
№ 業種 事業所名 住所

1 飲食 ナガモトコーヒー 粕屋町内橋764-4

2 飲食 やきとり処 旨屋 粕屋町仲原2840

3 飲食 食事処 笑顔 粕屋町長者原西3-16-25

4 飲食 スナック オリーブ 粕屋町原町1-2-23

5 飲食 長浜一番 味のまんぷく 粕屋町若宮1-11-5

6 飲食 SHRIMP MOANI 粕屋町上大隈542-4

7 飲食 喰焼処 粕屋町仲原2530-8

8 飲食 官兵衛うどん 粕屋町長者原東1-12-15

9 飲食 居酒屋 眞 粕屋町長者原東3-1-33

10 飲食 カラオケ SHIN 粕屋町長者原東2-12-1

11 飲食 鶏屋 まさ 粕屋町長者原東3-1-33-106

12 飲食 韓国食堂 韓美里 粕屋町内橋135-1

13 飲食 浜勝 福岡粕屋店 粕屋町大隈114-6

14 飲食 喫茶＆パブ 陽だまり 粕屋町駕与丁1-4-3

15 飲食 竹乃屋 仲原店 粕屋町仲原2763-3

16 飲食 居酒屋〇〇家 粕屋町長者原東6-13-12

17 飲食 なにわお好み焼きぼちぼち 粕屋町若宮1-3-12

18 飲食 カラオケ喫茶 シルクロード 粕屋町若宮1-3-12 1F 第1吉原ビル

19 飲食 焼肉みらく 粕屋店 粕屋町長者原東6-12-11

20 飲食 pub kiss 粕屋町若宮1-3-12-１F

21 飲食 天天,有 粕屋町大隈409

22 飲食 うえすたん 柚須駅前店 粕屋町柚須126-2

23 飲食 SNACK エレガンス 粕屋町若宮1-3-12

24 飲食 中華レストラン ハナチャイナ 長者原店 粕屋町長者原東2-13-1

25 飲食 イタリア食堂Frutto 粕屋町長者原西1-7-8

26 飲食 イタリア風居酒屋 ぐらんぱ 粕屋町長者原東2-12-3

27 飲食 中華飯店桃香 本店 粕屋町原町5-3-3

28 飲食 鰻とおまぜご飯 山椒の木 粕屋町大隈38-4

29 飲食 松廼家 粕屋町原町2-1-10

30 飲食 ともや 粕屋町若宮2-8-13

31 飲食 スナック まつや 粕屋町長者原東2-12-1

32 飲食 博多とよ唐亭 長者原店 粕屋町若宮2-3-10

33 飲食 スナック オアシス 粕屋町若宮1-11-5-102

34 飲食 居酒屋 とみ 粕屋町若宮2-7-11

35 飲食 焼肉ＫＡＮ 粕屋町仲原2578-3

36 飲食 麵屋ラ賊 粕屋町上大隈143-5

37 飲食 麩稲豊 粕屋町内橋325-7

38 飲食 ラーメン将峰 粕屋町長者原東2-12-1

39 飲食 結喜家 粕屋町上大隈399-1

40 飲食 中村屋 粕屋町若宮2丁目7-15

41 飲食 中華飯店桃香 駅前店 粕屋町長者原西1-19-12

42 飲食 居酒屋 本陣 粕屋町若宮1-11-5-102

43 飲食 炭焼dining 漁火 粕屋町長者原東2-12-2-1F

44 飲食 やきとり 史 粕屋町仲原2566-4

45 飲食 居酒屋 てら田 粕屋町長者原東2-12-3

46 飲食 幸 粕屋町長者原東2-12-2

47 飲食 Seven Sea 粕屋町仲原3-6-30 パステルハイムⅡ1F

48 建設 (有)酒井工務店 粕屋町酒殿2-17-26

49 建設 (株)青木建設 粕屋町原町4-3-23

50 建設 因建設(株) 粕屋町江辻68-2

51 建設 中野材木店 粕屋町原町1-2-10

52 建設 粕屋殖産(株) 粕屋町仲原1775-5

53 建設 松山工業(株) 粕屋町若宮2-8-20

54 建設 (有)井川工業 粕屋町長者原東4-7-30
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55 建設 NRY 粕屋町仲原2511-11-305

56 建設 (有)渡邉組 粕屋町江辻197

57 建設 (株)オリーブハウス 粕屋町長者原東7-15-5

58 建設 (株)はすみ創建 粕屋町原町3-5-8 B-101

59 建設 (株)ハヤテアンド 粕屋町戸原869

60 建設 (株)原工務店 粕屋町長者原西2-3-7

61 建設 山野工務店 粕屋町江辻239

62 建設 (有)真子建具店 粕屋町原町2-2-13

63 建設 (有)中尾電気 粕屋町柚須15-1

64 建設 (株)トライブ 粕屋町甲仲原2-11-25

65 建設 古川建設 粕屋町原町3-2-3

66 建設 福岡ホームサポート 粕屋町内橋161-3

67 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ セブンイレブン 粕屋柚須駅前店 粕屋町柚須144-1

68 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ Yショップ 戸原店 粕屋町戸原東2-17-5

69 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ドラッグストアモリ 篠栗店 粕屋町大隈131-1

70 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ドラッグ&フレッシュトライアル 粕屋店 粕屋町仲原2706

71 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ディスカウントドラッグコスモス 柚須店 粕屋町仲原2815-1

72 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ディスカウントドラッグコスモス 長者原店 粕屋町長者原西4-10-15

73 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ スーパー さかや 粕屋町甲仲原1-19-31

74 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 合同会社 西友サニー 原町店 粕屋町若宮1-8-5

75 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ドラッグコーエイ 長者原店 粕屋町長者原東2-2-24

76 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ (株)ダイキョープラザ 長者原店 粕屋町長者原東3-1-10

77 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ Yショップヤマシタ店 粕屋町柚須120-4

78 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ イオン九州(株)ザ.ビッグ 粕屋店 粕屋町長者原西3-7-1

79 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ セブンイレブン 粕屋原町駅前店 粕屋町若宮2-7-32

80 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ セブンイレブン 粕屋仲原郵便局前店 粕屋町仲原2862-1

81 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ディリーヤマザキ 粕屋駕与丁店 粕屋町駕与丁1-2-17

82 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ セブンイレブン 粕屋仲原3丁目店 粕屋町仲原3-19-8

83 ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ セブンイレブン 粕屋内橋店 粕屋町内橋337-1

84 ﾊﾟﾝ/菓子 パティスリーマルジョレーヌ 粕屋町長者原西1-7-8

85 ﾊﾟﾝ/菓子 春待ち堂 粕屋町原町1-3-1

86 ﾊﾟﾝ/菓子 Lily ロール 粕屋町長者原東2-13-7

87 ﾊﾟﾝ/菓子 (株)千鳥屋本家 原町店 粕屋町若宮2-7-33

88 ﾊﾟﾝ/菓子 coharune(コハルネ) 粕屋町原町1-2-23

89 ﾊﾟﾝ/菓子 パンのマグ 粕屋町仲原1775-5

90 ﾊﾟﾝ/菓子 長者原饅頭 粕屋町長者原東2-2-27

91 ﾊﾟﾝ/菓子 石窯パン工房 KIRARI 粕屋町長者原東3-1-37

92 ﾊﾟﾝ/菓子 洋菓子店 サクレクール 粕屋町長者原西2-4-14 第2センタービル1F

93 ﾊﾟﾝ/菓子 ぐー・ちょき・ぱん 粕屋町内橋587-1

94 ﾊﾟﾝ/菓子 FOODS RIKIHOU 粕屋町仲原2714 ミスターマックス粕屋店1F

95 ﾊﾟﾝ/菓子 古民家パン家 Yorimichi 粕屋町長者原東1-10-43

96 衣料品/雑貨 (株)日田屋(Lichou) 粕屋町若宮1-11-15

97 衣料品/雑貨 カクタス 粕屋町原町1-2-26

98 衣料品/雑貨 (有)クリスタル 粕屋町内橋305-4

99 衣料品/雑貨 Chi-ya 粕屋町原町3-15-12

100 衣料品/雑貨 (株)AOKI 粕屋仲原店 粕屋町仲原口ノ坪2536-8

101 衣料品/雑貨 ブティック シンドバット 粕屋町若宮1-3-12 1F

102 衣料品/雑貨 雑貨屋25(nico) 粕屋町長者原東1-4-12

103 家具/家電 ダイトー電機(有) 粕屋町花ヶ浦2-9-8

104 家具/家電 シブタデンキ 粕屋町長者原東1-7-26

105 その他小売 中央液化ガス(有) 粕屋町若宮2-7-46

106 その他小売 (有)九州酢造 粕屋町若宮1-10-30

107 その他小売 土居ふろ灯油販売店 粕屋町内橋279-1

108 その他小売 ふじ薬局 粕屋町若宮2-7-8

109 その他小売 光酒造(株) 粕屋町長者原東6-12-20

110 その他小売 (株)オータニ 粕屋町甲仲原4-2-14

111 その他小売 ABC電器 粕屋町原町2-7-16

112 その他小売 藤倉商店 粕屋町原町3-12-1

113 その他小売 (株)八坂木材 福岡営業所 粕屋町江辻27-1



114 その他小売 (有)ブックイン金進堂長者原店 粕屋町長者原東2-9-5

115 その他小売 (株)小柳商店 粕屋町原町1-8-12

116 その他小売 野菜畑ドレッシング 粕屋町花ヶ浦1-12-1

117 その他小売 因たたみ店 粕屋町江辻46-2

118 その他小売 (株)Mr Max 粕屋町仲原2714

119 その他小売 (株)倉田 粕屋町長者原東2-13-1

120 その他小売 お名前工房・COM 粕屋町若宮2-4-11

121 その他小売 なのみの里 粕屋町大隈1229

122 その他小売 安河内米穀 粕屋町若宮1-3-5

123 その他小売 大久醤油(株) 粕屋町長者原東6-14-12

124 その他小売 甘木フルーツ 粕屋町大隈113-2

125 その他小売 文房堂本店 粕屋町長者原東3-1-27

126 その他小売 (有)ファーストゲート 粕屋町上大隈393-1

127 その他小売 花のおかもと 粕屋町若宮2-7-12

128 その他小売 うえすたん ハム工房 粕屋町仲原2844-6

129 その他小売 (有)粕屋グリーンセンター 粕屋町戸原西1-15-32

130 その他小売 地酒とわいん蔵くどう 粕屋町長者原西4-9-8

131 その他小売 メガネのアイランド 粕屋町若宮1-2-8

132 その他小売 八百晴 粕屋町長者原東2-9-1

133 その他小売 マートナカムラ 粕屋町若宮2-7-15

134 その他小売 樂龍堂 粕屋店 粕屋町原町4-1-11

135 その他小売 西部ガスエネルギー(株) 福岡東支店 粕屋町駕与丁1-5-1

136 その他小売 スーパービバホーム 福岡東店 志免町別府北2-15-1

137 その他小売 Relaxation room 海月 粕屋町原町5-6-35 アミューズメント原町205

138 理美容/ｴｽﾃ 手づくり美顔サロン花 粕屋店 粕屋町甲仲原2-11-23 メゾン仲原101

139 理美容/ｴｽﾃ ロブジェ 粕屋町若宮2-7-3

140 理美容/ｴｽﾃ Mart hair+nail 粕屋町長者原東6-12-10-1F

141 理美容/ｴｽﾃ 髪処 ぽっと 粕屋町原町3-7-40

142 理美容/ｴｽﾃ 美容室 ボレロ 粕屋町原町3-15-17

143 理美容/ｴｽﾃ 絹 美容室 粕屋町花ヶ浦3-1-11

144 理美容/ｴｽﾃ ARCH HAIR 粕屋町仲原2548

145 理美容/ｴｽﾃ 美容室 Pia 粕屋町花ヶ浦1-2-2-1F

146 理美容/ｴｽﾃ 美容室 Co・Co・Lo 粕屋町長者原東2-1-10

147 理美容/ｴｽﾃ hair salon smile 粕屋町若宮2-9-3

148 理美容/ｴｽﾃ ビューティーグッタイム 桃 粕屋町長者原東1-10-1

149 理美容/ｴｽﾃ 美容室アトリエぱる 粕屋町長者原東2-2-18

150 理美容/ｴｽﾃ 愛 美容室 粕屋町内橋137-1

151 理美容/ｴｽﾃ seaglass 粕屋町長者原西2-14-4 第2センタービル 1F

152 理美容/ｴｽﾃ エスコレクト・ラームヘアー 粕屋町長者原東2-3-26 A-101

153 理美容/ｴｽﾃ Chillin’ 粕屋町若宮2-7-20

154 整骨院 さくら通り整骨院 粕屋町花ケ浦1-2-2 パティオ福岡東 1F

155 整骨院 守永接骨院 粕屋町上大隈399-1

156 整骨院 けいあい整骨院 粕屋町長者原東3-2-1

157 整骨院 はるまち駅前整骨院・鍼灸院 粕屋町原町1-2-30

158 整骨院 ひさゆりはりきゅう整骨院 粕屋町長者原西2-4-14 第2センタービル 1F

159 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 カーショップボイススッペック 粕屋町仲原1-6-1

160 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 仲原伊藤自動車(有) 粕屋町仲原2501-2

161 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 サイクルリカバリー 粕屋町仲原3-6-30-103 パステルハイムⅡ

162 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 八尋自動車 粕屋町大隈73-1

163 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 カーショップ BOW 粕屋町内橋716

164 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 (有)大山自動車整備工場 粕屋町戸原843-1

165 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 深町タイヤ販売(株) 粕屋町仲原2544-3

166 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 (有)ムツミガレージ 粕屋町長者原東6-16-27

167 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 ユーロード九州 粕屋町仲原1820-3

168 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 オートグラスTaNaKa 粕屋町大隈42-4

169 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 (株)コトブキ 粕屋町酒殿2-24-1

170 自動車/ﾊﾞｲｸ/自転車 長者原タイヤ工業所 粕屋町駕与丁1-2-6

171 その他ｻｰﾋﾞｽ 整体とアロマのお店 オリバナム 粕屋町若宮2-3-10

172 その他ｻｰﾋﾞｽ 原町質店 粕屋町原町1-3-1



173 その他ｻｰﾋﾞｽ シニアPCライフ研究所 粕屋町阿恵289-3 ラピュタ1-302

174 その他ｻｰﾋﾞｽ (株)しぶた造園緑地 粕屋町長者原西2-4-30

175 その他ｻｰﾋﾞｽ おそうじのAshman 粕屋町仲原2960

176 その他ｻｰﾋﾞｽ (有)今泉交通 粕屋町長者原東3-1-5

177 その他ｻｰﾋﾞｽ BBQ太郎 粕屋町内橋705-1

178 その他ｻｰﾋﾞｽ 粕屋園芸 粕屋町若宮1-4-15

179 その他ｻｰﾋﾞｽ 公益社団法人粕屋町シルバー人材センター 粕屋町駕与丁3-2-21

180 その他ｻｰﾋﾞｽ 行政書士鮎川総合事務所 粕屋町長者原東2-1-27-501

181 その他ｻｰﾋﾞｽ あったかステーション スマイル 粕屋町若宮2-7-7

182 その他ｻｰﾋﾞｽ 鍵右衛門 粕屋町仲原2714 ミスターマックス 粕屋店内

183 その他ｻｰﾋﾞｽ (有)博文舎 粕屋町仲原2485-4

184 その他ｻｰﾋﾞｽ 岡本電気工事 粕屋町江辻908-3

185 その他ｻｰﾋﾞｽ 司法書士かすや合同事務所 粕屋町長者原東6-13-18

186 その他ｻｰﾋﾞｽ (有)タック・トラベル 粕屋町大隅386-103

187 その他ｻｰﾋﾞｽ クリーンライフサポート 粕屋町戸原東1-8-1-410

188 その他ｻｰﾋﾞｽ グランドゴルフセンター 粕屋町仲原2653

189 その他ｻｰﾋﾞｽ 家工房 粕屋町店 粕屋町仲原3-14-12

190 その他ｻｰﾋﾞｽ LSCサービス(株) 粕屋町酒殿2-16-24

191 その他ｻｰﾋﾞｽ Ecoドライブ運転代行 粕屋町原町2-7-13


