
イオン福岡東店  092-611-2121 ディスカウントドラッグコスモス南里店 092-935-0055
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福岡志免本店  092-957-8500 ドラッグストアモリ空港東店 092-629-3777
ザ・ビッグ福岡空港東店  092-936-1353 ニトリ　福岡空港店 0120-014-210
サンドラッグ志免店  092-957-8611 ㈱ハローデイ志免店 092-937-7050
ジョイント志免日枝店  092-957-8850 ベスト電器志免店 092-936-1371
スーパーセンタートライアル福岡空港店  092-937-5678 ホームプラザナフコ粕屋店 092-957-8031
ディスカウントドラッグコスモス志免店  092-937-6860 ホームプラザナフコ志免店 092-937-1931
ディスカウントドラッグコスモス福岡空港東店 092-937-6136 ㈱マルキョウ志免店 092-937-1119

【食 料 品】 【飲 食 サ ー ビ ス】
内山米穀店 092-935-0071 中華レストラン　悠雅 080-2725-9386
お肉の大ちゃん 092-776-8260 てるてる食堂 092-410-3659
お肉の田中屋 092-935-0855 とりとり大ちゃん 092-292-3133
ぎょれん食品 092-692-7888 Ｎｉｎｏｃａｆｅ 092-936-8234
花酢つじ蔵 092-935-1113 バーガーイシダｂｙ石田食堂 092-936-3117
フジマサ醤油 092-935-1234 博多よし魚 092-935-3333
松嶋ミート 092-935-0307 八仙閣志免店 092-935-7030
【コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア】 はら寿司 092-935-8626
セブンイレブン志免西小学校前店 092-937-1717 ビフテキ屋うえすたん空港店 092-936-5515
セブンイレブン志免御手洗１丁目店 092-623-7377 ビフテキ屋うえすたん志免店 092-937-2828
セブンイレブン志免南里７丁目店 092-285-5412 まくり屋 092-692-6230
ファミリーマートドラッグイレブン志免店 092-957-7705 ㈲松活 092-936-3818
ローソン志免南里店 092-937-0176 やきとり居酒屋　唯禅 092-936-1671
Ｙショップ辛島酒店 092-935-2199 焼肉　明秀苑 092-936-5656
Ｙショップ別府橋本酒店 092-611-1513 焼肉ニューモランボン 092-936-7223
【電 気 ・ 家 電 販 売 店】 焼肉みらく 092-936-5715
ＰＡＺヤスコウチ 092-936-1305 悠 092-935-9547
岩見電気商会 092-935-0151 リンガーハット志免田富店 092-931-2223
エイム武内 092-935-1570 レストラン・サンシャイン 092-935-3237
エディオン志免店 092-935-4357 【理 美 容 室】
大場ラジオ商会 092-935-0425 ＣＡＬＩＣＯ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ 092-936-2800
佐藤電器 092-935-0306 彩愛ｆｏｒＨＡＩＲ 092-937-1911
パナプラザ桜丘店/エース電器サービス 092-936-5104 美容室ＶＯＧＵＥ 092-937-2955
【薬 局 ・ ド ラ ッ グ ス ト ア】 美容室きゃっと 092-935-1900
ドラッグストアハッチ志免店 092-710-8787 美容室ＳｗｅｅｔＲａｖｉｒ 092-935-4366
ミコー薬局 092-935-3960 ヘアーサロン フクナリ 092-936-2841
【衣 料 品 店】 ブーゲンビリア 092-410-6430
紳士服フタタ 092-936-2331 ヘアーサロンＮＡＴＵＲＡ 092-937-2488
ファッションあい 092-935-0842 ヘアーサロンはせがわ 092-935-4341
ファミリーファッションやまだい志免店 092-957-8331 リーベ美容室 092-935-9777
洋服の青山福岡志免店 092-936-8840 【医 療 福 祉 ・ 生 活 関 連 サ ー ビ ス】
【パ ン ・ 菓 子 店】 きりん整骨院 092-936-3655
恵比須饅頭 092-935-0518 高嶋整体院 092-936-8002
小麦工房パナシェ志免本店 092-692-6565 (福)柚の木福祉会　柚の木学園 092-936-5427
パザパ 092-517-7058 【タ ク シ ー】
パティスリーカプリス 092-405-4421 ㈲ワーカーズコープタクシー福岡 0120-360-908
ぱんの店 えぐち 092-622-8788 【建 設 ・ 建 築】
フレッシュベーカリーアソウ 092-936-1078 エクステリア工房 092-935-2881
ベーカリーアーリーモーニング 092-935-8720 粕屋製畳㈲ 0120-070-513
ローテンブルグ 092-936-0009 椛島グリーン 092-935-0535
【文 具 店】 ㈱山栄ホームズ 092-937-0149
ステーショナリーすぎの志免店 092-935-1200 藤木良弘設備㈱志免営業所 092-932-1254
㈱山倉商事 092-935-1407 ㈱みやび 092-401-5599
【自 動 車 販 売 ・ 整 備】 【そ の 他 小 売】
アズ 092-957-7775 味の明太子ふくや志免店（明太子の販売） 092-936-2200
㈲糸瀬モーターサービス 092-405-4821 Ａｎｎｙのお気に入り（雑貨） 092-937-2802
内山自動車 092-935-7731 お茶の大円（茶販売） 092-936-1177
内藤自動車 092-937-0718 お茶の渡辺茶舗（お茶販売） 092-935-4741
ＰＥＯＰＬＥ　ＬＩＮＥ 092-403-3456 ㈲鹿毛商店（酒類） 092-935-3635
フラット７志免店 092-937-6677 亀山酒店（酒販売） 092-935-0487
㈱堀兄弟自動車 092-935-7688 亀山プロパン商店（ガス販売） 092-935-0487
【自 転 車 販 売 店】 ㈱サカグチホールディングス ファッションプラザ サカグチ（婦人服・紳士服・学生服・宝飾品・バッグ） 092-935-0300
サイクルベースあさひ志免店 092-937-8011 ㈱サカグチホールディングス レディス・サカグチ（婦人服・紳士服・学生服・宝飾品・バッグ） 092-935-5383
【バ イ ク 販 売 店】 ㈲さつき（化粧品） 092-935-0367
㈲タイヨー商会 092-935-0128 シャン・ドゥ・フルール（雑貨） 092-936-0986
㈲松岡ホンダ志免店 092-936-2552 ㈱スポーツの文巧堂（スポーツ用品） 092-935-9745
【飲 食 サ ー ビ ス】 高松産業㈱福岡営業所（ＬＰガス会社） 0120-889-294
ａｌ　Ｌｕｐｏ！ 092-936-5139 武田メガネ志免パーク店（メガネ店） 092-936-1241
居酒屋　肴也 092-937-0355 デリカショップハチハチ（お弁当・惣菜） 092-935-0378
居酒屋なすび 092-935-7191 ㈲はたもと商店（包装資材全般） 092-935-2153
ウエスト 志免店 焼肉 092-937-1671 花工房（花屋） 092-935-7046
魚杳 092-935-4923 花ののぐち（生花販売） 092-936-4187
海鮮一八南里店 092-410-2686 原プロパン瓦斯㈲（ガス器具販売） 092-935-0371
九州筑豊ラーメン山小屋志免店 092-936-0300 ひさや酒店（酒販店） 092-935-4988
牛もつ鍋茶びん 092-935-1918 ㈲扶桑燃料（ガス器具販売） 092-935-0473
餃子酒場九龍城 092-609-9408 メガネ・時計・宝石　ヤスコウチ（メガネ店・時計・宝飾） 092-935-0237
串カツ屋真心 092-935-4857 【そ の 他 サ ー ビ ス】
串ざんまい田富店 092-935-5525 ＬＳＣサービス㈱（ハウスクリーニング） 092-937-2787
串ざんまい南里店 092-936-5015 トラベルラボ（旅行業） 092-937-2470
ご馳走屋浩万 092-936-3846 東福岡たぬま動物病院（動物病院・トリミングサロン） 092-937-3222
三洋軒支店 092-935-0352 和光舎クリーニングアネシス空港東店（クリーニング） 092-611-1620
七輪さく 092-516-3613 和光舎クリーニングクリスタル本店（クリーニング） 092-936-3573
しめ寿司 092-935-6695 和光舎クリーニングザ・ビッグ空港東店（クリーニング）092-936-9333
しめ手羽 092-410-2500 和光舎クリーニング志免中央店（クリーニング） 092-577-4582
寿司割烹大吉 092-936-2231
中華料理ハナチャイナ 092-692-7867 業種別、五十音順（R2.8.27現在）
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