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飯塚地区 宮本楽器店 飯塚 はるやま 飯塚店 片島 ホームセンターグッデイ 飯塚店 川島 ニュウファッション神⼾ 菰⽥⻄ 新飯塚スイミングスクール 新立岩 セブンイレブン 飯塚鯰⽥上町店 鯰⽥

（株）ハクエイ 相⽥ モードフジモト 飯塚 ブルーメ 片島 （合）小林硝子店 川津 ひまわり洋品店 菰⽥⻄ のがみプレジデントホテル 新立岩 ダイヤゴルフセンター 鯰⽥
居酒屋 車力 相⽥ 元野木書店 飯塚 室井酒店 片島 aruk café 川津 松隈農機店 菰⽥⻄ ⻘柳酒店 大日寺 ヘアーサロン ムラカミ 鯰⽥
串亭なかむら 相⽥ 矢野鮮魚店 飯塚 リンガーハット 飯塚水江店 片島 aruk-ある暮らし- 川津 光山衣料品店 菰⽥⻄ うさぎとかめ 大日寺 ほとめき市場 一太郎 鯰⽥
クルメヤ 電化サービス 相⽥ ユゲデンキ（株） 飯塚 ロイヤルホスト 飯塚店 片島 JAふくおか嘉穂 飯塚給油所 川津 山本建材工業（株） 菰⽥⻄ ぐらむきっちん 大日寺 マサジアートギャラリー 鯰⽥
酒のみなとや 相⽥ 洋食屋グリルアップル 飯塚 三菱石油 飯塚給油所 片島  JAふくおか嘉穂 ふれあい市 飯塚店 川津 （株）フクデン 菰⽥東 ビストロ・カフェ 大日寺 めん太郎 鯰⽥
ジュリー美容室 相⽥ 喜酒楽膳 あぐら 飯塚 アントス（株） 上三緒 アルソアティアーレ 川津 イプニ 下三緒 喫茶 かぁ夢 大日寺 漢方薬店 芍藥堂 鯰⽥
どんぐりショップ 相⽥ リーベ くぼやま 飯塚 しらゆり会館 飯塚・上三緒会場 上三緒 えんどう自動車 川津 肉のにしだ ＡＳＯ山内店 下三緒 楠カフェ 大日寺 （有）エッカ ⻄徳前
ミネ美容室 相⽥ リンデン 飯塚 スーパーセンタートライアル 上三緒店 上三緒 オートハウスユートピア 川津 やきとり 幸ちゃん 下三緒 Café＆Restaurant Ｓalute 立岩 （有）かやしま仏壇店 ⻄徳前
（株）⽥中糸店 飯塚 和風ダイニング とし 飯塚 ヘアーサロン広実 上三緒 お茶の内藤園 ハローディ九工大前店 川津 コヤンサラム 下三緒 アルソアＤｏ 立岩 アイン・パール ⻄徳前
（株）内藤園 飯塚 （株）フジイ進物店 飯塚（東町商店街） もりまさ薬局 上三緒 オレンジタクシー（株） 川津 でんきのプラスワン 柏の森店 下三緒 ダンススタジオ "タキモト„ 立岩 いづみや ⻄徳前
(合)芳香園 飯塚 インテリアクラヤ 飯塚（東町商店街） （株）本河住建 柏の森 くすりのハッピー 川津店 川津 Ray-g-Cast 下三緒 フードウェイ 新飯塚店 立岩 ベスト電器 Ｎew飯塚店 ⻄徳前
ＣＬＵＢ Ｓanctuary 飯塚 （株）華三楽 伊川 (有)祭りばやし 柏の森 酒の昌屋 川津 喫茶りーぶす 下三緒 ヘアーメイク アピアラン 立岩 丸大 ⻄徳前
Pearl〜パール〜 飯塚 ＮＩＧ中央タクシー（株） 伊川 70 Ｓevens Ｏo せぶんすおぉ 柏の森 サンドラッグ九工大前店 川津 スーパーＡＳＯ 山内店 下三緒 焼肉王城 飯塚店 立岩 グーテンターク ⻄町
RicoGrill リコグリル 飯塚 カーテック九州 伊川 TEPPAN Ｃhateaubriand 柏の森 笑丸 川津 つつみDENKI 下三緒 ヤクマル電器 立岩 ビアレストランＢ−ｓｐｏｔ ⻄町
ＳＡＴＵＭＡ 飯塚 倉重酒店 伊川 your メルシー 柏の森 大助うどん 川津店 川津 （有）アサヒ薬局 新飯塚 理容ひかり 立岩 ブライダルハウス マキシム ⻄町
藍ありまつ 飯塚 焼鳥 かわばた  伊川 麻生塾スポーツガーデン 柏の森 チキン屋 とり○ 川津 （有）向⽥時計店 新飯塚 筑豊製菓直売店 津島 （株）ゆめﾏｰﾄ北九州ゆめﾏｰﾄ花瀬店 花瀬
あんど 飯塚 Ａ・Ｃ・Ｌ・Ａ（塾） 伊岐須 麻生塾ボウル 柏の森 筑豊太平石油（株）川津給油所 川津 ＢＡＲＢＥ（バルブ） 新飯塚 ストーンクエスト 鶴三緒 （有）ジャーマンベーカリー 花瀬
いぎすや 飯塚 カットハウス ゼロ 伊岐須 居酒屋専科 大樹 柏の森 手打ちうどん・レストラン なごし 川津 ＣＥＬＥＳＴＥ（セレスト） 新飯塚 焼肉のＭr．⻘木 鶴三緒 世界のハンバーグ レストランポパイ 花瀬
居酒屋 壱 飯塚 小湊鮮魚店 伊岐須 癒心房 柏の森店 柏の森 東洋ドライ 川津店 川津 ＫＯＧ工房 新飯塚 エアクラフト 徳前 大助うどん 花瀬店 花瀬
居酒屋 えびちゃん 飯塚 ディスカウントドラッグコスモス 伊岐須店 伊岐須 うどんそば処 百花亭 柏の森 東洋ドライ ハローディ店 川津 赤崎牛ダイニング leLien（リヤン） 新飯塚 スーパーセンタートライアル 飯塚店 徳前 （株）カメラ光陽社 東徳前
居酒屋 福助 飯塚 兵六玉 伊岐須 おしゃれハウス アモ 柏の森 ハーデンベルギア 川津 揚げ処 えびるす 新飯塚 せんたく屋 いましん 徳前 居酒屋 きんぐ 東徳前
石川鮮魚店 飯塚 フジキ印刷（株） 伊岐須 おの庄 柏の森 パティスリースペリオール 川津 石窯Grill＆WineDining TETE 新飯塚 中華料理 陽山 徳前 寿司ざんまい 飯塚店 東徳前
いっぱいのみや きっちゃん 飯塚 ふたせ饅頭本舗 伊岐須 （株）一八飯店 柏の森 華さん食堂 飯塚店 川津 一膳 新飯塚 （株）丸島園 中 ⻄⽥表具店 東徳前
魚茂鮮魚店 飯塚 ボディショップ上⽥ 伊岐須 かやのもり 音楽 Café Sinos 柏の森 ハローディ 九工大前店 川津 井上洋服店 新飯塚 Ｃ・Ｃ・ＳＥＴＯ 中 パティスリー セゾン 東徳前
お茶の内藤園 サンエステ東町店 飯塚 もりもと電器 伊岐須 かやの森カフェ 柏の森 びっくり屋 川津 エステサロン21 新飯塚 Ｃafé Ｒｏｃｃｏ 中 松本刃物店 東徳前
お料理の魚佐 飯塚 吉岡スタジオ 伊岐須 きっずえんじぇる 飯塚店 柏の森 ビリヤードフォックス 飯塚店 川津 久里屋 新飯塚 ＧＥＯ飯塚幸袋店 中 ミラノピザ 飯塚店 東徳前
カフェ 山櫻 飯塚 吉⽥時計店 伊岐須 串かつ 壱番串 柏の森 三和硝子（株） 川津 けいこ美容室 新飯塚 居酒屋 笑 中 レディバード 東徳前
カラオケ牡丹 飯塚 リカーショップ・フジノ 伊岐須 くすりのハッピー 柏の森店 柏の森 メガネのアイ・ルック 川津 ご馳走家 むつごろう 新飯塚 内山刃物 中 （株）エトウ時計店 本町
漁場 飯塚 （株）メガネのＷＡＤＡ 潤野 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 柏の森店 柏の森 めし処 わかたけ 川津 五龍酒店 新飯塚 カラオケＧ-stageサンタス 中 （株）タイラ時計店 本町
倉掛米殻店 飯塚 boulangerie chouchou 潤野 ココス飯塚柏の森店 柏の森 やきとりげんき屋（おもちかえり専門店） 川津 酒菜屋 有門亭 新飯塚 幸袋商会 中 （株）白水 飯塚本町店 本町
酒肴楽酒ふじ⽥ 飯塚 うるの電化 潤野 小鶴商店 柏の森 焼肉スタミナ・元 川津 佐藤コンタクトレンズセンター 新飯塚 酒肴 むげん 中 （株）わた惣 本町
サロン・ド・ボーテスミレ 飯塚 お茶の内藤園 茶楽館この葉 潤野 サーティワンアイスクリーム 飯塚かやの森店 柏の森 焼肉レストラン牛仙 川津 シャンソン化粧品CEサロン 'elua 新飯塚 ステーキダイニング 肉男 中 (合)はたや楽器店 本町
ジーンズショップ ナカムラ 飯塚 くすりのハッピー 潤野店 潤野 サイクルセンターはらぐち 柏の森 幸袋タクシー 幸袋 旬楽みささ 新飯塚 ディスカウントスーパーアルゾ 飯塚幸袋店 中 （有）バンビ美容室 本町
食料品の進藤商店 飯塚 食事処 桜道場 潤野 さかえ屋 柏の森店(ﾒｿﾞﾝﾄﾞﾌﾚ柏の森) 柏の森 四季のうどん春夏秋冬 幸袋 ジンギスバル滝川本店 ⿊千代香 新飯塚 野中自動車 中 ＢＡＲ ＣＨＥＣＫ 本町
寿し割烹 たけ志 飯塚 スーパーＡＳＯ 潤野店 潤野 ジーユー 飯塚店 柏の森 写真の和光 幸袋 眞次郎 新飯塚 野村商店 中 dining bar ＷＷＷ -Double- 本町
ステーキ餃子専門店 びいふ亭 飯塚 千鳥屋本家 潤野店 潤野 酒菜 よし葉 柏の森 中⻄釣具店 幸袋 スイフンガ 新飯塚 花のむら 中 Ｋʼｃｏ 本町
スパーク・カット ミスタードン 飯塚 茶寮このみ 潤野 炭火焼肉 嘉苑 柏の森 ⻄野理容店 幸袋 炭火居酒屋 やっぽい 新飯塚 ふらってぃーのドッグカフェ 中 ｒａｇｕ 本町
節句人形センター ともや玩具店 飯塚 パン工房 菜の実 潤野 小さなゆめ 柏の森 真心Dinning 仲々家 幸袋 炭火串焼 弥一 新飯塚 フロム 中 Ｖ（ブイ） 本町
セブンイレブン 飯塚明治橋店 飯塚 メリーズラム 潤野 ディスカウントドラッグコスモス 柏の森店 柏の森 メガネのヨネザワ 飯塚幸袋店 幸袋 セブンイレブン 飯塚市役所前店 新飯塚 モスバーガー 飯塚幸袋店 中 VITA RICCO ヴィタリコ 本町
たい焼 山口屋 飯塚 FALICE BASIL〜フェリーチェバジル〜 片島 ディスカウントドラッグコスモス 近大前店 柏の森 （有）合屋電器店 菰⽥⻄ セブンスポーツ 新飯塚 焼肉 ぶくろ 中 アートギャラリー紅椿 本町
高取金物店 飯塚 飛鳥会館 片島 ハローディ 柏の森店 柏の森 あっこ行政書士事務所 菰⽥⻄ 筑豊印刷（株） 新飯塚 （株）なかむら 鯰⽥ 一休うどん 本町
鉄板家 ＫＯＩＫＯＩ 飯塚 江島酒店 片島 無印良品 かやの森 柏の森 いいづかもけい 菰⽥⻄ ツルハドラッグ 新飯塚店 新飯塚 （有）ウインドリー福岡 鯰⽥ ⽥舎屋 本町
友成時計店 飯塚 （株）片島屋 片島 メガネの三城 柏の森店 柏の森 居酒屋 てん・てん・てん 菰⽥⻄ 手づくりケーキの店 ラ・パレット 新飯塚 （有）システムハウジングタイセイ 鯰⽥ 香月屋 本町
中⽥友文堂 飯塚 クロスタニン塩川特約店 片島 モスバーガー 飯塚かやの森店 柏の森 大村自転車販売（株） 菰⽥⻄ 東洋ドライ 新飯塚店 新飯塚 愛宕ふれあいマーケット 鯰⽥ カラオケ喫茶うっちゃん 本町
肉の神⼾屋 飯塚 三星石油（株） 片島 もつ鍋 やじろべえ 柏の森 オシャレのショップ ＭＡＩＮＩＴＩＹＡ 菰⽥⻄ はなぎゃらりーブーケ 新飯塚 大庭電器 鯰⽥ きた乃屋 本町
花のフジモト 飯塚 炭火あぶり焼居酒屋 えびちゃん勝盛店 片島 ワイズキッチン 柏の森 からあげ大将 飯塚本店 菰⽥⻄ 深見時計店 新飯塚 回転寿司 一太郎 鯰⽥ 京風串揚げ 宗 本町
バレンタインマーメイド 飯塚 玉翠堂 片島 ワイン食堂 ＧＵＬＧＵＬ 柏の森 靴の赤靴堂 菰⽥⻄ 福島電機 新飯塚 河野美容室 鯰⽥ 寿屋 本町
パンダ 飯塚 中央モータース(有) 片島 (有)嘉穂鈑金塗装ﾀｲﾔ ﾀｲﾔｶﾞｰﾃﾞﾝB-WAVE 川島 スーパーＡＳＯ 昭和通店 菰⽥⻄ 真凛 新飯塚 くまがい釣具 鯰⽥ 三番⻘果店 本町
ハンドメイドギャラリー福 飯塚 ドコモショップ飯塚店 片島 Ｂａｕｍ 川島 太陽キッチン・フーズ(有) 菰⽥⻄ ラーメンＭＡＰＰＥ 新飯塚 ごんたのパンやさん 鯰⽥ 酒楽や酌 本町
美容室カットイン ムラシ 飯塚 ⻄鉄旅行(株) 筑豊⽀店 片島 ゴリラロッジ 川島 筑豊葬祭 飯塚本社斎場 菰⽥⻄ 和食さわべ 新飯塚 サロン・ド・カヨ 鯰⽥ 食事の店 おふくろ  本町
ヘアードレッサーホンダ 飯塚 パドドゥ・ル・コトブキ 片島 中嶋プロパン瓦新（株） 川島 筑豊葬祭 セレモニーヴィラ飯塚 菰⽥⻄ （株）古谷金物店 新立岩 しらゆり会館 飯塚・鯰⽥会場 鯰⽥ シンテン薬局 本町
みとや帽子店 飯塚 パドドゥ・ル・コトブキ Ｈiyori 片島 福間販売店 川島 てんぐ風呂住設 菰⽥⻄ カフェ 雲を蒔く 新立岩 スーパー川食鯰⽥店 鯰⽥ 寿司万 本町
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スナック 絆 本町 農楽園八木山（株）森ん子レストラン 八木山 フライドチキン しまや 吉原町 Ｃerchio チェルキオ 忠隈 牛角 飯塚店 弁分 （株）シモカワ通信 及び ａｕショップ若菜店 若菜 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ筑穂中学校前店 ⻑尾
炭火焼鳥 あらた 本町 森酒店 八木山 ヘアーブティック サム 吉原町 荒巻商店（牛乳店） 忠隈 キューピー薬局 弁分 イエローハット 飯塚店 若菜 津野自動車 ⻑尾
竹川鮮魚 本町 ミニストップ 飯塚柳橋店 柳橋 やのや 吉原町 池上酒店 忠隈 ケーキハウス シャルロット  弁分 居酒屋和”KOKORO” 若菜 ママのパン ⻑尾
たまや衣料品店 本町 （株）ゲオ 飯塚穂波店 横⽥ ゆめマート 飯塚 吉原町 江藤石油（株） 忠隈 シュープラザ 飯塚店 弁分 宇どん亭 若菜 Ｃafé ボヌール 平塚
筑豊物産館チクコレ 本町 tatta 建築工房やました屋 横⽥ （株）日栄 蓮台寺 御菓子司 ⻲屋延永 忠隈 はなびより 弁分 カレーハウスCoCo壱番屋 飯塚若菜店 若菜 Yummy Cakes 平塚
千鳥屋本家 飯塚本店 本町 飯塚ガス（株） 横⽥ Ｐatisserie room Ｍee 蓮台寺 たなか製パン 忠隈 ヒマラヤ 飯塚店 弁分 炭火焼肉 天神 若菜 スーパー川食筑穂店 平塚
手づくり惣菜 みしまや 本町 コメダ珈琲店 飯塚川津店 横⽥ 穂波地区 ドコモショップ穂波店 忠隈 ファションセンターしまむら 穂波店 弁分 毘沙門うどん 飯塚店 若菜 筑豊住設サービス 平塚
とんかつ専門店 ふくや 本町 創作寿司ダイニング かい 横⽥ （有）堤車輌整備工場 秋松 パティスリーSONOKI 忠隈 みんなでごはん 穂のさろん 弁分 モリモト製パン 若菜 ディスカウントドラッグコスモス 筑穂店 平塚
ながおか健康食品 本町 第一タイヤサービス 横⽥ AOKI 飯塚店 秋松 みのちゃんたこ焼  忠隈 洋服の⻘山 飯塚穂波店 弁分 ニノミヤ商店 平塚
⻄山鮮魚店 本町 塚本デンキ 横⽥ アーティストボックス ル・レーヴ 秋松 麺の里 あぐんちゃ 忠隈 （株）金光商店 堀池 (有)Shonai観光(庄内ﾀｸｼｰ・SKﾀｸｼｰ) 赤坂 ヘアーサロンモロオカ 平塚
日新理容室 本町 ディスカウントドラッグコスモス 花瀬店 横⽥ 大川良質 新品アウトレット家具 オックス 秋松 もつ鍋慶州 飯塚店 忠隈 （株）ケイターズ 堀池 Modernist Cuisine Restaurant Hidaka 赤坂 サンビレッジ茜 山口
楡（喫茶） 本町 ノエビア 福岡南販売 横⽥ ケーズデンキ 飯塚店 秋松 (有) 三実興産 太郎丸 （株）しまむら アベイル堀池店 堀池 （株）エース 有井 あかね荘 山口
人形のえびすや 本町 藤﨑建築 横⽥ ケンタッキーフライドチキン 飯塚秋松店 秋松 （有）穂波ディーゼル 太郎丸 （有）フラワーショップ ケン 堀池 （有）三晶自動車 有井 ＪＲ内野カントリークラブ 弥山
野中鮮魚店 本町 ヘアーオブシーレ（hair of schiele) 横⽥ ゴルフ工房 アルファ 秋松 コメリパワー 飯塚店 太郎丸 Ｃafe ＣｕＬｕＲｅ（ｶﾌｪ クルール） 堀池 （有）白石石油店 SOLATO 庄内SS 有井
履物の縄⽥ 本町 ミスターマックス 飯塚花瀬店 横⽥ サンドラック 穂波店 秋松 ステーキハウス 三⽥屋 太郎丸 ＣｕＬｕＲｅ（クルール） 堀池 エステルーム Ｓａｋｕｒａ 有井 お茶の香味園 鹿毛馬
はとや ルナ 本町 みそらぼ 横⽥ ジャンボパンチ希林 秋松 筑豊葬祭 穂波ファミリー斎場 太郎丸 ＶＩＧＯＲ 堀池 クラブゴーストタウン 有井 （株）日通プロパン 口原
ハリウッドワタナベ 本町 リップクラブ 横⽥ 炭焼酒処 幸炭 秋松 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｺｽﾓｽ 穂波店 太郎丸 石窯パン工房 森のこぐま 堀池 ゴルフガーデンしろ 有井 （株）松隈石油店 口原
ビューティアイランド 本町 龍王ガス（株） 横⽥ セゾンド ぶらんこ 秋松 とんかつ専門 うめーや 太郎丸 上⽥種苗園 堀池 タイ式マッサージ むう庵 有井 JAふくおか嘉穂 頴⽥給油所 口原
ひよ子本舗 吉野堂 本町 boutiqueＬＯＶＥＬＹ 芳雄町 ハローディ 穂波店 秋松 ニトリ 飯塚店 太郎丸 オアシス珈琲（有） 堀池 ファッションセンターしまむら飯塚店 有井 居酒屋 純 口原
ブティックチャオ 本町 あぐらの離れ 芳雄町 ビップエコー飯塚店 秋松 本家かまどや穂波店 太郎丸 オートバックス飯塚 堀池 みんなの居酒屋 鈴鈴 有井 かっちゃんラーメン 口原
帽子のほりかわ 本町 飯塚病院 ﾚｽﾄﾗﾝ ﾄﾘﾆﾃｨ 芳雄町 丸幸うどん 秋松 みのりタクシー（株） 太郎丸 かにすけ 堀池 リンガーハット 飯塚近大前店 有井 カネヨシ醤油醸造元 口原
ほっとひろば 本町 上島珈琲店 飯塚病院店 芳雄町 まるまるホルモン 秋松 (有)よみうり飯塚⻄部 太郎丸 さかえ屋 本店 堀池 くすりのハッピー 庄内店 有安 カラオケ喫茶ドルチェ 口原
街家 café つむぎ 本町 サンエトワール新飯塚店 芳雄町 ヤマダ電機 テックランド飯塚店 秋松 （有）宝靖自動車 椿 ディスカウントドラッグコスモス 堀池店 堀池 スーパー川食 庄内店 有安 ギフト ホウワ 口原
丸山生花店 本町 スーパーＡＳＯ 飯塚店 芳雄町 ユニクロ 飯塚店 秋松 JAふくおか嘉穂 ふれあい市 穂波店 椿 肉のにしだ 堀池 千鳥屋本家 庄内店 有安 トライウエル 目尾店 口原
味覚焼 本町 ドラッグ・ミズノ 芳雄町 ロイヤルガーデン焼肉 ゆう 秋松 ＭＥＧＡドン・キホーテ 飯塚店 椿 はないちもんめ 堀池 中央福岡ﾔｸﾙﾄ販売(株)東筑⽀社「ﾔｸﾙﾄ飯塚東ｾﾝﾀｰ」 有安 ドラッグ頴⽥薬局 口原
みどりや 本町 花和 芳雄町 （株）オールテック 枝国 サンキ 飯塚店 椿 浜さんちのとうふ直売店 堀池 珍品堂 有安 豚ジロー 口原
みよしスポーツ 本町 ローソン 飯塚病院店 芳雄町 Ｇ-stage飯塚 枝国 ジューシー 椿 文具のたまおき 本店 堀池 ホームセンターグッデイ 庄内店 有安 ヘアーサロンタケウチ 口原
メガネのサトー 本町店 本町 （株）大賀薬局 飯塚あいタウン店 吉原町 イオン九州（株）イオン穂波店 枝国 ドラッグストアモリ 穂波店 椿 めがねのツカハラ 堀池 松延製畳店 有安 増岡化粧品店 口原
安武薬局 本町 （有）花のフクナガ 吉原町 イオン穂波ショッピングセンター 枝国 ホームプラザナフコ 飯塚南店 椿 焼肉 開山（堀池店） 堀池 焼肉 開山（綱分店） 綱分 もり⽥のからあげ 口原
ワタナベ 本町 Ｂarstyle バースタイル 吉原町 ｲﾝﾃﾘｱｸﾞﾘｰﾝとｷﾞﾌﾄ ﾌﾟﾗﾝﾂｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄのａｓｉａｃ 枝国 モスバーガー 福岡穂波店 椿 （株）ニッツー 南尾 お茶とお食事処 森山 綱分 （有）畠中育雛場 佐與
Ｎa-fu nail salon 宮町 Drink Bar Ｄｏｎｎ（ドン） 吉原町 ウエスト飯塚店 焼肉コーナー 枝国 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 足癒夢（たいむ） 椿 ３びきのこぶた 南尾 JAふくおか嘉穂 庄内給油所 綱分 ホームプラザナフコ 頴⽥店 佐與
アーユルヴェーダサロン エルフローラ 宮町 FELLOW'S BAR(ﾌｪﾛｰｽﾞ ﾊﾞｰ) 吉原町 うどんそば処 与秀庵 枝国 くにまる酒店 津原 居酒屋 文月 南尾 ｱﾗﾐｱ・ﾙｰｱﾝ ｱﾙｿｱ化粧品 合枷 綱分 ラーメン ふじ庵 佐與
朝倉屋酒店 宮町 RudiesCafe(ルーディーズカフェ) 吉原町 緒方たたみ店 枝国 安部写真館 天道 入江電器 南尾 御食事処 伝伝 綱分 あぶりや酒場 まる太 勢⽥
あさひ補聴器 宮町 味の明太子ふくや 飯塚店 吉原町 お茶の内藤園 イオン穂波店 枝国 井上呉服店 天道 食房 Kosai 南尾 いいづかスポーツ・リゾート・ザ・リトリート 仁保 古⺠家居酒屋 ⿊髭 勢⽥
アシストヘアー もりなが 宮町 アベタ（ソレイユ・ヴァーグ） 吉原町 ガスの（株）アイプロ 枝国 菓子処ふじい庵 天道 セブンイレブン飯塚楽市店 南尾 くらや 仁保 しらゆり会館 小竹頴⽥会場 勢⽥
きもの たかた 宮町 居酒屋 和光 吉原町 桑野ふとん店 枝国 久保勝治商店 天道 （有）ギフトセンター山城 楽市 ホットドック吉河 仁保 セブンイレブン 飯塚勢⽥店 勢⽥
セントラル美容室 宮町 衣装のやなせ 吉原町 鮨 魚鮮 枝国 千鳥屋本家 天道店 天道 ”厳”うどん 楽市 ｍａｃａｒｏｎ 山倉 焼肉 勢牛 勢⽥
美容室 六本木マニ 宮町 一番食品(株)直営店舗 ⺟さんの店ｳｨｽﾞﾜﾝ 吉原町 だがし夢やイオン穂波店 枝国 天道ホルモン 天道 Braid One's Hair(ブレイドワンズヘア) 楽市
ホワイトハウス（有） 宮町 うなぎの大浦屋 吉原町 パナランド コスモス 枝国 パーマネントクラブ 天道 ＴＡＸ飯塚（タイセイ自動車） 楽市 太⽥自動車板金（株） 阿恵
やまもと寿司 宮町 運転代行 Joker 吉原町 美サロン きはら 枝国 花⽥農機 天道 居酒屋 焼とり 鳥正 楽市 庄助うどん 阿恵
料理仕出し 久留米屋 宮町 お茶の内藤園 あいタウン店 吉原町 麺屋.千寿 枝国 平島茶舗 天道 鮨 魚茂 楽市 Ａコープ大分店 大分
（株）藤上モータース 目尾 音楽BAR ＢＲＥＡＫＴＩＭＥ 吉原町 モリタゴルフ 桜ヶ丘店 枝国 ブティックニューヒライ 天道 ストロベリーファーム 楽市 サロンド・ＭＥ 大分
アカチャンホンポ 飯塚店 目尾 学生服のひめじ屋 吉原町店 吉原町 レストラン エクセルブランチ 枝国 （株）ギフトプランナーヨコタ 天道 炭火居酒屋 おかげさま 楽市 大分モータース 大分
秋元液化ガス（株） 目尾 華月 吉原町 （有）寿し徳 小正 （有）実藤ハウジング 平恒 セブンイレブン 飯塚天道店 楽市 ツアサデンキ 大分
片岡自動車 目尾 喫茶グラスムーン 吉原町 JAふくおか嘉穂 本所ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 小正 味 和多屋 平恒 タイヤ館飯塚 楽市 パナランド うぐいす台 大分
カットハウス よう美容室 目尾 ストロベリーコーンズ飯塚店 吉原町 おそうじ本舗 飯塚⻄店 小正 お茶の⽥島園 平恒 鶴原液化ガス（株） 楽市 カラオケ喫茶 輝やん 筑穂元吉

コリアンハウスドンギル亭 栄楽園ホルモンセンター 目尾 つるのおんがえし 吉原町 ヘアーサロン アベ 小正 さかえ屋 平恒 ｱｳﾄﾚｯﾄ店(平恒工場店) 平恒 ビックワン 楽市 ツツミ美容室 筑穂元吉

炭火居酒屋 喜楽 目尾 トータルファッション ＡＩ.あい 吉原町 Ｓaudade Ｂook OFF 飯塚店 小正 セブンイレブン 飯塚平恒店 平恒 美容室 Ｔ＆Ｋ  楽市 フリースクール「みんなのおうち」 筑穂元吉

日野畳店 目尾 ⻑浜ラーメン飯塚 吉原町 ギフトボックスグリーン 小正 蕎⻨切 倭人 平恒 ヘアーイン・ウェーブ 楽市 ヘアーサロン 岩下 筑穂元吉

ヘアー＆エステ Ｙ，Ｓ（ワイズ） 目尾 ナリ食堂 吉原町 とり久 小正 理容 野村 平恒 山口石油（株）サンフラワー楽市ＳＳ 楽市 ＹＳふるえ ⻑尾
陶房⻘空間 八木山 ⻄日本ミシン販売（株）飯塚店 吉原町 楳木石油 高⽥  味楽門ＢＯＮ 弁分 楽市焼肉ホルモンセンター 楽市 江藤電器 ⻑尾
農楽園八木山（株） 八木山 飲み喰い処 大 吉原町 （有）日興産業 忠隈 エディオン 飯塚店 弁分 ルミエール 穂波店 楽市 からすのほんや ⻑尾
農楽園八木山（株）森ん子 八木山 ファミリーショップそうあい 吉原町 cerchio rosso(ﾁｪﾙｷｵ ﾛｯｿ) 忠隈 カホテックサービス 弁分 （有）菓子問屋モリタ 流通ｾﾝﾀｰ卸団地 サイクルセンターはやしだ ⻑尾

庄内地区

頴⽥地区

筑穂地区


