
令和４年７月１９日現在

大型店

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

家具の大使館　心  庄島  53-2128 家具販売

マミーズ　西牟田店  西牟田  52-5445 スーパーマーケット

ディスカウントドラッグコスモス　筑後和泉店  和泉  51-7266 ドラックストア

ディスカウントドラッグコスモス　筑後熊野店  熊野  51-7218 ドラッグストア

ホームプラザ　ナフコ 筑後店  蔵数  54-0211 ホームセンター

コメリパワー筑後店  前津  51-7371 ホームセンター

ディスカウントドラッグコスモス　筑後店  前津  42-1133 ドラッグストア

エディオン 筑後店  山ノ井  54-2511 家電・ＯＡ機器販売

グッデイ 筑後店  山ノ井  52-3988 ホームセンター

アスタラビスタ 八女インター店  長浜  42-2202 スーパーマーケット

スーパーセンタートライアル 筑後店  上北島  54-7001 スーパー・小売業

(株)大川家具　ビッグハート  庄島  52-1001 家具販売

(株)イズミ　ゆめマート筑後  前津  51-1001 スーパーマーケット

サンリブ筑後  徳久  54-0101 スーパー

ドラッグストアモリ　筑後野町店 野町 27-5181 ドラッグストア

筑後校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

トミー美容室  山ノ井  53-2435 美容業

二輪舎  やまぐち  山ノ井  53-2649 自転車・バイク  販売修理

ながはま焼肉  長浜  53-0641 飲食業（焼肉）

電'Ｓ ムロゾノ 筑後店  山ノ井  53-2024 家庭電気販売

かがし屋筑後店・ドコモショップ筑後店  長浜  65-5007 文具事務用品ＯＡスチール家具販売

石窯パン工房セリオ　筑後店  長浜  27-6030 パン製造　販売

株式会社　サンドラッグ　筑後店  山ノ井  42-1331 医薬品、日用品物販

うどん処  麺楽  長浜  53-0126 うどん屋

ドラッグストア　モリ　筑後店  山ノ井  54-1703 医薬品等販売

肉の三幸 サニー店  山ノ井  53-4488 食肉販売

マルタヤ・シルクハット･サラダ館  山ノ井  52-2529 衣料品  小売雑貨

ｕｍｏｒｉ　皿屋福柳　筑後店  長浜  65-3955 うなぎ専門店

肉の吉田  山ノ井  52-2944 精肉小売

喫茶　ウッディ  和泉  53-0724 喫茶

中小登録店（ブルーの券）、全登録店（イエローの券）

どちらともご使用いただけるお店

全登録店（イエローの券）のみご使用いただけるお店

令和４年度　ちっごプレミアム商品券登録店名簿



株式会社筑後旅行センター  山ノ井  52-4911 旅行業

ムロゾノ電器 赤坂店  山ノ井  53-7739 家電商品販売修理

天風堂  山ノ井  53-4134 書籍販売、飲食経営

株式会社　大藪組  長浜  53-2151 建設・宅地建物取引

ビューティ香　  山ノ井  53-8744 化粧品販売

ＳＡＩＴＯ　さいとう  山ノ井  52-7101 寝具・インテリア用品小売販売

写真　土田  和泉  53-2206 写真撮影・カメラ・ＤＰ

インテックス  さいとう  山ノ井  53-7550 カ－テン、絨毯、籐家具等販売

東京庵  和泉  53-2342 飲食（ラーメン）

緑寿園茶舗  和泉  52-2522 茶・茶道具

酒のちくごや  長浜  53-2500 酒類販売

つるや酒店  和泉  53-3282 酒類・タバコ・飲料水販売

Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ａｒｔ（アール）  山ノ井  88-7325 美容業

エディオン　長浜店  長浜  54-7930 家電販売

Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｈｏｃｏｌａｔ  山ノ井  65-3383 菓子製造小売

セブン－イレブン筑後山ノ井店  山ノ井  53-9807 コンビニエンスストア

ビューティーかわはら  長浜  52-2547 美容業

(有)羽犬塚石油  山ノ井  52-5020 ガソリンスタンド

株式会社　中村屋　和菓子処　中村屋  和泉  52-4753 饅頭製造小売

保険堂時計店  山ノ井  52-2651 時計・メガネ・宝石販売

ギフトアベニュ－  ルイ  山ノ井  54-1385 雑貨・小物販売

メガネの立石 筑後店  山ノ井  52-0011 メガネ販売

Ａｋｅｍｉ美容室  山ノ井  52-0202 美容業

ブティックサロン　ELIOT  和泉  80-7131 犬のトリミング・ペット美容業

しいたけ専門店　ひより子（株式会社　武久）  長浜  53-2626 林産物・椎茸卸販売

カトレア美容室  山ノ井  52-4484 美容業

とり肉と惣菜の鳥よし　サニー筑後店  山ノ井  53-1234 鶏肉販売

ナチュラルダイニング山葵  山ノ井  53-1140 飲食業

株式会社　佐藤建設  山ノ井  65-3020 土木・建設業

房飲房食　にぎやか  山ノ井  52-6137 居酒屋

金子薬局  山ノ井  52-2377 医薬品小売、調剤

漁菜  山ノ井  52-0353 飲食店

大将軍  山ノ井  53-7572 飲食（焼肉）

カットハウス  マジック  長浜  53-3135 理容業

大龍一番　山の井店  山ノ井  52-6653 飲食業

居酒屋　喜望亭  和泉  52-4033 飲食業

セブンイレブン八女インター南店  長浜  52-5167 コンビニエンスストア

鶏ＳＨＯＷ  長浜  53-8874 飲食業

串焼楽酒ばさら  和泉  53-8989 居酒屋

四季彩ダイニング茶茶  山ノ井  52-2787 飲食店

ｋｉｙｏｒａ（キヨラ） 山ノ井  080-4315-7578 マッサージ、化粧品



ル・パン 長浜 53-7220 パン、ドリンク等販売

ＢＯＯ　筑後 山ノ井 53-8688 衣料品販売

ＵＯＯ 長浜 53-9446 衣料品販売

ダイニング　ｆｕｌｌ 長浜 65-5688 総菜、弁当

ＦＯＯ 長浜 52-3777 衣料品販売

ｏｌｄ　ｒｉｖｅｒ 長浜 52-3860 衣料品販売

羽犬塚校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

ホテル　エルモント  山ノ井  53-2008 旅館、ビジネスホテル

ステーキレストラン  牛花亭  和泉  52-0803 ステーキハウス

ふすま工房　ちくご悠然  羽犬塚  53-1180 ふすま、障子、網戸張替え

有限会社日若屋  山ノ井  53-3005 食堂・料亭

電'Ｓ　鶴岡  前津  53-5639 家庭用電気器具販売

永松薬局  山ノ井  52-3012 医薬品販売

メガネのヨネザワ　ゆめモール筑後店  前津  52-8175 メガネ販売

ひょっとこ　筑後店  熊野  52-5577 飲食

Ｙショップ山口（山口酒店）  羽犬塚  52-2705 酒類・飲料水販売

牛島製茶　筑後けやき通り店  徳久  52-5288 茶製造・販売

Ｃｏｒｒｏ  山ノ井  52-6575 飲食店

旬ＤＩＮＩＮＧ　すゑ  山ノ井  52-1156 飲食業

光富スポーツ 筑後店  羽犬塚  52-1080 スポーツ用品販売

筑後石油株式会社　  熊野  53-0749 ガソリンスタンド

サンドラッグ　ゆめモール筑後店  前津  51-7107 医薬品等小売

古川衣料  山ノ井  52-4648 衣料品小売

八蔵　筑後店  徳久  54-0003 居酒屋

株式会社三幸  羽犬塚  53-3306 精肉・加工食品販売

お茶の中島園 サンリブ筑後店  徳久  52-4711 茶販売

セブンイレブン筑後和泉店  和泉  54-2770 コンビニエンスストア

ｆｅｌｉｃｅ  羽犬塚  48-1308 サービス業

ふかまち酒店  山ノ井  52-2472 酒類・飲料水販売

株式会社牟田商会  和泉  53-3127 建築・家庭金物販売管工事業

焼肉  じゅうじゅう  山ノ井  53-0600 飲食（焼肉）

タナカ写真スタジオ  和泉  53-6789 写真撮影

大石青果  羽犬塚  53-7751 青果販売

不二石油販売(株)  山ノ井  53-2835 石油販売

みしん館  熊野  53-2628 ミシン販売

フラワーウィング　花かご生花店  若菜  53-8783 生花販売

株式会社　角金物  羽犬塚  52-2361 建築・家庭用金物販売

ワールド模型  羽犬塚  52-8783 プラモデル小売り

筑後薬局  山ノ井  53-2051 医薬品・化粧品小売



株式会社西村産業（西村ふとん店）  熊野  53-3066 寝具加工販売

特定営利活動法人　ＫＡＴＴ　ＡＳＩＡ  前津  53-3139 トレーニングジムの経営、リラクゼーションサービスの提供

滝下モータース  熊野  53-8181 自動車修理

松尾酒店  熊野  52-2701 タバコ酒類販売米

宮田織物株式会社  羽犬塚  53-5181 繊維品製造

ヘアーサロン  クガ  熊野  52-4335 理容業

パソコンスクール　ＰＣワークス  長崎  53-8851 不動産

Ｐａｕｌ　Ｐｏｃｋｅｔ  山ノ井  51-1292 サプリメント販売

重野石油(株)上原々給油所  熊野  53-0709 ガソリンスタンド

友志塾  羽犬塚  52-0274 学習塾

エディオン 羽犬塚店  羽犬塚  53-7166 家庭用電器具販売

有限会社和泉酒販  和泉  53-8180 酒類販売業

串の帝王　やきとり　雁の巣  山ノ井  52-0987 飲食業

創作料理　花野  羽犬塚  52-6173 飲食

隆勝堂　ゆめモール筑後店  前津 0943-24-1717 和洋菓子製造販売

高木屋蒲鉾店  山ノ井  52-2532 蒲鉾製造販売

手づくりパン工房　ＰＡＯ・ＰＡＯ  山ノ井  50-6087 パン製造・販売(移動販売)

有限会社筑後観光バス  和泉  52-3511 旅客運送業

まるしんのてぬきうどん  山ノ井  52-2727 飲食店

福岡金文堂  ゆめモール筑後店  前津  54-1300 書籍小売業

橋本建材株式会社  和泉  53-4171 建築材料販売

室園工務店  山ノ井  52-5008 建築

リンパ＆フェイシャルエステサロン　輝楽～ｋｉｒａ～  徳久 090-1089-0526 フェイシャル、リンパトリートメント

山口呉服店  羽犬塚  53-2464 呉服販売

菓子工房  リヨン  若菜  54-1627 菓子製造販売

ユーデン筑後店  山ノ井  52-3019 家庭用電器具販売

山下種苗株式会社  山ノ井  53-2250 農業資材種苗肥料販売

アルソア ライフ 化粧品  徳久  54-1123 化粧品健康食品販売

Ｆｌｏｗｅｒ　Ｂｉｒｄ  羽犬塚  53-1383 生花販売

山口塗装  熊野  53-6530 建築塗装

ポーラ羽犬塚店  徳久  53-0690 化粧品  卸販売

ほてい堂製パン店  山ノ井  52-3389 パン製造小売

停車場食糧販売店  山ノ井  52-2676 食糧（米殻）調味料類・北海道豆類

川野鮮魚店  山ノ井  52-3995 鮮魚小売

美容室　ミニプラザ  山ノ井  52-2123 美容業

ふじよし生花店  山ノ井  52-2513 生花材料小売

ランプヘアー  羽犬塚  53-6888 理・美容業

白龍軒  山ノ井  52-2339 飲食（中華そば）

ﾍｱｰｽﾀｲﾘｽﾄｻﾛﾝ　いのくち・ともゆきの店  前津  53-0761 理容業

酒菜と串揚げ　ひらた  熊野  27-5612 飲食店（和食、日本料理）

海鮮屋『ぎょ。』  山ノ井  52-7776 飲食店



佐野恵樹園(株)筑後営業所　glanta  徳久  27-8129 造園工事、住宅外構工事、庭園管理

焼肉　大昌園　筑後店  山ノ井  53-0299 飲食店

アリス　ガーデン  羽犬塚  53-7170 エステサロン経営、自然商品、雑貨販売

一凛  羽犬塚  65-8634 飲食業

ガーデンセンター　南の島  熊野  52-7000 観葉植物リース園芸店

本田圭商事  羽犬塚  53-2856 呉服・寝具販売

レストラン＆バー　ＢＫ  和泉  53-6635 機器輸入・販売・飲食業

有限会社オニツカ事務用品店  熊野  52-5078 事務用品販売

居酒屋  企画室  山ノ井  52-2000 飲食

なかがわの夢工房　ｐｉｅ（パイ）  山ノ井  52-4452 パン製造小売り業

株式会社システム機器  和泉  53-9778 ＯＡ機器・事務機備品販売・保守

有限会社ひつじ屋  山ノ井  52-2431 化粧品・小間物小売

アヤベ自動車  前津  53-3998 自動車修理販売

築山製茶農園  前津  52-7612 製茶業

もつ家　力  山ノ井  52-6152 飲食業　

ラウンジＤen  山ノ井  54-2188 飲食業

なべや　えさき  山ノ井  54-2989 飲食業（すきやき店）

若菜呉服店  山ノ井  52-2352 呉服・婦人服販売

（有）野田商店  羽犬塚  52-2071 酒類・飲料水  販売

ひろなか洋品店  山ノ井  53-3892 衣料品小売

麦工房　ＮＡＮＡＫＵＲＡ  和泉  51-7050 パン製造販売業

サロンド・リーブル  若菜  53-0639 美容業

ヘアーサロン  みもり  熊野  52-7328 理容業

麺房　てうち庵　筑後店  熊野  52-0006 飲食店

理容・美容  カキゾエ  羽犬塚  52-2946 美容業

光山塗装店  徳久  52-6664 建築塗装

筑後市職員互助会売店  山ノ井  53-4111

味彩  羽犬塚 090-8288-6987 居酒屋

本氣のからあげ筑後店  徳久  52-1129 唐揚げテイクアウト専門店

拉麺　久留米　本田商店（からあげ本田屋）筑後店  羽犬塚  53-2800 飲食業

シャトレーゼ筑後けやき通り店  徳久  53-3355 菓子製造販売

ミンナノジムＭＩＮＯ／ａｎｄ喫茶 山ノ井 080-7399-4413 整体、飲食

田中クリーニング 山ノ井 53-5869 クリーニング業

オンリーワンスペース 和泉 090-9591-4628 ヨガ・ピラティス教室

カフェ＆北欧雑貨　フィーカ 羽犬塚 080-9101-3129 飲食・雑貨

(有)ジュエリー華漣 羽犬塚 80-2756 米糖酵素風呂・水素・エステ

筑後北校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

なにわハウス　キッチン　ピース  蔵数  64-9529 飲食業

やまおく  蔵数  53-8298 仕出し業・贈答品



おおいしフルーツ  一条  52-7350 果物小売り

マミーズ 赤坂店  蔵数  53-7870 食料品スーパーマーケット

エレックス　しはら  前津  53-8175 家電器販売

三洲建設（株）  蔵数  53-1216 建設

居酒屋　ちき亭  一条  53-0706 居酒屋

エル美容室  一条  52-8376 美容業

居酒屋　ひまわり  蔵数  53-3219 飲食業

そばＤＩＮＩＮＧ　禅  蔵数  52-4050 飲食業

やかべ酒店  蔵数  52-2456 酒類、たばこ、塩、飲料水販売

津福工業株式会社  一条  53-0120 空調設備

馬場商店  一条  52-4767 食料品・雑貨  小売

T.K cut shop　こんどうてるあきの店  蔵数  52-5371 理容業

松原校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

永延ストア  熊野  52-5238 食料品・雑貨小売

お茶の中島園　本店  熊野  54-0823 茶販売

美容室　ルサージュ  久富  53-8572 美容業

緒方絣工房  久富  52-2871 織物業

安達建設株式会社  熊野  52-5038 土木建設、不動産業

速水クリーニング  蔵数  52-3820 クリーニング

美容室　ＹＯＵ  久富  53-5466 美容業

有限会社成清塗装  蔵数  53-3636 建物塗装

喫茶アモレッテ  熊野  53-0610 喫茶

池田絣工房  久富  53-2416 織物業

中村精肉店（本店）  熊野  52-3608 精肉販売業

陣弥  熊野  52-1608 飲食業

オートショップＶＩＧＯＲ 中尾商会  久富  53-2528 自動車販売

イカス食堂  久富  52-2608 食堂・不動産

筑後自動車学校  久富  52-3116 自動車運転教習

株式会社レクサス  蔵数 092-600-1190 小売業（スーツケース）

牛島サイクル商会  久富  52-5322 自転車・バイク  販売

tokobi 久富 080-3944-0033 理美容業

古川校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

篠原製茶園  鶴田  52-4721 製茶

ユーデン南筑後店  溝口  53-0558 家電販売

鳥好食肉店  溝口  52-4434 食肉販売店

創菜厨房　千桝  新溝  52-5785 飲食業

バラ家  フローリストタナカ  新溝  52-5747 生花栽培、販売



田中農機商会  新溝  52-5896 農機修理販売

（株）樋口建設　筑後営業所  溝口  52-5012 建設業（リフォーム、新築）

徳永設備  久恵  52-5434 配工事

つじやま筑後  新溝  52-8277 飲食店（居酒屋）焼鳥

（株）ハシモト  鶴田  52-4093 鉄工業

水田校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

セブンイレブン筑後野町店  野町  52-2274 コンビニエンスストア

株式会社ホームドライ　筑後支社本店  野町  52-0101 クリーニング業

ファクトリー　サン　ライズ  上北島  42-1561 車販売

平田建具・襖製作所  水田  52-8004 建具製造

有限会社筑後浄化槽管理センタ－  野町  52-2719 浄化槽管理及び清掃し尿汲取

ペットサロン＆ホテル　ブルーポイント  水田  54-0816 ペット美容業

オートハウス  エグチ  水田  52-1083 自動車修理販売

株式会社大靍商事  野町  53-3474 液化石油ガス販売

有限会社西部設備工業  野町  53-7707 浄化槽維持管理業

有限会社王将寿司  下北島  53-0719 飲食（寿司・仕出し）

有限会社石川商店  水田  52-2733 燃料・米穀販売

下川商店  水田  52-2202 ガス電化製品販売

吉田植物園  下北島  52-3893 貸植木

井上いちご農園　sun farm  上北島 080-7044-6961 農業・販売（いちご）

株式会社ブロンズ  上北島  53-5578 雨傘卸売

木本自動車  水田  53-6100 自動車修理・整備

食事処  えぐち  水田  52-2941 仕出し・飲食（食堂）

株式会社　五熱企画  野町  53-0274 水道工事

株式会社筑後コマツセンター  水田  53-4188 農機修理販売

シュプール。Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ  野町  65-7274 美容室

おおづるタクシー  野町  53-2126 旅客運送業

フジセット筑後  水田  52-4738 文具・事務機販売

大福うどん  野町  53-0774 飲食（うどん）

（一社）筑後市観光協会  水田  53-4229 観光業

（株）日本高機  上北島  64-9801 建設、建築、リフォーム、外構、不動産

六白　筑後店  野町  52-8910 飲食店

鉄板焼き　男めし  下北島  27-5970 飲食店

カラオケ喫茶　しあん 下北島 090-7392-6381 飲食店（カラオケ喫茶）

ツルハドラッグ　筑後野町店 野町 65-6450 ドラッグストア

水洗校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

セブンイレブン 筑後船小屋店  尾島  53-2678 コンビニエンスストアー



酒房　ふかまち  鶴田  52-2592 小料理屋

近本畳工業所  志  52-3448 畳製造

マミーズ（株） 船小屋店  尾島  53-7716 食料品スーパーマーケット

船小屋温泉　ホテル樋口軒  尾島  52-2101 旅館

古賀自動車鈑金塗装  志  53-3895 自動車板金塗装

筑後船小屋　公園の宿  津島  42-1126 宿泊施設・飲食業

庄山自動車  尾島  52-6813 自動車  修理

ながの寝装  尾島  53-3512 寝具販売

入部米穀燃料販売店  尾島  52-3245 食糧・燃料販売

平井畳店  津島  53-6464 畳製造

(株)サトウ時計店　時屋  上北島  27-9998 眼鏡宝石時計販売・修理

有限会社ニコニコ 筑後タクシー  尾島 0943-23-0669 旅客運送

株式会社大藪瓦工業  北長田  53-2754 屋根工事業

御菓子司　船小屋  津島 0800-200-2758 菓子製造販売

理容  溝上  尾島  52-7476 理容業

Ｌｅ.Ｐｅ.Ｒｏｓｅ　Ｍａｒｉｎｅ  津島  53-7737 美容業

いづみや酒店  尾島  53-3278 酒・タバコ販売

壇川魚店  尾島  53-3361 川魚小売

松熊クリーニング  上北島  53-2285 クリーニング

理容　末松  上北島  52-6465 理容業

株式会社アキヤマ  野町  53-5539 自動車  修理

うなぎの次郎長  北長田  52-3408 飲食（大衆食堂）

川の駅船小屋　恋ぼたる  尾島  52-8188 スポーツ・アミューズメント・温浴・宿泊施設の管理運営

カフェメシ家　スイートボックス  尾島 070-3873-5326 飲食業

イタリアンダイニング　ａｍｐ  野町  54-2424 飲食業

ジャングルスープカレー  志  52-5111 スープカレー屋

下妻校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

酒井醤油醸造場  馬間田 0944-62-2927 醤油製造

ミズタ醤油醸造元  中牟田  52-3277 醤油製造小売

槇原建設  折地  53-3823 建設（大工）

九州システム産業株式会社  中折地  53-3820 電気通信工事、電気工事、空調工事、消防施設工事

株式会社古賀建設  馬間田 0944-63-4569 建設

（有）山内施設工業  馬間田 0944-63-2663 土木工事・管工事・水道施設工事

古島校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

株式会社山万　筑後市花ござ会館  島田  53-5124 産地問屋、畳、筑後市花ござ会館

ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ａｊｉｔｏ  井田  53-0070 美容業

エステルーム恵深  井田  53-1429 エステ・化粧品販売



二川校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

ハイフィールド　高野木工株式会社  富久  65-5012 木製家具製造

（有）丸益商事  長崎  53-0835 清掃業

Ｃｏｚｙ　Ｆｌａｔ  四ヶ所  52-3480 家具・雑貨販売

藍華　田中絣工房  高江  52-4423 久留米絣製造

だるまうどん  長崎  42-5100 飲食業

西牟田校区

登録店名 行政区 ＴＥＬ 事業内容

ライジングエナジー（株）  西牟田  53-3716 食糧・燃料  販売

三潴薬品　マミーズ西牟田店  西牟田  53-6628 薬品販売

焼肉　やよし  西牟田  52-3253 精肉  小売

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＣＬＡＳＳＩＣ  西牟田  27-9110 菓子小売業（製造小売）

株式会社オートプロニーズちくご　サービス工場  西牟田  52-2147 自動車販売　整備　板金

キダ時計店  西牟田  53-6866 時計、メガネ、宝石販売

島津エクステリア  西牟田  48-6868 外装工事

(株)田島織物  西牟田  53-3673 タオル製造

タナカオートサービス  西牟田  54-2079 自動車販売

タカス薬品  西牟田  52-8774 医薬品・化粧品小売

居酒屋　陣太鼓  西牟田  52-2621 飲食業

桑野薬局  西牟田  52-3710 医薬品・化粧品小売

津城衣料  西牟田  52-4575 衣料品販売

塚本テレビサ－ビス  西牟田  52-6786 家庭電器具  販売

島津モータース  西牟田  53-7800 自動車・バイク修理販売

ｃａｒ　ｓｈｏｐ　クレール  西牟田  65-7273 自動車販売（新車、中古販売、板金塗装、一般整備）

北島商店  西牟田  52-3607 食料品・雑貨  小売

バーグマン  西牟田  53-0335 飲食業

ダスキン筑後  西牟田  53-3610 清掃用具賃貸、販売

(株)久保かすり織物  西牟田  52-4629 久留米かすり生地、小物

味処　ひょうたん  西牟田 54-1680 飲食業


