
＜建設業＞
事業所名 住所 電話番号

石橋建設㈱ 田主丸町中尾226-3 73-3331
いまえ工業 田主丸町以真恵972-2 73-1238
(株)ウエノ 田主丸町竹野2011-2 73-1775
(株)エヌ・シー 田主丸町田主丸640-1 72-4758
(株）共栄設備 田主丸町田主丸1077-14 72-9160
(有)興英 田主丸町野田1564-1 72-2411
(株)﨑野工務店 田主丸町豊城95-1 73-0540
(株)須山建設 田主丸町菅原972-1 72-0539
高尾工務店(有) 田主丸町中尾1845 72-0247
(有)田中塗装工業 田主丸町野田1119-1 72-4017
(有)田主丸緑地建設 田主丸町常盤467 72-4600
千代田建設 田主丸町菅原1622-5 72-3961
千代田電工 田主丸町菅原1390-1-1 72-0532
ツツミテクノス 田主丸町石垣1147-3 73-3477
(有)堤電設 田主丸町秋成633-13 72-0555
(資)中野商会 田主丸町以真恵254－2 72-2550
中野電業 田主丸町石垣781-1 72-3990
(有)林田建設 田主丸町野田1598-1 72-2885
原田板金工業所 田主丸町地徳2045-2 73-1076
平川ガラス店 田主丸町田主丸560-4 72-2427
(株)福岡緑樹園 田主丸町牧1302 72-0678
福島建設(株) 田主丸町石垣651-3 72-3370
福嶋設備 田主丸町殖木254-14 72-3173
(有)二又設備商会 田主丸町牧14-6 72-0800
(有)船越電業 田主丸町船越1034-1 72-3704
丸久ガラス 田主丸町田主丸281 72-2802
横溝鉄工所 田主丸町竹野344-1 72-2730
㈲サカイ 田主丸町地徳3235-3 73-2953
椿建設 田主丸町常盤796-2 72-0054

＜製造業：食料品＞
事業所名 住所 電話番号

あけぼのや 田主丸町田主丸432 72-2346
(株)巨峰ワイン 田主丸町益生田246-1 72-2382
太助せんぺい店 田主丸町豊城1-5 72-2548
パン・焼菓子　シェ・サガラ 田主丸町益生田873-12 73-3680
(株)紅乙女酒造 田主丸町益生田214-2 72-3939
みのう屋 田主丸町上原290-8 88-9007
若竹醤油(有) 田主丸町田主丸709 72-2818

＜製造業：印刷・看板・鉄工＞
事業所名 住所 電話番号

金子印刷 田主丸町田主丸307-1 72-3035
立石工芸社 田主丸町田主丸1148 72-2376
内藤印刷 田主丸町田主丸1075-7 72-2241
原田鉄工所 田主丸町田主丸463-8 72-2742
柳瀬印刷 田主丸町八幡167 72-3533

＜小売業：ファッション用品＞
事業所名 住所 電話番号

(株)呉服の丸正 田主丸町田主丸252 72-3572
呉服のまるも 田主丸町田主丸1106-8 72-3074
(株)髙尾呉服店 田主丸町田主丸213 72-2306
平洋品店 田主丸町田主丸272-17 73-2185
ナガタ化粧品店 田主丸町田主丸530-3 72-3627
㈾永田屋 田主丸町田主丸254 72-3076
ハートフルプラザ まるや 田主丸町田主丸276-1 72-2342
ファミリーファッション　げんやす 田主丸町田主丸269-2 72-3314
(資)むつや呉服店 田主丸町田主丸395-13 72-2860
ヤカタヤ化粧品店 田主丸町田主丸274-1 72-2417
(株)洋品百貨きくや　ピアドール 田主丸町益生田873-14 72-2246



＜小売業：食料品＞
事業所名 住所 電話番号

上野米穀販売店 田主丸町田主丸704 72-2350
江上酒店 田主丸町豊城1-17 72-3044
からあげ稲田屋　田主丸店 田主丸町殖木448-5 73-3357
栗木酒店 田主丸町殖木442-4 72-2828
後藤商店 田主丸町恵利1149 73-1333
堺水田経営 田主丸町牧1073-3 73-3776
セブンイレブン久留米田主丸店 田主丸町田主丸459-2 76-9026
竹上フルーツ 田主丸町田主丸249 72-2238
ほっともっと田主丸店 田主丸町殖木253-1 72-3573

＜小売業：燃料＞
事業所名 住所 電話番号

イワタニ九州(株)久留米営業所 田主丸町田主丸537-1 72-2236
江上商店　 田主丸町恵利1045-2 72-2690
江藤石油(株)デリス２１ 田主丸給油所 田主丸町殖木233-4 72-3011
北川石油店 田主丸町以真恵271 72-2273
相良商店 田主丸町田主丸308-2 72-2512
(株)田中商店・上田主丸SS 田主丸町秋成546 72-2518
(有)中野商店 田主丸町牧1121 72-2598
(有)山本石油 田主丸町菅原1223-1 72-3214
吉岡石油店 田主丸町地徳2378 72-3094

＜小売業:ファッション用品・燃料・食料品・家電用品以外＞
事業所名 住所 電話番号

あらきスポーツ 田主丸町田主丸278-6 73-0925
石井車輌販売 田主丸町中尾1865-2 73-1903
かがし屋　田主丸店 田主丸町田主丸452 72-2542
カギのたていし 田主丸町志塚島660-3 72-2257
金丸堂薬店 田主丸町豊城1-22 72-2458
(有)木下緑樹 田主丸町豊城475-10 73-1783
沢田サイクル 田主丸町田主丸386-4 72-2253
秀工堂 田主丸町田主丸395-27 72-2608
スワ肥料店 田主丸町殖木448-1 72-3624
たけふじ文泉堂 田主丸町田主丸395-26 72-2355
田籠印房 田主丸町田主丸395-28 72-2574
(株)たなか 田主丸町秋成580-1 72-2148
田中種苗 田主丸町豊城1659-6 73-1301
(有)たむら 田主丸町豊城6-1 73-0153
永松愛輪商会 田主丸町以真恵354-7 72-2366
(有)西日本新聞エリアセンター田主丸 田主丸町田主丸395-8 72-3028
にじ農協協同組合営農センター田主丸 田主丸町豊城8-1 72-1150
西村時計店 田主丸町田主丸256-4 72-2416
(有)野村生花 田主丸町田主丸223-1 72-2090
福岡園材㈱ 田主丸町豊城1860-5 73-1000
(有)豊栄緑化 田主丸町秋成646-5 72-1302
みづまや商店 田主丸町田主丸286 72-2267
宮崎金物店 田主丸町豊城1-6 72-2311
宮崎陶器店 田主丸町田主丸219 72-2420
(株)ヨシタケ 田主丸町豊城1767-6 72-2145

＜小売業：家電用品＞
事業所名 住所 電話番号

さかい電機 田主丸町田主丸395-16 72-2667
チヨダデンキ 田主丸町菅原2300-1 72-2693
(株)でんきのアズ 田主丸町豊城1755-5 72-0019
電'Ｓ庄島 田主丸町地徳3173-1 72-0131
西日本電機システムライン 田主丸町中尾1874-4 73-1841



＜飲食・宿泊業＞
事業所名 住所 電話番号

お料理　浄安 田主丸町益生田694-1 72-0500
風と野の紀行 田主丸町地徳3221-9 73-1688
割烹居酒屋　まる一 田主丸町田主丸565-1 72-2841
(有)雅楽 田主丸町豊城574-2 74-4032
鯉とりまぁしゃん　鯉の巣支店 田主丸町田主丸619-2 72-3659
旬菜旬魚 なごみ 田主丸町田主丸650-6 88-0055
想夫恋　田主丸店 田主丸町豊城1774-4 73-0585
すぐる屋 田主丸町田主丸455-39 72-0220
寿し和 田主丸町上原96-2 73-2081
ちょい～と　酔ってけぇ 田主丸町田主丸966-10 73-3359
ノラ 田主丸町殖木442-4 72-2291
レストラン・モンペット・クワ 田主丸町田主丸1019-8 72-1234
たこやき大王 田主丸町田主丸653-1 72-0020
なかしま家 田主丸町以真恵289-2 72-0605
玄竹温泉　鷹取の湯 田主丸町森部106-3 72-4793

＜美容・理容業＞
事業所名 住所 電話番号

髪ふうせん 田主丸町豊城1858 72-1711
太陽理容院 田主丸町田主丸454-18 72-2233
チヂヤ美容室 田主丸町田主丸448-1 72-2670
美容室わくみ 田主丸町田主丸1244-8 73-3334
まつみ美容室 田主丸町田主丸395-17 73-2943
理容丸昌 田主丸町田主丸560-6 72-2438

事業所名 住所 電話番号
(有)タカラ交通観光バス 田主丸町長栖366 74-1911
浮羽交通(株) 浮羽町浮羽824 77-3165
ホワイト運転代行 善導寺町飯田337-1 090-4489-5155

＜サービス業＞
事業所名 住所 電話番号

いしい電装自動車サービス 田主丸町中尾1863 73-1844
(有)石﨑自動車整備工場 田主丸町田主丸1094-2 72-2093
稲富モータース 田主丸町以真恵270-3 72-3319
稲吉自動車整備工場 田主丸町益生田1505 72-2520
浮羽鈑金塗装 田主丸町豊城1857-2 72-2855
(同)エスケイアイ 田主丸町豊城1365-28 080-3316-3271
ＪＡにじ　グリーンパレス 田主丸町豊城75-1 73-1978
ＪＡにじ　アルカス田主丸 田主丸町豊城74-1 73-3600
(株)カードック田主丸 田主丸町豊城101 72-3185
高野税理士事務所 東櫛原町1500-7 0942-33-8786
田籠正廣税理士事務所 田主丸町船越533-2 080-1708-5090
田中自動車整備工場 田主丸町牧1130-2 72-3618
田中モータース 田主丸町森部426-2 73-0825
(有)田主丸衛生社 田主丸町豊城1802-1 72-3655
中央鈑金 田主丸町長栖771 73-0307
(株)千代田商会 田主丸町菅原1566-1 72-3238
トータルカーサポートOES 田主丸町野田537 72-2102
ナラザキ・カーサービス 田主丸町上原1-12 73-3106
西電機工業所 田主丸町豊城94-5 72-3431
耳納モータース 田主丸町石垣684-1 72-4016
(有)柳自動車 田主丸町秋成633-2 72-2210

＜不動産業＞
事業所名 住所 電話番号

(株)峰光住宅 田主丸町田主丸460-11 73-1606

＜運輸業・サービス業：タクシー・運転代行・観光バス＞


