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業種 事業所 取扱商品・サービス
行政
区名

TEL

居酒屋　籠 中華 川瀬 0943-24-8607

居酒屋ひろし 居酒屋 高間 0943-32-0901

伊集園　広川店 じゃこ天、唐揚げ、ソフトクリーム、タピオカドリンク 日吉 090-2023-1137

いちょう庵 焼きそば、たこ焼き、回転饅頭他 日吉 090-8409-1611

カラオケ　ぶんちゃん カラオケ 緑ヶ丘 0943-32-0712

韓国料理　世宗 韓国料理 牟礼茶屋 0943-32-3000

九州筑豊ラーメン山小屋　広川店 ラーメン、一品料理(テイクアウトあり) 扇島 0943-32-2589

金の鶏冠 持帰りからあげ、オードブル 吉常 0943-24-8804

こうちゃん 弁当、総菜 太田 0943-32-4878

SIDE TRIP café&store カフェ、雑貨 久泉 0943-22-8452

酒処　桝元 居酒屋、魚料理 長徳 0943-32-4716

さかい食堂・ラーメンさかい ラーメン、定食 長延 0943-30-8501

人力めん太郎 うどん、そば、ちゃんぽん、セット物、定食、丼、デザート 川瀬 0943-32-5339

水車そば　さかせ 十割そば、山野草天ぷら 逆瀬谷 0943-32-6525

寿し廣 寿司 川瀬 0943-32-4546

炭火焼居酒屋　えん屋 居酒屋 牟礼 0943-32-8188

炭坊主 居酒屋、焼き鳥 長徳 0943-32-2131
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太昌うどん うどん、そば、丼もの 牟礼茶屋 0943-30-8811

台湾料理　福来たる 台湾料理、弁当 扇島 0943-55-1078

つる荘 ラーメン、チャンポン 川瀬 0943-32-1047

Delight kitchen 27 洋食、弁当 日吉 090-6771-1792

㈲華 仕出し、弁当 長延 0943-32-6377

彦佐 鶏料理 長徳 0943-32-5558

やきとり市 居酒屋、焼き鳥 新代 0943-32-4902

焼肉　スタミナ苑 焼肉 牟礼 0943-32-5908

役場前酒場 定食(ランチ)、居酒屋 古賀 0943-32-5633

よらんの 割烹、和食 長徳 0943-32-2284

Locavore テイクアウトパフェ、コーヒー、焼き菓子 藤田 080-9679-1298

料亭扇屋 和食 太田 0943-32-0011

六九 居酒屋 久泉 0943-32-6955

㈱若大将　和華 和食会席 扇島 0943-32-2290

石川鉄工 鉄骨倉庫、車庫 高間 090-9591-8857

㈲井上建設 建築業 当条 0942-52-5350

大森電設 電器設計施工 川瀬 0943-32-1717

神山設備 水道設備の設置・修理 高間 090-7155-2120

建築塗装　ヤマシタ 建築塗装 日吉 0943-32-2779

鹿田建設 建設業 六田 0943-32-2218

ただみ外工房 造園業 町外 0943-24-5787

立山プロパン㈲ プロパンガス、ガス配管工事 長延 0943-32-0067

ツジワーク 下水道接続工事、リフォーム、外構 長徳 090-8837-0440

㈲角田瓦工業 瓦工事、雨漏り修理 扇島 0943-32-0064

㈲中村塗装工業 塗装工事 久泉 0943.-33-1205

㈲日星商会 DIY用　資材、工具、金物等 川瀬北 0943-32-3914

野田瓦工業 瓦工事 久泉 0943-32-0213

野田建設 建設業 久泉 0943-32-1481

野田建設㈱ 一般土木、建築工事業 智徳 0942-53-1348

野田設備工業 設備工事、リフォーム 当条 0942-53-3661

野田マルヤス建設 リフォーム、修理、新築 当条 0942-64-9920

馬場塗装 塗装工事 町外 0942-48-2850

馬場板金塗装 板金塗装 久泉 0943-32-0647

原野建設 建築業 鬼の渕 0943-32-2059

原野設備 水まわり設備、配管 水原 0943-32-2017

㈲東プロパン ガス器具、プロパンガス 川瀬 0943-32-0160

マツモト工芸 各種看板 川瀬北 0943-32-3832

㈲丸の内建設 建設業、リフォーム、修繕工事 牟礼 0943-32-5872

丸山建設 建設業 高間 0943-32-0546

光岡工務店 建設業 長延下 0943-22-9499

光益設備 給排水工事、さく井工事 久泉 0943-32-3225

弥吉工務店 建設業 久泉 0943-32-3221

アスタラビスタ広川店 スーパー 牟礼 0943-32-7100

衣料のオギノ　広川店 衣料品 長延 0943-32-2156

エディオン広川 家電販売、電気工事、リフォーム 緑ヶ丘 0943-32-3340

緒方佛心堂 仏壇仏具、神具一式 牟礼茶屋 0943-32-4260

おぶつだんの仏匠 仏壇仏具、線香、ろうそく 扇島 0943-32-5300

Kaji Coffee Roastery コーヒー豆 吉常 080-1760-9791

久木原染物店 旗幕、のれん、5月のぼり、京染、洗張他 六田 0943-32-0205

久保田醤油 醤油、みりん、酢 川瀬 0943-32-0354

久保田せんべい本舗 せんべい 吉里 0943-32-0253

久間酒店 酒、食品 水原 0943-32-0159

くらかず薬店 医薬品、漢方薬、健康補助食品、化粧品 久泉 0943-32-5021

サイクルハウス　RABBIT 自転車、バイク 緑ヶ丘 0943-32-3371
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榊ストアー 食料品販売 川瀬 0943-32-0222

サラダ館広川店(酒のメイトーク) ギフト販売、酒小売、高齢者支援サービス 久泉 0943-32-1602

鹿田ふとん店 ふとん打直し、羽毛布団等 六田 0943-32-1236

重松鶴壽園 八女茶 吉常 0943-32-0079

スマイル洋品店 衣料品全般、クリーニング 長徳 0943-32-2999

㈱たかやま テーブル、チェア、スツール、雑貨 藤田 0943-32-3767

伊達美術工芸 鍋島緞通、金襴、アンティーク販売、提灯販売修理 久泉 0943-32-6288

ちいさなアロワナ屋 アロワナ、金魚、メダカ等 吉常 090-9567-5632

東亜養蜂場 ハチミツ 当条 0942-53-3965

ド・ミール鶴 洋菓子 牟礼茶屋 0943-32-3451

ドラッグコスモス 広川店 ドラッグストア 川瀬 0943-33-4008

ドラッグストアモリ　広川店 ドラッグストア 久泉 0943-32-6280

中島ミルクセンター 乳類販売 増永 0943-32-1242

鍋田製茶工場 八女茶 吉常 0943-32-0077

肉の大橋 精肉販売 久泉 0943-32-0207

肉の大丸 食肉販売 牟礼 0943-32-0298

西日本新聞エリアセンター広川 新聞 川瀬 0943-32-0347

野口電器 電化製品販売 一條 0942-53-3841

㈲野田商店 餅、きねつき餅 当条 0942-52-3839

㈲馬場乳販 乳製品 久泉 0943-32-0549

㈲原野製茶本舗　茶の葉堂 奥八女茶、茶菓子 鬼の渕 0943-32-1776

ひろかわ藍彩市場 広川町特産品販売 日吉 0943-32-5555

ひろかわ薬局 医薬品、健康食品 牟礼 0943-32-1797

ひろきや商店 青果、食料品 川瀬 0943-32-3911

広瀬産業㈱　HANAnoTOKI 衣料品 町外 0943-23-2275

武道具　井上 剣道具 日吉 0943-32-8038

flower field 生花店 古賀 0943-32-5337

plants funshop natur 多肉植物、カフェ 北新代 0943-22-8677

マミーズ広川店 スーパー 久泉 0943-32-5611

丸山商店 米穀販売 日吉 0943-32-4853

銘茶処　な香むら お茶専門店 吉常 0943-32-1332

メガネプラザ　オオイシ メガネ 久泉 0943-32-7007

YAMAZAKURA シフォンケーキ製造販売 水原 0943-32-2059

やました洋品店 婦人服、学生服 川瀬 0943-32-0334

ヤマダ電器 家電品 古賀 0943-32-3955

山屋食品 海産物、珍味 一條 090-6631-1210

八女アグリ 農業資材 長延 0943-32-0300

㈲八女農機販売 農業機械 久泉 0943-32-3577

ゆげ製茶 緑茶、和紅茶 太田 0943-32-1534

隆勝堂フーズ㈱　広川店 菓子 川瀬 0943-24-1717

レディス・ルイ 婦人服 久泉 0943-24-9076

青山 布団・ジュータン クリーニング 布団、カーペット、寝具類のクリーニング 久泉 0943-32-5592

稲員クリーニング店 クリーニング業 長徳 0943-32-0284

蒲池タクシー タクシー 川瀬 0943-32-0511

からだライブワークス福岡 ボディコンディショニング、パーソナルトレーニング 長徳 0943-24-9017

㈲大宝自動車(大宝観光バス) 自動車整備、貸切バス 高間 0943-32-9050

パソコンスクールＰＣＡ広川校 パソコン教室 牟礼茶屋 090-7295-5741

パピーシュシュ ペット美容 長徳 0943-32-2277

㈱ハラショー観光 観光業 藤田 0943-32-8040

㈲広川衛生社 一般廃棄物収集運搬 久泉 0943-32-0102

広川ゴルフセンター ゴルフ練習 牟礼茶屋 0943-32-2114

ペットサロンポコアポコ ペット美容 町外 0942-35-1139
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㈲松木石油店 石油製品販売、車販、車検、整備業 太田 0943-32-1153

㈱山下石油 ガソリンスタンド 牟礼茶屋 0943-32-0505

ゆめやプランニング 印刷、ＨＰ、パソコンサポート 日吉 090-4998-3764

㈱蓮華舎 葬祭業 川瀬 0943-32-6666

渡辺石油店 灯油、コインランドリー 日吉 0943-32-0062

岩屋モータース 自動車販売、修理 一條 0942-53-8141

くるま工房Lovemotor21 車両販売、車両整備 長延 090-3663-4055

KOJIO　KIKAKU 新車・中古車販売、自動車整備 清楽 090-1089-7748

ジェミニオート筑後㈱ 自動車販売、修理業 牟礼茶屋 0943-32-0345

重野モータース 自動車販売、整備 古賀 0943-32-1625

立山モータース 自動車車検、整備、修理 長延 0943-32-0542

タナカ自動車整備工場 自動車整備、車両販売 吉常 0943-32-4320

野田自動車整備工場 自動車整備 太田 0943-32-0312

野中自動車整備工場 自動車整備 水原 0943-32-2751

㈲馬場ホンダ商会 自動車販売、車検、整備 牟礼茶屋 0943-32-3535

水田自動車 自動車販売、整備 内田 0943-32-0265

山口自動車 自動車販売・整備 川瀬 0943-32-1539

㈲オオヤブ 絣製品、マスク 牟礼 0943-32-0224

かすり工房「藍の詩」 冨久織物 久留米絣 太田 0943-32-1048

㈱国武織物 絣製品全般 久泉 0943-32-0043

㈱久保かすり織物 端切れ、反物、絣糸 町外 0942-52-4629

㈲久留米絣山藍 久留米絣 長延 0943-32-0150

㈲坂田織物 久留米絣 長延 0943-32-1402

㈱鹿田産業 室内装飾品(スダレ、籐、イ草、ムートン他) 太田 0943-32-1141

大鵬繊維工業㈱ 生地、マスク 一條 0942-53-5155

高鍋タオル㈱ タオル製造 吉常 0943-32-3939

野村織物㈲ 久留米絣 長徳 0943-32-0018

野村雅範絣工場 久留米絣 古賀 0943-32-0331

丸亀絣織物 久留米絣　生地・製品 日吉 0943-32-0048

森山絣工房 久留米絣 吉里 0943-32-0023

山下喜未輔織物 久留米絣 長徳 0943-32-0005

山村かすり工房 久留米絣、生地、製品等 長延 0943-32-0136

渡辺製材所 製材業 日吉 0943-32-0051

アンブル 美容室 古賀 0943-32-5421

サロン・ドBB 美容室 古賀 0943-32-5005

なみ美容室 美容室 川瀬 0943-32-0840

パールビューティサロン 美容室 吉常 0943-32-3906

ビューティサロンＫ 美容室 吉常 0943-32-4104

Hair Make Sweet. 美容室 川瀬 0943-32-5757

hair make tiny tiquet 美容室 久泉 0943-32-3800

弥永美容室 美容室 水原 0943-32-0772

ヘアーカットクロノ 理容室 川瀬 0943-32-0411

ヘアーサロンくりはら 理容室 久泉 0943-32-0536

ヘアーサロンナカムラ 理容室 長徳 0943-32-0280

ヘアーサロンナル 理容室 新代 0943-32-3947
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