
店舗名 電話番号 住所 業種

アスタラビスタ柳川西店 85-9101 東蒲池 大型店
アスタラビスタ大和店 75-7666 大和町鷹ノ尾 大型店
かっぱ寿司ゆめモール柳川店 75-5060 三橋町蒲船津 大型店
かんぽの宿柳川 72-6295 弥四郎町 大型店
ケーズデンキ柳川店 77-7200 三橋町蒲船津 大型店
紳士服フタタ柳川店 72-2102 三橋町柳河 大型店
ツルハドラッグ下宮永店 85-7081 下宮永町 大型店
ツルハドラッグ間店 77-8630 間 大型店
トライアル柳川西蒲池店 77-6800 西蒲池 大型店
ドラッグ新生堂柳川駅前店 74-8771 三橋町藤吉 大型店
ドラッグストアモリ柳川大和店 73-8811 大和町徳益 大型店
㈱西鉄ストアレガネット柳川店 74-5800 三橋町藤吉 大型店
㈱ベスト電器柳川店 72-4533 三橋町今古賀 大型店
ホームセンターグッデイ 72-4545 筑紫町 大型店
ホームプラザナフコ柳川店 73-6001 三橋町枝光 大型店
マミーズ柳川店 74-2290 田脇 大型店
マルマツ 72-3654 上宮永町 大型店
ヤマダデンキテックランド柳川店 32-8885 三橋町柳河 大型店
ゆめマート柳川 75-6111 三橋町蒲船津 大型店

アサヒ醸造 73-2135 出来町 味噌・醤油・加工品
安部商店 72-4151 上町 砂糖・日用雑貨
杏里農園 73-8120 西浜武 果物・米他
㈱うなぎの江口商店 74-4373 東蒲池 鰻の販売
江崎鮮魚店 72-8630 矢留本町 鮮魚
お弁当のコロッケ屋さん 63-7214 三橋町中山 惣菜・お弁当
甲木商店 72-5228 京町 食品・乾物
かねこ屋 72-2563 辻町 精肉・惣菜
亀崎商店 76-3019 大和町塩塚 米穀・肥料・農薬販売
北島米穀店 72-3960 稲荷町 米穀販売
髙口鮮魚 76-2362 大和町塩塚 寒ぶな・鮮魚・鉢盛・仕出し弁当
古賀儀八商店 73-2259 矢留本町 佃煮
古賀青果店 76-3968 大和町中島 青果販売
古賀鮮魚店 72-8628 有明町 鮮魚
古賀天ぷら屋 76-4244 大和町中島 惣菜・弁当
こてつ柳川店 080-3978-2983 三橋町藤吉 お弁当・鉢盛
さかなづくし 85-7890 三橋町柳河 惣菜
ＪＡ柳川直売　ふれ愛の里 74-2025 金納 新鮮農産物・惣菜・花等販売
下川紙民芸品店 72-5852 京町 紙・民芸品・産直野菜
白谷食料品店 72-2479 稲荷町 食料品
白谷八百屋 76-1732 大和町中島 食料販売
水産堂 73-5884 南長柄町 粕漬・海苔等
㈲高田製油所 72-3421 西浜武 食用油・油粕販売

大型店

食料品販売



髙田海苔㈱ 72-2937 矢留本町 海苔加工・卸小売販売
高橋總本舗 73-6271 三橋町垂見 有明漬・ゆずすこ・のりクロ等
高橋總本舗西鉄柳川駅前店 72-0829 三橋町下百町 有明漬・ゆずすこ・のりクロ等
高橋總本舗柳川店 73-6221 三橋町藤吉 有明漬・ゆずすこ・のりクロ等
髙椋鮮魚店 72-2011 三橋町下百町 鮮魚販売
宝の海本舗 88-8459 大和町明野 塩味海苔加工・粕漬販売
田中商店 76-3390 大和町中島 青果・食料品
㈲タナカ鮮魚 76-1838 大和町中島 鮮魚・フライ・惣菜・卸小売
堤青果 76-1680 大和町中島 青果小売業
鶴田青果 76-4634 大和町中島 青果
鶴味噌醸造㈱ 73-2166 三橋町江曲 みそ類販売
とりの金子 72-1314 南長柄町 惣菜小売
肉の伊藤（沖端店） 72-4694 沖端町 精肉店
肉のたかむく 73-9576 三橋町起田 精肉店
ノリケラトプス研究所 69-9339 沖端町 海苔の販売・カフェ
ヒラカワ商店 76-2900 大和町中島 海苔一般
平河青果店 76-4003 大和町中島 新鮮野菜・果物
平河海苔店 76-0221 大和町中島 味付けのり・板のり等
フードショップきくつぎ 72-2493 佃町 食料品
ほっともっと三橋町店 72-1852 三橋町久末 持ち帰り弁当販売
㈱丸川海苔 73-3648 本町 海苔加工・小売業
マルホギフトセンター 74-1318 吉原 海苔販売
マルホショップ 75-1525 坂本町 海苔販売
ムトー商店 080-4280-6107 新町 物販・喫茶
森山醤油・モリヤマ民芸 72-2716 沖端町 醤油・調味料・雑貨
柳川肉匠職人　清柳食産 72-9834 沖端町 精肉店
㈱柳川海苔本舗 72-6522 田脇 海苔加工販売
柳川よかもん館 72-9510 京町 生鮮食料品・ブランド認定品販売
柳川冷凍食品㈱ 73-1124 西蒲池 食品販売・冷凍食品
吉開食品㈲ 72-3608 三橋町木元 醤油製造販売
吉開鮮魚店 72-4427 沖端町 魚介類
㈱ヨシダ 72-2366 京町 食肉販売
㈲龍川魚商店 72-2236 細工町 鰻白焼

御菓子処　百柳 72-4070 上町 和・洋菓子製造販売
黒田屋菓子舗 72-6672 新外町 和菓子・洋菓子
ケーキのカトウ 73-9469 片原町 洋菓子・アイス・チョコレート
坂田屋 72-2377 上町 菓子・もち・赤飯
正月堂・モンドリアン正月 76-3218 大和町中島 菓子製造・販売
梅花堂越山 72-2197 京町 越山もち
白秋庵 72-4761 東蒲池 菓子店
白雪堂越山 72-2082 細工町 菓子製造販売
ベークショップ　ブレーメン 73-0959 京町 パン屋
へそ栗山本舗　松福 72-2895 筑紫町 和洋菓子製造販売
ほぅいっぺ 76-2491 大和町中島 パン製造販売

菓子・パン



ポン菓子　福ぽん 72-4778 吉富町 ポン菓子
松藤饅頭屋 76-4484 大和町中島 和菓子
まよい焼　でんちゃん 73-0408 辻町 回転焼
モンテヤマザキ　浦ショップ 76-3258 大和町中島 食品販売

北原履物店・松寿園 72-2719 沖端町 八女星野茶・はきもの
八女茶の大橋園 72-3536 三橋町柳河 八女茶

敦坂酒店 72-2595 京町 酒類販売
池上酒店 73-2854 東蒲池 酒類販売
カワグチサケテン　河口本舗 72-0330 田脇 酒類販売・ギフト販売
古賀酒店 72-2586 本町 酒類販売
島田酒店 72-2231 沖端町 酒類販売
島田酒店 73-3148 本町 全酒類・飲料水・食品ギフト
津村酒店 73-2688 古賀 酒・飲料水
柳川酒造㈱ 72-5254 三橋町百町 酒類製造販売

アルソアもろふじ 74-3593 三橋町久末 化粧品・健康食品
甲斐田商店 76-3237 大和町中島 資生堂化粧品
漢方薬局　HD　なかむら 72-1061 三橋町藤吉 薬局・化粧品
くすりの大正堂 74-0971 三橋町蒲船津 医薬品・漢方薬・化粧品
たなか化粧品店 76-3255 大和町中島 化粧品小売
天心堂梅崎薬品 72-6289 本町 漢方相談・健康食品・医薬品
ドラッグストアみながわ 72-2157 筑紫町 医薬品・化粧品・雑貨販売
ドラッグストアみながわ南店 73-1131 上宮永町 医薬品・化粧品・雑貨販売
POLA　ＡＩｓｉｓ店 74-1777 中町 化粧品販売・エステ

セブンイレブン筑後大和塩塚店 76-0715 大和町塩塚 コンビニエンスストア
セブンイレブン三橋白鳥店 72-5770 三橋町白鳥 コンビニエンスストア
セブンイレブン柳川高校前店 73-8441 城南町 コンビニエンスストア
セブンイレブン柳川辻町店 73-2803 辻町 コンビニエンスストア
セブンイレブン柳川徳益店 72-7388 大和町徳益 コンビニエンスストア
セブンイレブン柳川矢加部店 72-2561 矢加部 コンビニエンスストア
セブンイレブン柳川蓮蒲池店 72-1571 三橋町柳河 コンビニエンスストア
ローソン柳川駅東店 72-6788 三橋町下百町 コンビニエンスストア
ローソン柳川蒲船津店 72-2003 三橋町蒲船津 コンビニエンスストア
ローソン柳川上宮永店 72-7766 上宮永町 コンビニエンスストア
ローソン柳川筑紫店 72-0339 筑紫町 コンビニエンスストア

あじ彩 72-5491 下宮永町 飲食店
味処　源六 72-2044 保加町 飲食業(寿司・折詰・鉢盛等）
味処　ふじ木 76-5654 大和町六合 飲食業・鉢盛・お弁当
㈲有明海 72-8869 西魚屋町 飲食
居酒屋　しんせい 74-1420 三橋町下百町 飲食店
居酒屋　穂の香 32-8564 椿原町 居酒屋

コンビニエンスストア

飲食

茶

酒

薬局・化粧品



居酒屋八蔵ゆめモール柳川店 75-1777 三橋町蒲船津 もも焼・焼鳥他居酒屋料理全般
居食処　かごめかごめ 73-0870 旭町 居酒屋
宴ＢＡＲ　ＤＥＮ’ＤＥＮ 73-8228 旭町 飲食業
うなぎ処　川よし 72-2670 三橋町藤吉 うなぎ料理
うなぎ処　楠川 74-1707 城隅町 うなぎ料理店
うなぎと食事処千十 74-5513 沖端町 飲食店
うなぎ　日本料理　菊水 72-2057 辻町 飲食業（うなぎ・日本料理）
鰻・日本料理　山田屋 74-0883 三橋町柳河 飲食業（うなぎ料理）
うなぎの皿屋福柳 72-2404 沖端町 うなぎ料理・うなむす
うなぎの大東 72-7900 城隅町 飲食業
うなぎの冨さん 73-9443 細工町 うなぎ料理店
うなぎの原田 76-4229 大和町中島 うなぎ料理店
うなぎの富貴 74-3147 沖端町 飲食業（せいろ蒸し・うなむすび）
うなぎ屋本店 73-0118 城隅町 飲食業
うなぎ料理若松屋 72-3163 沖端町 鰻料理店
うめや 73-6395 本町 飲食業（焼き鳥）
大鯛寿司 73-6665 三橋町高畑 寿司会席・折詰・鉢盛
おきのはたテラス 090-9579-0116 沖端町 カフェ
お出汁や　一伝 88-8952 沖端町 日本料理・仕出し料理・お弁当
お好み焼き　むっく 72-0695 三橋町久末 お好み焼き
おばちゃんキッチンつどい 73-0990 京町 飲食店（弁当）
海鮮処　辰海 85-9574 奥州町 飲食店
かき焼き処　貝鮮丸 74-2115 三橋町下百町 飲食業
café 帰去来 85-8011 京町 ランチ・ドリンク・スイーツ
Cafe' de SATO 88-8610 大和町栄 飲食業　（喫茶店）
元祖　本吉屋 72-6155 旭町 飲食業(うなぎ料理)
久留米ラーメン清陽軒ゆめモール柳川店 77-9700 三橋町蒲船津 ラーメン・焼めし・餃子
黒毛和牛専門店の舗　白水 080-8358-2929 三橋町下百町 焼肉・しゃぶしゃぶ・もつ鍋
グロット 090-3739-0340 鬼童町 飲食店
紅茶の店リバーフロー 74-0211 稲荷町 紅茶専門店
神戸鉄板ダイニング　KŌJIN 72-2922 三橋町下百町 鉄板焼き・ステーキ
㈲幸楽 72-7203 有明町 食堂・仕出し・弁当・宴会・法事
さかな家そう馬柳川店 85-7888 三橋町柳河 飲食業（和食）
四季彩膳　彩羽 68-2029 三橋町高畑 日本料理
旬月 76-1188 大和町塩塚 和食・仕出し
末廣寿し 73-7076 三橋町蒲船津 寿し・仕出し店
寿し勝 72-1688 三橋町下百町 すし店
すずめのおやど 73-0966 三橋町下百町 飲食店
ステーキハウス　牛亭 73-8203 三橋町下百町 レストラン
スナック８eight 72-4445 三橋町下百町 飲食業(スナック)
スナックナオミ 73-5117 旭町 飲食業(スナック)
炭火焼肉　釜山 72-3730 三橋町藤吉 焼肉店
炭火焼肉笑家柳川店 73-2919 三橋町枝光 焼肉
炭焼ダイニングじとっこ 73-7200 三橋町下百町 宮崎地頭鶏・居酒屋メニュー
想咲ダイニングAtelier 74-1151 三橋町柳河 居酒屋
大福会館 76-3966 大和町中島 飲食店



大福寿司 76-0606 大和町栄 飲食店
立花うどん 73-1011 三橋町高畑 うどん・そば店
中華厨房　川龍 72-6153 三橋町今古賀 中華料理店
テロン 72-7707 京町 洋食レストラン
天祐丸 76-2588 大和町鷹ノ尾 寿司・会席・弁当
ナイトスポット加代 73-5800 三橋町下百町 飲食店（スナック）
ナイト・ローズ 72-7215 三橋町下百町 飲食店
なじみ 76-3348 大和町塩塚 飲食業・出前
ナマステ 72-6399 上宮永町 飲食店（カレー）
二鶴 72-3965 本町 飲食店
肉処　はる 080-6456-1129 三橋町藤吉 やき肉・定食・テイクアウト
にの家　柳川店 72-0202 三橋町高畑 飲食業（やきとり）
橋口屋 72-4791 隅町 飲食業（和食）
パティスリーさくら 74-3980 沖端町 洋菓子製造販売及び喫茶
ハンバーグの店　サフラン 73-1701 三橋町蒲船津 飲食業
ビストロ・ド・宰季 72-1080 三橋町高畑 飲食業
日の出屋 72-2437 三橋町高畑 うなぎ料理
福泉操 73-5760 三橋町下百町 和食・うなぎ
本庄屋 76-4760 大和町六合 鰻せいろむし
本陣 73-8248 三橋町下百町 やきとり
まつばや 76-3212 大和町中島 仕出し・飲食
まみる 85-9812 大和町徳益 飲食店
まるきん食堂 73-1678 柳町 飲食店
まる勝 73-6884 茂庵町 定食・ビビンバ・一品料理
万榮堂 72-5010 稲荷町 うなぎ屋
３６ｃａｆｅ 73-9855 中町 カフェ
民芸茶屋　六騎（うなぎ処） 72-0069 沖端町 飲食店
焼鳥十兵衛 73-9524 京町 飲食店(焼き鳥)
焼鳥匠 080-3954-7767 筑紫町 焼き鳥
焼肉なべしまゆめモール柳川店 72-2989 三橋町蒲船津 飲食（焼肉）
焼肉のさかぐち 76-4442 大和町中島 飲食
柳川よし 72-0402 隅町 飲食店
悠李 72-4961 上宮永町 飲食業
夜明茶屋 72-5321 稲荷町 飲食店及び鮮魚販売
ラウンジさくら 73-7727 三橋町下百町 飲食業
楽園　柳川 73-6060 三橋町下百町 飲食業・テイクアウト
ラ・ベール 73-9291 三橋町下百町 飲食店(スナック)
ランヴィエール勝島 73-9181 南長柄町 総合結婚式場
レストラン　辰己屋 73-1888 辻町 飲食店・洋食類・チャンポン・カツ丼
和食の店　しげちゃん 72-7722 三橋町下百町 飲食店
和食　山﨑 73-0003 椿原町 海鮮・肉料理

アイウラ 72-2158 中町 婦人服
暮らしのファッションかつき 72-2481 京町 婦人服販売
クラフトラボ 85-8611 東蒲池 刺繍・プリント

衣料・呉服



K-PORT 74-1510 三橋町今古賀 衣料品店
古賀新きもの館 72-7331 旭町 呉服販売レンタル・写真スタジオ
こっとんコットン 74-3708 間 衣料小物雑貨
コトブキヤ 72-4486 京町 婦人服・婦人雑貨販売
呉服のもろふじ 72-4272 袋町 呉服
さらや 76-2221 大和町鷹ノ尾 学生衣料
サンヨー衣料店 76-4394 大和町中島 小中学生服・婦人紳士服
ショップ　オズ 72-1137 三橋町蒲船津 婦人服販売
ステンシル 74-2929 三橋町今古賀 婦人服
ｓｏｉｌ　ｓｅｌｅｃｔ 85-9329 京町 服飾雑貨
ちゃんてぃっく 74-3985 城隅町 婦人服・アクセサリー・雑貨他
平川呉服店 76-3358 大和町中島 衣料・呉服
ファッション　あとりえ 75-6311 上宮永町 婦人服・バッグ・小物
ファッションショップないとう 76-3228 大和町中島 婦人服・小中学生服
ブティックアルベロ 72-4191 旭町 婦人服
ベビーあいうら 72-1335 辻町 ベビー用品と子供服販売
三好洋服店 72-1310 本町 学生服・体操服
モードコガ 72-2669 京町 婦人服
吉田衣料店 72-2972 京町 婦人服
ラヴィレコヤナギ 76-4415 大和町栄 婦人服・雑貨・ギフト小売
REVOLUTION柳川店 63-4365 三橋町五拾町 アメカジショップ

帽子と傘の和多屋 72-3607 京町 帽子・傘販売
与田本店 72-2473 蟹町 履物・合羽・長靴・シューズ

シンドウ時計宝石専門店 72-2052 本町 時計宝石・修理加工
原田トケイ店 76-3186 大和町中島 メガネ・時計・宝石・補聴器
ふれあい補聴器 85-1700 京町 補聴器販売
㈱メガネのヨネザワ柳川店 72-5951 本町 メガネ・補聴器・コンタクト
㈱メガネのヨネザワゆめモール柳川店 32-9253 三橋町蒲船津 メガネ・補聴器・コンタクト
メガネは野口屋官庁通店 72-6112 三橋町藤吉 メガネ・補聴器・色覚メガネ
メガネは野口屋京町本店 72-3147 京町 メガネ・補聴器・色覚メガネ
ＬＯＯＶコンタクト 75-4100 三橋町藤吉 メガネ・コンタクトレンズ販売

ありたや 72-2551 京町 陶器小売
寝具のしもかわ・サラダ館三橋店 74-5005 三橋町久末 寝具・贈答品
タイセー《大世》 73-0986 三橋町白鳥 ギフト

インテリア松藤 85-0058 大和町鷹ノ尾 内装
㈱大橋建設 74-4137 三橋町白鳥 リフォーム・住まいに関する物
小畠畳店 72-3175 三橋町高畑 新調畳表替裏返し・畳工事一式
快適住工房 72-0767 三橋町蒲船津 内装
㈲椛島畳店 72-5420 南浜武 畳表替
共栄住建 72-5820 下宮永町 リフォーム工事
古賀材木店 76-4505 大和町豊原 建築資材・住宅リフォーム・新築

建築・畳・内装

靴・帽子・鞄

時計・宝石・メガネ・補聴器

陶器・ギフト



佐藤木工所 76-1759 大和町明野 建具・家具一式フスマ張り替え
せんこや建具㈲ 72-2254 三橋町藤吉 建具製造施工販売業
畳工房　㈲野田物産 76-2192 大和町鷹ノ尾 畳新調・畳表替え・裏返し等
たたみやさん 73-6733 三橋町垂見 畳・襖・障子張替・製造業
中村建設㈱ 63-7096 三橋町江曲 建築業（新築・リフォーム等）
野口塗装店 74-0384 蒲生 建築塗装
㈱平河建材 76-0311 大和町中島 建築資材・サッシ販売
諸藤工業(同) 74-1055 三橋町久末 住宅機器・住宅改修
柳川サッシ販売㈱ 73-2718 大和町豊原 住宅資材販売・不動産
山田塗機産業 72-9570 下宮永町 建築塗装
㈲山田土木 72-0698 下宮永町 建設業
大和電化工事 76-3909 大和町鷹ノ尾 電気工事業
米田畳店 76-4614 大和町六合 新畳・畳表替え・畳裏返し

エコ電ＳＢＱ有明店 72-4317 有明町 家電販売
エコ電ＳＢＱ沖端店 72-3739 沖端町 家電販売・修理・工事
エコ電ＳＢＱ上宮永店 72-8181 上宮永町 家電製品販売
ＳＥＫ 72-0120 三橋町百町 家電小売り販売
エディオン　柳川徳益店 72-4734 大和町豊原 家電販売
金子電器商会 72-2870 隅町 家電販売・電気工事
椛島電化サービス 72-1597 南浜武 家庭電化製品販売
木下電器商会 76-1936 大和町中島 家電販売修理及び工事
しぶたでんき 73-1712 立石 家電販売
でんきのアズ柳川店 72-3115 西蒲池 家電専門店
電’Ｓあさひ 76-0321 大和町中島 家電製品販売
電’Ｓしまぞえ 73-3650 本城町 家電商品・リフォーム
電’Ｓニシダ 73-2789 本町 家電製品販売
電’Ｓはらだ 76-3754 大和町中島 家電販売・修理
松本電器商会 72-3457 有明町 家電品販売・電気工事業
㈲松本プランニング 76-3702 大和町豊原 家電販売・介護用品販売
㈲三橋電気 63-4227 三橋町五拾町 電気工事
村田電機商会 72-7603 三橋町蒲船津 電気工事他
元村電器 74-1380 間 家電商品

アジア商事㈲ 73-0115 三橋町高畑 住宅リフォーム・合併浄化槽工事・上下水道工事
阿志賀設備 73-9308 三橋町蒲船津 住宅用設備
㈲石橋設備 76-4607 大和町中島 住宅用設備工事・ガス販売
㈱太田設備工業 73-0402 久々原 管工事
ＫＤＡ古賀住宅設備 74-1872 本城町 住宅機器・上下水道工事
古賀圭治商店 72-2325 矢留町 燃料販売・住宅設備機器販売取付
古賀政商店 72-2542 東魚屋町 ＬＰガス販売
西日本ガス㈱ 74-1414 新外町 ガス器具のみ
㈲原田プロパン 76-3717 大和町中島 ガス販売・住宅設備
㈱ヒラカワ 76-4191 大和町塩塚 ＬＰガス・リフォーム・石油製品
藤木商店 76-3243 大和町六合 食料品・プロパンガス

電器

住宅用機器・ガス・水道



㈱マツウラ 73-3964 三橋町江曲 消火器他

H．R．D柳川商店 88-9952 大和町鷹ノ尾 インターネット・防犯カメラ
ドコモショップ柳川店 72-8088 本城町 携帯電話販売
ソフトバンク柳川 74-1471 三橋町江曲 ソフトバンクショップ

古賀ふとん店 72-2875 旭町 寝具インテリア
寝装・インテリア　だいわ 76-3021 大和町塩塚 寝装インテリア
とがみふとん店 76-0501 大和町六合 寝装寝具店
中島ふとん店 73-3142 細工町 寝具インテリア
ふくとく綿業 72-2866 蟹町 製綿・寝装品販売

㈲阿久根自動車 72-2281 三橋町白鳥 自動車修理
旭ボデー 74-0403 大浜町 自動車鈑金
有明自動車整備工場 72-6454 有明町 自動車整備販売
㈱大坪自動車 76-1016 大和町中島 自動車販売・車検・鈑金・修理
カーショップスリーセブン 74-3777 東蒲池 自動車販売・整備
カーメイク本園 75-4552 立石 自動車修理業
河口モータース 76-0609 大和町鷹ノ尾 二輪四輪修理販売業
グランドスラムマニアック柳川 74-5132 矢加部 カー用品店
車のスーパーくるまやさん 73-6003 三橋町柳河 車販売・整備・車検
車の総販　柳川店 32-9939 三橋町柳河 車輌販売・整備
㈱ケイ・スタイル 72-4798 三橋町久末 車検・修理・鈑金塗装
㈲サクラギ自動車 73-3138 大和町徳益 中古車・修理・車検
車検のコバック柳川店 73-7341 本町 車検・整備・鈑金・塗装
大輪車輌 32-8823 高島 自動車販売整備
高田ホンダ商会 72-6657 三橋町久末 自転車バイク販売修理
タックス柳川 73-9393 間 販売車検整備一般修理鈑金保険他
ティ・プラン 85-8488 弥四郎町 自動車販売
㈱東洋モータース 72-4565 筑紫町 自動車整備業
中島自動車㈱ 64-8776 三橋町吉開 自動車新車・中古車・車検・鈑金
ひびき自動車 32-9670 立石 自動車販売整備
㈱ヒラカワ　Ｃａｒ　Ｓｍｉｌｅ 72-2611 大和町徳益 車販売・車検・鈑金・一般整備
㈲福永車体整備 72-0592 東蒲池 自動車鈑金塗装
㈲ホンダフレンドリー柳川店 73-5155 佃町 自動車販売店
ますなが商会 72-8882 三橋町五拾町 自動車整備販売
待鳥自動車整備工場 73-5168 筑紫町 自動車販売・整備・鈑金
三橋自動車 72-4071 三橋町白鳥 自動車
YAMASAKI 76-0533 大和町鷹ノ尾 自動車整備販売
㈱ランテル 73-2111 三橋町枝光 自動車部品・タイヤ

金沢屋スポーツ 72-2303 京町 スポーツ用品
光富スポーツ柳川店 74-3515 本町 スポーツ用品店
柳川スポーツ 74-0275 三橋町下百町 スポーツ用品・学校制服

スポーツ

本・文具・CD

情報・通信機器

家具・寝具インテリア

自動車・バイク・自転車



甲斐田レコード店 72-2677 辻町 ＣＤ販売
ヒロマツ文具店 72-5723 茂庵町 文具・事務用品
本と文具のトミヤ 73-1133 京町 本(書籍・雑誌・文具)

江崎工房 74-2008 三橋町枝光 盆提灯製造卸節句物販売
紙久本店 72-2651 旭町 雛人形・羽子板・破魔弓・さげもん
㈱タルミ 72-5281 蒲生 節句・提灯小売

白谷印刷所 76-2535 大和町鷹ノ尾 各種印刷

小川楽器㈱ 74-0333 京町 楽器・楽譜等
㈲ステージ 73-0377 上宮永町 音響・照明機材レンタル業

有明交通㈱ 76-3310 大和町中島 貸切バス・タクシー・旅行
九州トラベル㈱ 76-0556 大和町中島 旅行業
久留米西鉄タクシー㈱ 72-2949 北長柄町 タクシー業
昭和タクシー㈱ 73-2024 本町 タクシー業
大洋旅行 74-4700 大和町徳益 旅行業
みつはし観光バス 75-4850 西浜武 貸切バス
柳川観光タクシー 73-6157 三橋町下百町 タクシー業
柳川観光バス 73-5151 東蒲池 貸切バス
やまと．バス 76-3303 大和町中島 貸切バス事業
柳城観光バス 73-1890 下宮永町 貸切バス
柳城トラベルズ 73-1963 下宮永町 旅行・バスツアー

荒牧生花店 76-3006 大和町中島 生花店
カネキン花店 72-2639 稲荷町 生花販売
柳川フラワーペット園 72-5753 旭町 園芸用品・切花
㈲与田生花造花店 72-2209 東魚屋町 生花店
Ｌｉｆｅ・Ｇａｒｄｅｎ花らんらん 74-0117 三橋町棚町 花小売業

介護用品サンコー 74-4707 筑紫町 介護用品販売・住宅改修工事
介護用品のみらい 75-5011 三橋町下百町 介護用品レンタル販売・改修工事

アムズヘアーファム 76-0209 大和町中島 美容業
ｉｙａｓｈｉｃｏ 72-7607 西魚屋町 エステ
エステティックサロンＲｏｔａｓ 74-3637 三橋町高畑 エステ化粧品・下着
エステルームかれん 74-5389 三橋町吉開 エステティックサロン
サロン　ド　ベル 76-5678 大和町鷹ノ尾 美容業
ジョイフル美容室 73-0779 間 美容業・化粧品・水素水
昭和のとこ屋さん 73-1771 稲荷町 理容店
脱毛専門店ｅｔｅｒｎｉｔｙ 090-1349-8088 京町 全身・ＶＩＯ・泡パック脱毛
なにわ美容院 72-2919 旭町 美容業
ハープヘアー 76-5856 大和町鷹ノ尾 美容室
ビューティハウスピア 73-7607 筑紫町 美容業

花

介護用品

理容・美容・エステ

玩具・節句

カメラ・印刷

楽器・音響

タクシー・バス・旅行



美容室髪工房 72-1764 三橋町下百町 美容室
美容室HANAKO 74-2607 三橋町藤吉 美容室
美容室U-se（ユゥズ） 76-0270 大和町栄 美容室
フク美容室 73-9535 三橋町高畑 美容室
ヘアーサロン　ヒラタ 76-0887 大和町塩塚 理容業
ヘアーディーディーフォルム 88-9507 三橋町蒲船津 ヘアー・まつエク・まつ毛パーマ
ヘアーメイク・ヴェルディ 72-3974 本城町 美容業
ＬｉｍａＳａｒｉ 72-5477 間 美容室

㈱アトム総合不動産 74-8555 三橋町百町 不動産

木原釣具商会 73-8604 上宮永町 釣具・エサ販売
㈱タケシタ 76-0703 大和町鷹ノ尾 漁業用品・海苔種培養かき殻
水郷柳川観光 73-4343 三橋町下百町 川下り遊覧船
柳川観光開発㈱ 72-6177 三橋町高畑 観光サービス業・柳川川下り

宰府屋旅館 72-2424 椿原町 宿泊・飲食
柳川温泉ホテル輝泉荘 73-3182 三橋町柳河 飲食店・日帰り温泉
柳川　白柳荘 73-1188 新町 旅館・レストラン
柳川藩主立花邸　御花 73-2189 新外町 料亭・旅館

㈲近藤金物店 72-2210 新船津町 土木建築資材・工具・刃物
篠倉金物店 72-3671 三橋町垂見 金物・硝子

北原珠算教室 72-8605 西浜武 珠算教室（年長さんより）

今村仏壇店 73-6998 茂庵町 仏壇仏具神具小売・仏壇製造修復
㈱川口仏壇店 72-0028 三橋町下百町 仏壇・仏具・提灯・神棚
田中仏具店 72-3537 中町 仏壇・仏具製造販売
はら仏壇店 74-1678 三橋町枝光 仏壇仏具製造小売

システムサポート柳川 74-2345 金納 パソコン及び周辺機器販売

内村石油店 72-7896 西浜武 ガソリンスタンド
木原石油 72-1516 間 ガソリンスタンド
㈲古賀石油店 72-5745 西浜武 ガソリンスタンド
古賀石油配送 76-3933 大和町明野 石油製品配送
ＪＡ柳川　むつごろうＳＳ 72-2212 上宮永町 ガソリンスタンド
㈲タカラベ 72-7844 三橋町柳河 ガソリンスタンド
原石油 72-3086 金納 ガソリン・灯油・タイヤ・オイル
㈱ヒラカワ奥州町給油所 74-5838 奥州町 ガソリンスタンド
㈱ヒラカワ大和町給油所 76-4191 大和町塩塚 ガソリンスタンド

ホームドライアスタラビスタ大和店 080-4057-7560 大和町鷹ノ尾 クリーニング業
ホームドライ徳益店 080-4058-0781 大和町徳益 クリーニング業

金物・刃物

教育

仏壇・仏具

パソコン修理

ガソリン

クリーニング

不動産

レジャー

ホテル・旅館



ホームドライ三橋店 080-4057-6647 三橋町垂見 クリーニング業
ホームドライ宮永町店 080-4058-7675 上宮永町 クリーニング業
ホームドライ柳川ショッピングモール店 080-4057-8911 三橋町藤吉 クリーニング業
ホームドライゆめモール柳川店 080-4057-9029 三橋町蒲船津 クリーニング業
ホワイト急便コスモス柳川三橋店 73-0577 三橋町蒲船津 クリーニング業
ホワイト急便ドラモリ柳川店 73-8121 大和町徳益 クリーニング業
ホワイト急便柳川病院前店 74-1148 筑紫町 クリーニング業

松本鍼灸整骨院 69-9207 大和町豊原 整骨院業務・サービス
みさき整体院 73-8830 三橋町下百町 整体
りゅう整体院 73-8587 吉富町 整体施術

くらしの応援社 85-9675 筑紫町 生活支援サービス・便利屋
ＮＥＸＴＲＩＧＧＥＲ 080-3950-5175 三橋町磯鳥 ハウスクリーニング
㈱フカマチ 72-4350 上宮永町 家の中．店舗．倉庫．整理　廃棄物回収

㈱天光社　かまち式場 0120-735-109 三橋町柳河 葬祭業
㈱天光社　千の風　宮永式場 0120-735-109 上宮永町 葬祭業
㈱天光社　千の風　三橋式場 0120-735-109 三橋町蒲船津 葬祭業
㈱天光社　大和式場 0120-735-109 大和町鷹ノ尾 葬祭業
㈱白雲社　やながわホール 58-7700 三橋町藤吉 御供物・供養品・御供花

北原みやげ店 72-2876 沖端町 土産品販売
サカタ商会 72-5123 筑紫町 土産販売
のださん 73-1305 京町 さげもん手芸材料
ハラダ 73-2237 辻町 化粧品・手芸材料
柳川市観光協会 73-2145 沖端町 観光土産品
やすとく屋糸店 72-2668 上町 まりさげもん一式材料店

池上写真館 72-2786 鍛冶屋町 写真一般
冨重柳陽写真場 72-2556 隅町 写真撮影業
にしだ写真館 72-3568 本城町 写真館

竹重印房 72-4665 本町 印章業（はんこ）
はん　福栄堂 76-4649 大和町塩塚 印判業

ＪＡ柳川　寄覧館 74-2000 上宮永町 資材販売
ＪＡ柳川　センドくんストア 76-0042 大和町栄 資材販売

剪伐工業 72-0375 柳町 植木・自動車・レンタカー

資材販売

除草・剪定

整骨院・整体院

ハウスクリーニング・資源回収・便利屋

葬儀場

手芸・土産品

写真

印鑑


