、冷蔵庫、エアコン、その他の家電製品

ユーデンみづま店 三潴町 38-7736 家庭電化製品・リフォーム

ユーデン　南町店 南 34-2781 パナソニック家電他メーカーあり

ユニイチ 東合川 45-3033 衛生器具

ユニット 通町 090-3199-4751 ユニフォーム

湯の坂久留米温泉 野中町 33-4126 一日ステイ入浴券、ショートステイ入浴券

ゆのそ酒店 上津町 21-2156 酒類

ゆびわや 花畑 38-7851 結婚・婚約指輪

夢鶏 合川町 35-5707 からあげ・弁当 うす切りもも身

洋食亭紀しん 諏訪野町 37-2050 ハンバーグなど洋食 Ａセット、Ｂセット

よしおか総本店 東町 33-3983 食肉

吉金菓子舗 日吉町 32-5827 タイヤモナカ、かすり羊羹、いつもじ タイヤもなか、いつもじ

八女茶 茶道具　よしの園 六ツ門町 33-3669 八女茶・抹茶・茶道具

四方来（よもぎ） 東町 32-4626 衣料品

肉酒場ＹＯＬＯ 東町 65-8424 居酒屋ダイニング

ラ 拉麺　久留米　本田商店　久留米本店 南 55-4065 ラーメン・やきめし・ギョウザ等

Live　Bar　Actor 日吉町 38-1055 ライブバー（酒類、生演奏） 生演奏

楽園 久留米店 東町 39-0310 居酒屋 骨付カルビ

楽我院 バランス研究所 野中町 39-8809 整体 脳をリラックスさせる整体

ラ・スフマート 篠山町 36-2555 化粧品、エステティック

LAMP SQUARE（ランプスクエア） 東町 65-9377 飲食 ピザ

リーガルシューズ 久留米店 天神町 38-1395 靴

リバーサイドパーク　長門石ゴルフ場 長門石 36-1045 ゴルフ場

リビング Ｔ＆Ｓ 西町 37-5546 インテリア雑貨、アンティーク、カーテン工事

リビングライフ こだま 小頭町 32-8182 ふとん・オーダーカーテン・ベッド・寝具
パシーマ製品、羽毛リフォーム・オーダー、わた

打直し、オーダーカーテン

https://www.chashinen.com/
https://yuu-k.jp/
https://yushin-yu.com/
https://u-den.jimdofree.com/
http://uniichi.com/
http://www.kurume-onsen.com/
http://www.heart-ai.info/
http://www.yoshinoen.jp/
http://honda-shouten.com/
https://www.rakugain.jp/
https://kurumekoen.org/nagato/
https://www.livinglifekodama.com/


リベルタ企画　久留米営業所 上津１丁目 25-8667 塗装及びリフォーム

笠モータース 南薫町 33-5693 自動車整備 自動車整備

緑盛土木 山川町 090-2585-3885 外構工事

リラックス上津店 上津町 22-5522 酒類（清酒、焼酎、ワイン、ビール等） 酒の専門店としての豊富な品揃え

リラックス野中店 諏訪野町 46-5800 酒類（清酒、焼酎、ワイン、ビール等） 酒の専門店としての豊富な品揃え

フランス酒場ルプー 東町 32-7700 洋食 フレンチ・ワイン

ルリ子美容室 東合川 43-2003 美容関係（パーマ・カラー・シャンプー・着付） コタシャンプートリートメント商店

舶来品のレイメイ久留米店 東町 34-9184 輸入雑貨、衣類、バッグ、装飾品 服飾雑貨

ＲＥＧＯＬＩＴＨ 天神町 36-6100 ネイル・まつげエクステ・パリジェンヌ ネイルやまつげにアイブロウも行っております。

レディースフロアー春吉 小頭町 32-8757 美容業 化粧品とサプリメント

ロヂウラ酒八利 東町 64-9380 居酒屋 アサヒマルエフ生ビール

ロニースコッツ 久留米リベール店 天神町 37-0813 婦人服

Ｌｏｎｇ　Ｅｄｇｅ 天神町 27-6752 自転車

ロンロンシューズ 津福今町 32-6179 靴 アサヒシューズ特売

ワ ワインバーエスプリ 医大通り 城南町 080-9145-2869 ワインバー ワイン、お酒

脇田時計店 北野町 78-2244 時計、メガネ、宝石、補聴器 時計修理、補聴器

和酒 ひこバル 東町 80-2465 日本酒、料理 地酒、玉子焼

渡辺商会 野中町 33-2276 医療機器等

渡辺青果店 寺町 35-1877 食料品一般 新鮮青果

渡辺プロパンガス 野中町 32-8291 ガス器具等 ビルトインコンロ

https://www.ribertakikaku.com/
http://www.lepeu.jp/
http://regolith-kurume.com/
http://longedge.jp/
https://kurumehotel.co.jp/
https://wakida.net/

