
頭文字 事業所No 事業所名 住所

1 アートスタジオすぎやま 糒棚木78-1

2 Ｒショップほんだ 伊加利1646-9

3 IS進学セミナー 本町4-19

4 ＩＭ電子パーツ 伊田5000

5 相部広告（株） 伊田3504

6 （株）赤尾建材　 春日町2-10

7 秋月屋呉服店 本町10-18

8 アキヤマ 魚町8-20

9 秋吉整形外科 春日町2-4

10 あけぼの荘 夏吉142-1F

11 朝日新聞後藤寺専売所 奈良257-9

12 朝陽整骨院 大字夏吉1198-1

13 あさひ補聴器 魚町8-21

14 アシスト 桜町13-42

15 味よし 伊田町16-2-1F

17 あったかパソコン教室田川校 本町4-19

18 （有）アトモス 川宮1448-3

19 アベタ後藤寺店 本町3-9

20 天野タイヤ修理工場 上本町9-40

21 アラキスポーツ 位登1427

22 アルソア萌音 位登1262-1

649 あんかどう 伊田町5-13

23 イーグル 丸山町4-14

24 ㈲イーダッシュ 魚町13-12

25 ㈲EDJAPAN．COM 大字川宮932番地1

26 居酒屋　匠の里 伊田2337-2

27 居酒屋　花野の香 中央町6-51

29 諌山鮮魚店 伊田4968-12

30 ㈱石川組 奈良1587-95

31 （名）石川商店川宮店 川宮477-1

32 （有）石原商会 本町3-14

647 ism 日の出町3-8　サンライズ伊田101

33 潮来寿司 本町3-10

34 伊田商店街振興組合 伊田町12-6

35 一路 番田町3-23

36 一休庵 伊田5000

37 ㈱井筒屋　田川ショップ 日の出町1-3

38 伊藤歯科医院 桜町16-45
677 犬の美容室　卑弥呼 奈良292-3

40 井上商店 伊田4457-5

41 ㈲井上薫商店 大字伊加利2204-15

42 井上商店 大字川宮天神島329-5

43 井上鍼灸院 番田町4-24

44 INOHZA ROCKET 猪国1711-2

45 ㈲イノベーションユニット モダン美容室 寿町6番31号

46 （有）今川工務店 伊田町4-25

47 今村茶舗 本町8-1

48 いろは食肉店 日の出町8-12

49 岩井種苗店 伊田町9-1
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50 岩崎畳店 夏吉285

51 ㈲石見商会 栄町2-8

52 インテリア大幸 番田町1-37

53 WINギフト本舗 本町9-1 平木1F

54 （有）植木プロパン 伊田4926-1

661 ㈱ウエスト　田川店　うどんコーナー 川宮55-1

55 ㈱ウエスト　田川店　焼肉コーナー 川宮79ｰ2

56 （株）上田広士本店 大字糒824-7

57 ㈱上原米穀 夏吉3062-1

58 魚島成美堂 伊田町14-16

59 牛島園 桜町4-11

60 海と大地 大字糒1907-29

62 梅林商店 夏吉194

63 APE'S　HAIR 大字伊田4869-1

64 ＡＩデンキ 位登1607-6

65 エストスパゲテイハウス 弓削田332-1

66 (有)エトウ商店 伊田町15-32

67 江藤酒店 平松町14-2

68 江藤石油 弓削田233-5

69 （株）エムオート 大字夏吉1412-1

70 エリカ美容室 日の出町5-30

71 ㈱エルアンドエー 大字弓削田1773-2

72 エルム美容室 夏吉262-1

73 艶歌 川宮1774-1

74 大井物産㈱（大井たたみ工房） 糒2099-1

75 大浦薬店 丸山町5-11

76 おおかげクリーニング 夏吉296-5

77 大蔵薬局　宮尾店 宮尾町10-13

78 大澤商店 上本町5-57

79 （株）オー・ジー・ドリーム 弓削田3790-1-2F

80 おおしま美容室 本町11-16

81 OOJA 伊田町4-7山本観光ﾋﾞﾙ1F

82 太田電器商会 栄町6-8

83 太田電器 魚町1-2

84 太田米穀店 位登280-1

85 おおみ屋洋品店 栄町4-53

86 おおもり電器 魚町8-13

87 大山ホルモンセンター 伊田2721

88 小方刃物店 日の出町10-15

90 奥畳工業 伊田1127

91 小倉協栄社 弓削田679-2

92 お好み焼　夢や 伊田1499-1

93 （有）尾崎塗料 伊田町8-10

94 お酒のサンヨー田川店 中央町5-45

95 おしうり 伊田5000

96 おしゃれのぱとろーる 魚町8-27 三愛ﾋﾞﾙ1F

98 (株)オフィスドリーム 川宮1699-28

99 お弁当のさくら 上本町4-37

100 ㈲思い出・ケアサービス 大字弓削田525-1
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101 オモチャハウスなかしま 本町3-11

102 海鮮茶屋 番田町4-35

667 海鮮料理　ながひろ 夏吉453-2

104 コクサイ商事㈱家具のコクサイ 夏吉395-2

105 加治酒店 弓削田1312-1

648 かじ内科クリニック 上本町7-7

106 柏木商事(有)柏木電器 川宮1672-9

107 ㈱柏木商店　魚町店 魚町10-24

108 ㈱柏木商店　本家山賊鍋田川本店 伊加利六反田2101ｰ2

109 ㈱柏木商店　メルクス田川店 川宮1711-7

110 ㈱柏木商店　本家山賊鍋田川バイパス店 伊田4650-1

111 梶原工芸 大黒町9-42

112 梶原鮮魚店 丸山町15-28

113 ガスト田川店 川宮1693-2

114 華扇 番田町7-3

115 がぜん 魚町10-24-1F

116 片桐ガラス 夏吉111-3

117 カットイン杉原 新町25-14

118 カットインたかし 寿町6-38

119 カットスタジオＭｉｉｓｈａ 弓削田1492-3

120 カットハウス田浦 川宮1494

121 金川農産物直売所及び購買店舗 夏吉1770-3

122 金沢石油㈱ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ田川ＢＰＳＳ 大字夏吉1859-1

123 ガネーシャ キッチン 伊田町6-25

124 かねしげ商店 日の出町2-8

125 カフェドグレコ 日の出町7-2

126 ガマチデンキ 上本町3-33

128 髪技 弓削田669-26

130 からあげ竹内 伊田1506

673 karaokeBar12 伊田町2-33 山本観光十七番ﾋﾞﾙ2階

660 ガレージ塚原 奈良127-1

131 ㈲クリア カレーハウスCoCo壱番屋 大字川宮1699-27

132 川上米穀店 伊田4533

133 河底酒店 川宮1645-1

671 川原商店　馬肉専門店 猪国445

134 （株）北九州日産モーター　筑豊営業所 弓削田255-5

135 生粋 伊田町10-7

136 城戸酒店 伊田3938-1

137 （有）木戸自動車整備工場 夏吉1786-1

138 城戸商店 弓削田2988

139 きぬや呉服店 大字伊田2258-14

140 ギフト　トマト館 伊田4951-4

141 ギフトのひさつぐ 伊田町9-29

142 ギフトブランド館ユーテイ田川店 新町9-22

143 キベ洋品店 本町8-5

144 木村洋行カメラ店 本町6-17

145 木村カメラ商会 伊田町8-7

147 きもと釣具ぺツト店 伊田町6-27

650 キャトルリーブス 川宮459

か

き



頭文字 事業所No 事業所名 住所

田川市物価高騰対策市民生活応援商品券　取扱店舗一覧（50音順）　11月16日現在

148 （有）九州観光バス 桜町530-1

149 （有）九州白蓮社 奈良2003-8

150 九石プロパンガス（株）田川営業所 糒28-5

152 京呉服のおの屋 伊田町9-27

153 京屋衣料品店 伊田町11-18

154 （医）恭和会 後野医院 夏吉262-7

155 串屋　とり啓 春日町1-23-1

156 楠野鮮魚店 魚町10-4

157 くすりのコーエイ　伊田店 新町23-47

663 くすりのコーエイ　川宮店 川宮1045-1

664 くすりのコーエイ　後藤寺店 西本町1266

665 くすりのコーエイ　メルクス田川店 川宮1716

666 くすりのコーエイ　三井伊田店 伊田2713-2

672 くすりの大信　サンリブ田川店 川宮1693-1

158 熊本食料品店 伊田町15-5

159 クリーニングハウスアツプル 伊田4484-1

160 グリーンハウスシユガーポツト 川宮11-3

161 車工房　鬼丸 猪国2021-1

162 クロネコ理容 魚町14-5

163 クロレラ食品田川販売㈲ 伊田3687

164 ㈱ケアサポート 大字伊田1610-14ｸｲｰﾝﾊｲﾂK Ⅳ102号

165 渓月堂 日の出町10-12

166 K・ファクトリー 伊田4478-2

167 CORE 魚町5-13

168 光洲楽 伊田1286-1

169 合同会社　加生 大字伊田2736-1

170 合同ガス（株） 伊田2824

171 公之鶏 大字伊田1013-1

172 幸和調剤薬局 弓削田3235ｰ1

173 ゴールデンゲイトクリーニング 新町17-31

175 古賀生花店 本町7-19

176 国際工芸（株） 夏吉395-2

177 後藤商店 伊田4473-12
670 ごとうじ整骨院 本町3-19 1F

179 （名）後藤自動車 大字弓削田3614番地の1

180 ㈱寿総合建設 川宮364

181 （有）小林住宅産業 伊加利2195-40

183 小原酒店 川宮1593-2

184 小料理　扇華 上本町2-42

185 是澤印刷（株）田川本社 伊加利1824-20

186 コロッケ倶楽部・川宮店 大字川宮字原463-4

187 コンパ 伊田町16-20

188 コンビニエンスストア　ジンナイ 伊田町7-12

189 酒井種苗店 白鳥町6-5

193 桜井歯科医院 番田町7

194 ザザホラヤ田川本店 夏吉1410-1

195 ささや履物店 本町2-5

196 （医）佐竹眼科クリニック 大字奈良268-1

197 佐竹歯科医院 本町1-39
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198 佐藤クリーニング店 伊田町4-22

199 サトウメガネ後藤寺店 上本町2-1

200 ㈱佐野疊屋 大字伊加利1697-1

201 ザ・ブリティッシュヒルズ 栄町3178-1

203 ザワインハウス汐路 春日町1-13

205 （有）三栄石販 夏吉1186-3

206 （有）東京海上火災保険代理店　三共燃料 伊田5000

207 サンコー調剤東田川薬局 日の出町7ｰ17

208 （有）サンフーズ 伊加利1805-21

209 サンリブ田川店 川宮1693-1

210 （株）サンレー　田川紫雲閣 伊加利1838-1

211 サンロイヤル田川フジ 上本町5-56

659 CEサロン　Ma Belle 川宮1352-4

212 CEサロン　ワンデイウノ 弓削田1784-2

213 椎木酒店 伊田町16-11

678 JAたがわ　伊田支所 伊田3550

679 JAたがわ　後藤寺支所 奈良266

680 JAたがわ　農機燃料課 伊田3550

681 JAたがわ　生活課 伊田3550

682 JAたがわ　金川SS 夏吉1770-3

214 ｃｈｅｒｉｅ　Ｒｅｖｅ 奈良49-7

215 四季会席　好日庵 大字弓削田関の山3782-1

216 敷村酒店 伊田2721

217 重藤写真館 魚町3-1

218 至誠堂印房 千代町2-8

219 しぜん屋 伊田3683-4

220 仕出しセンター大栄 中央町3203-1

221 篠原茶舗 魚町1-5

222 篠原精米店 白鳥町6-25

223 篠原プロパン 日の出町3-12

224 島立酒店 伊田2721

225 嶋野商会 伊田町2-18

226 下川理容店 宮尾町1-16

668 シャトレーゼ田川バイパス店 糒18-2

227 蛇の目寿司 伊田町8-9

230 十二祖パン 西本町4-48

232 酒多菜屋　Chiika 日の出町5-24

233 酒房　勇魚 伊田町9-14 第3扇ﾋﾞﾙ1F

658 旬香酒灯 伊田4115-3

234 ㈲純正堂薬局 奈良1714ｰ1

235 将きち 夏吉339-1

237 ショコラ 栄町5-15

238 白石鮮魚店 宮尾町1-14

239 白鳥モータース株式会社 宮尾町5-20

240 公益社団法人田川地区ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 大字川宮1474-1

236 （株）新栄石油商会 大字位登257-2

241 （有）真元電器 夏吉194

242 新生堂 本町15-29

243 寝装品の秋月屋 本町10-17
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244 （株）水交舎 川宮420-1

245 スウイング 川宮1654-10

246 スーパー川食糒店 大字糒字一ヶ谷2302番地3

247 スーパー川食川宮店 大字川宮字川原797-1

248 スーパー川食後藤寺店 平松町1797番地202

249 スーパー三和 伊田2793-1

250 すがの化粧品店 本町13-22

251 資さんうどん田川店 川宮710-34

252 すし処　富蔵 日の出町5-20

253 すしの駅田川店 大字伊加利2043-3

254 （株）スタージヤパン　田川夏吉本店 夏吉869-1

255 スター美容室 日の出町6-12

256 ストロベリーコーンズ田川中央店 伊田町2-16-1F

257 スナック　マハール 伊田町4-10 ﾘｷﾋﾞﾙ1F

258 スナックMie 伊田町4-6山本観光天国ﾋﾞﾙ1F

259 スバルオート田川 伊加利935-1

260 スポーツモードオガキ 伊田町10-1

262 炭火やきとり　よしむら 桜町4-7

263 炭火焼肉仙里 奈良1797-411

264 すみやクマガイ薬品 上本町2-1

265 （有）西乳商事 夏吉3350

267 セブンイレブン田川伊加利店 大字伊加利2025番16

268 セブンイレブン田川三井伊田店 伊田2741-16

269 セブンイレブン田川伊田大橋店 伊田3448-4

270 セブンイレブン田川伊田店 伊田4517-1

271 セブンイレブン田川松原店 伊田4922-2

272 セブンイレブン田川夏吉店 夏吉332-1

655 セブンイレブン田川バイパスみそぎ店 夏吉1407-1

645 セブンイレブン田川日の出町店 日の出町1-3

273 セブンイレブン田川糒店 大字糒1913-3

274 セブンイレブン田川見立店 大字弓削田3314-1

275 セブンイレブン田川弓削田店 大字弓削田3514-1

276 セブンイレブン田川猪位金店 大字位登1490-1

277 セブンイレブン田川後藤寺店 大字奈良256-1

279 ＳＥＬＥＣＴ　Ｋ 伊田町2980-17山本観光財山閣ﾋﾞﾙ1F

280 鮮魚の穴井 本町8-3

281 千昌 伊田5000

282 船場 魚町6-20

283 総合石油新橋ＳＳ 伊田3503

284 園村商店 猪国1567

285 本場韓国焼肉宋家 大字夏吉869-1

286 Ｄａｒｔｓ＆ｃａｆｅ　Ｂｌｕｅ 川宮918-8ｳｴﾀﾞﾋﾞﾙⅡ

287 大月堂伊田駅前店 伊田町14-17

288 大月堂橘通り店 伊田町9-25

289 大月堂弓削田店 弓削田1468番地

290 大月堂本町店 伊田町7-3

291 ㈱ダイシンガス 白鳥町1-2

292 ダイナー 大字夏吉1733-1

293 DINNING BAR　SEA-DREAM 川宮531-4
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294 大福食堂 伊田5000

295 タイヤシヨツプ桜町 川宮1067-2

296 太陽シルバーサービス㈱筑豊営業所 大字川宮1200番地

297 太陽セランド（株） 川宮1200

298 貴ノ花 川宮1776-1

299 高橋販売店 位登

300 高松園 伊田4969

301 （株）高山本店 栄町3-3

302 （株）田川卸センター 大字伊田1284-3

303 田川伊田駅舎のパン屋さん●イタパン● 田川市大字伊田2621-3 田川伊田駅舎1F

651 有限会社　田川衛生工業 伊田4762

304 田川構内自動車㈱ 栄町2-15

305 田川Gパンセンター後藤寺店 上本町3-17

307 田川診療所 新町11-15

308 田川地区毎日オリコミセンター 上本町11-31

309 (有)田川チャンスセンター 伊田町5-13

310 田川フォート 伊田4969

311 田川ヨコハマタイヤ㈱夏吉店 夏吉1338

312 田川ヨコハマタイヤ㈱本店 弓削田3609

314 ㈲タクト 大字弓削田3237

315 田蔵 番田町3085

643 たけ歯科こども歯科 弓削田1740

316 武石時計店 魚町9-2

656 有限会社　竹下衛生舎 伊田5052-1

317 タケシタ調剤薬局　後藤寺店 上本町11-31

318 田代精肉店 川宮1494

319 太助寿司 本町6-20

320 （有）立花自動車 伊田4451

321 ㈲橘商店 魚町13-15

322 たつ 奈良1853

323 田中菓子製造所 白鳥町1-14

324 田中外科医院 春日町1-7

325 ㈱田中呉服店 伊田町9-23

326 田中商店 本町8-2

327 たなか生花店 伊田5007

329 田中内科医院 魚町4-25

330 田中内科小児科医院 弓削田3141-1

332 田中屋酒店 奈良1783

333 棚牡丹 千代町8-4

334 （株）谷口石油 弓削田1468-1

335 ㈱田丸自動車整備工場 弓削田242-1

336 稚加栄 番田町6-23

652 筑豊衛生株式会社 伊田4937

337 (有)チクホウ商事 宮尾町11-11

338 筑豊トーヨー住器㈱ 桜町16番36号

339 ㈲チタール ヴィアン 伊田町14-6

341 ㈱チャイムスポット 本町7-16

342 （株）中央パーツセンター 川宮1758-13

343 中華そば天竺 伊加利2195-40

ち
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344 （株）チョイス　ろくの家田川松原店 伊田4871-1

345 ちんちきチキン 伊田町7-9

346 ツインバード 伊田町15-3-1F

347 社会福祉法人つくしの里福祉会 大字川宮1524-10

348 ㈱ツシマ 伊田2422-7

349 つねきう化粧品店 伊田町14-13
350 Ｔ・Ｋレンズセンター 桜町13-11

351 デインプル 千代町8-41

352 ㈱デザインステーション 伊田町2621-1田川伊田駅舎

353 手島薬品（株） 本町8-6

354 手島薬品　みなみ薬局 本町9ｰ1

355 手島薬局 平松町2003ｰ61

356 手作りケーキの店　ノエル 大字糒1700-50

358 でんきのパワフル夏吉店 大字夏吉194-254

359 土井鍼灸整骨院 伊加利2043-3

360 東洋ドライ　総合庁舎前 伊田5000-28

361 東洋ドライ下河営業所 白鳥町7-26

362 東洋ドライ本町営業所 本町1-24

363 東洋ドライパセリ店 伊田2736-65

364 トータルビューティールーム フルール 伊田4964

365 童夢 新町11-14-1F

366 ㈲時川調剤薬局 弓削田217ｰ1

367 ㈱徳野 平松町2060-85-1F

368 時計宝石のソノダ 伊加利2034-7

369 ドコモショップ伊田店 伊田3557-2

370 ドコモシヨツプ田川バイパス店 大字糒18-2

371 トシロー美容室タチバナ 伊田4976

372 トツプオオギ 魚町8-29

373 トップ高木 新町17-12

374 富高商店 川宮1591-10

375 冨田ふとん店 丸山町14-52

376 友松美容院 川宮1650-1

377 トヨタカローラ博多 千代町2035-28

378 スーパーセンタートライアル田川店 大字伊田4616番地

379 スーパーセンタートライアル田川後藤寺店 位登1751-2

380 とらいあんぐる 上本町1-30

381 ドラッグコスモス田川松原店 伊田4954-3

382 ドラッグコスモス田川バイパス店 糒21-1

383 ドラッグコスモス後藤寺店 桜町3-33

384 ㈱トラベルウィズ 平松町13番76号

385 とり茶 本町7-4

386 鳥丸呉服店 夏吉235-1

387 とんかつ濱かつ田川夏吉店 夏吉477-2

388 中家自動車販売 弓削田533-11

389 中上食料品店 伊田778-1

390 中嶋米穀店 栄町7-21

391 ㈱ながしま 伊田4143-1

392 （有）中島金物 白鳥町6-1

393 中島鮮魚店 白鳥町1-9
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394 中野自動車 伊田4642

395 ナガノ模型 伊加利1590

396 ナカノ洋品店 新町19-5

397 ながの洋品店 伊田町11

398 ㈱ナカハタ田川鉄砲町給油所 鉄砲町

399 中畑額縁店 伊田町6-29

400 ナガマツ美容室 本町15-5

401 仲摩時計店 本町4-22

403 中村硝子 川宮1056-2

404 中村産業㈱ 弓削田80

405 （名）中村商店 猪国1428

406 ナカヤ美容室 千代町10-31

407 仲山漢方薬店 糒1700-51

408 ナショナルハウス 大黒町3-3

409 ナフコ・ホームセンター田川店 川宮1720-1

410 ナポリ 伊田町16-20-1F

411 (有)西村園茶舗 上本町2-5

657 株式会社西日本ナック 伊田4937

646 ニトリ　サンリブ田川店 川宮1693-1　サンリブ田川　２F

413 ニューゼネラル商事㈱ 春日町9-6

414 ニュータガワ 本町3-22

415 人形の御木 伊田2741-11

418 野中硝子 川宮1233-7

419 野村 伊田町16-20

420 HERS cosmetics 宮尾町653-1SUNLINE春日橋B

420 バアレー動物病院 伊田2748-26

675 Burg 1059 伊田4911-1

421 バイク屋まるい 奈良2003-1

676 HOW　大法山病院店 猪国690

422 はかたやフアツシヨン雑貨 伊田町9-24

423 ㈱ハシモト 桜町13-36

424 （株）長谷川仏壇店　田川店 伊田町2-16

425 鮨処　八幡茶屋 伊田町3052-1三愛ﾋﾞﾙ1F

426 ㈲八谷商事 大字夏吉384

427 パティスリーマルシェ 弓削田332-6

669 バードコーヒー 大字伊田2717 鎮西団地内店舗9009

674 華さん食堂　夏吉店 夏吉194-18

428 花のオガタ 伊田町15-18

429 （有）英設備工業 伊田4141-4

430 花味 伊田4883-2

431 ㈲花水商店 伊田町15-7

432 馬場茶舗 伊田町15-32

433 原田鮮魚松原店 伊田5000

434 原田米穀店 弓削田183

435 原田睦美商店 伊田1480

436 ㈱明屋書店　伊加利店 伊加利2011

437 ㈱ハローディ　田川店　 川宮1715

438 （株）阪神ミート　後藤寺店 本町8-12

439 半田商店 川宮1636
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440 ビー・メルシー 本町8-8-2F

441 東町珈琲焙煎所＋C 大字夏吉339-1

442 東町美容室 夏吉246

443 ひかり－整体 大字伊田2560-35

444 久次商店 伊田町9-30

445 美サロンきはら田川店 糒1907-29

446 日高酒店 白鳥町2-32

447 ビッグベアーズピザ田川店 大字夏吉1358-5

448 日隈豆腐店 川宮1637-1

662 日の出クリニック 伊田428

449 ｐｉｐｉ 大字夏吉499-2

451 ビユーテイールームレモン 宮尾町1-16

452 ビューティードクタークレオ 宮尾町5-5

453 ビューティーライフウエキ 大黒町3-1

454 俵口種苗園 番田町9-22

455 美容室　IKｓ 白鳥町1-13

457 サンヨー工機（株）　美容ピュア田川店 夏吉422-10

458 ㈱ひよ子サンリブ田川店 川宮1693-1

459 ひよ子本舗吉野堂伊田店 番田町5-32

460 平岡モータース 川宮1294-4

461 ヒラオカ美容室本店 本町6-14

462 平林建材店 大字伊田1904-2

463 FASHION HOUSE それいゆ 本町10番16号

464 ファミリヤ 上本町4-44

465 （有）フィット 大字伊加利2034番地の42

466 プー・ア・プー美容室 伊田町11-13

467 （株）フォース 大字夏吉1367-3

468 フォトマジック 伊田1904-2

129 フォトスタジオ銀陽 本町3-16

469 深見理髪店 弓削田2800

470 福家ドレス 本町8-14

471 福井薬局 本町3-9

472 （株）福岡クボタ　田川営業所 弓削田251

473 福岡トヨペット（株）田川支店 川宮字大藪1760-6

474 福島ミート 伊田町6-27

642 ふくみや 伊田2651

475 （株）福屋 伊田2721

476 (有)福山興産 川宮1323

477 藤川忠電器 丸山町2-6-5

479 藤本テレビサービス 川宮2-12

481 藤原酒店 魚町10-20

482 二神洋服店 日の出町8-13

483 ふたばプロパン 春日町14-30

484 二場米穀店 奈良189

485 双葉屋食料品店 本町10-14

486 富美 日の出町6-5

487 プライスファクトリー田川店 伊加利2011-26

488 （有）フラワーシヨツプ杉本 日の出町4-3

489 フラワーショップ桜 伊田3698-1
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490 ㈱フラワーベーカリー 夏吉395-5

491 プリントショップ銀陽 新町12-14

492 ブルーべツク 日の出町8-13

493 フルカド洋服店 本町6-17

494 ふるかわ 本町3-3

496 プレゼントシヨツプ宝船 宮尾町10-13

497 ヘアー・アクシヨン美容室 日の出町2-8

498 Hair&design page 新町19-7

499 ヘアーサロンカワノ 伊田4969

500 ヘアーサロン　レオン 上本町4-28

501 ヘアーサロン　J．Feel 夏吉453-2

502 ヘアーサロンたかまつ 夏吉194-223

503 ヘアーサロンヒロシゲ 弓削田1597-5

504 ヘアーシヨツプヘブン 伊田1932-97

505 ヘアースタジオジール 伊田4408-2

644 ヘアースタジオT-POP 糒1700-222

506 ヘアースタジオ　ビーハーツ 大字夏吉723-1

507 ヘアーメイクacue 弓削田3470-4

508 ヘアステージＢＯＳＳ 糒1907-23

509 ヘアメイクＮＡＯ 平松町11-20

683 ヘアメイク　ナチュラ 伊田2713-45

510 HAIR　ROOM　COPAIN 大字伊田3562-5

511 平和タクシー㈱ 宮尾町3-23

513 ㈱ヤマダ電機 ベスト電器田川店 伊田2713-2

514 別府美容室 新町11-40

515 べには化粧品店 魚町9-6

517 ベルセゾン　ナカムラ 大字弓削田関の山3782-1

518 （株）ベルプランナーズ ブティックベル 日の出町8-11

519 弁当屋　陽壱 弓削田1492

520 宝来軒 新町20-21

521 ほっともっと田川市役所前店 中央町1-47

522 ほっともっと田川後藤寺店 上本町1-30

523 ほんだ・ギフト＆生活雑貨 伊田町7-2

524 本田電器 大字伊田1493

525 本のこんどう 本町4-18

526 前川ふとん店 川宮1636

527 将きち 夏吉339-1

528 益田バーナー商会 奈良270-7

529 松田商店 奈良1853

530 松原薬局 新町20-20

531 まつむら化粧品店 日の出町10ｰ10

532 松本調剤薬局 日の出町5ｰ3

653 有限会社　松本環境サービス 川宮1284番地

533 マツヤ 伊田町14-8

654 有限会社　松山衛生舎 伊田4883-2

534 （株）マナベ　 川宮1631-17

535 マヌカンピス田川店 大字川宮1337-3

536 マルヰガス筑豊（株）伊田営業所 伊田1492
537 マルゴ屋食品センター 夏吉193
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538 まんぴん食堂 春日町7-38

539 萬平浪漫 大字伊田3483-6

540 （有）ミート・ぺアーズ　川宮店 川宮918-8

541 三木商店 大黒町9-44

542 みこの森スイーツファクトリー 奈良257-9

543 ミスターマックス田川バイパス店 川宮1699-3

544 みずほ調剤薬局 大字糒字長谷1700-149

545 みた整形外科 日の出町9-22

546 三ツ輪商会 位登264-6

547 見藤商会本店 川宮520-1

548 ミドリ調剤薬局 魚町1-12-1F

549 みなもり美容室 奈良187-25

551 三根本店 夏吉104-1

552 ｍｉｍｕｃｈｏｃｏ 伊田3487-4nicoBILL1階B号

553 宮崎電器 日の出町9-16

554 みゆき亭 白鳥町

555 三好バイクプラザ 糒1836

556 三好屋 魚町12-1

557 むーむ・せらぴー 大字糒288番地

558 結び。 栄町7-13

560 村上時計メガネ店 本町8-42

561 村まつり 日の出町3076-9

562 無量無辺 本町2-11

563 メガネアースプラス 大字奈良268-1

564 メガネの清眼堂 寿町1-15

565 めがねのミヤモト 弓削田706-2

566 めがねファクトリー 川宮1656-1 OAﾋﾞﾙ2

567 メゾンドヒロキミ 大黒町3-4

568 メナード化粧品伊田寿代行店 川宮11-3

569 メンズショップいまよし 伊田町15-30

570 麺たらこ 伊田3484-1

571 モア美容室 伊田3469

572 ﾓｲｽﾃｨｰﾇｻﾛﾝFaith 上本町9-28ｸｵﾘﾃｨｰｳｪｽﾄ1F

573 モーターサービス野村 川宮1513

574 モスバーガー田川イカリ店 伊加利2011-26

575 (株)百恵商事 上本町8-33

576 もやしそば己城 春日町1-25井手口ﾋﾞﾙ1F

577 森食堂 白鳥町7-1

578 森本うなぎ屋 本町1-28

579 （有）諸隅不動産 中央町1-29

580 文字山きっちん 弓削田1492-3

581 モン・シュシュ 夏吉453-2

582 焼きそばの想夫恋　田川伊加利店 伊加利748-1

583 焼鳥一 魚町7-13

584 やき鳥秀吉 白鳥町2721

585 やきとり弁慶 伊田町4-3

586 焼肉じゅらく 伊田4968-11

587 やきにくはうす四季亭 川宮1221-4

588 ヤクルト田川センター 新町7-10
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589 やすこ美容室 伊田2721

590 山口家具店 伊田3564

591 山口電機商会本店 白鳥町1-5

592 山倉ガーデン 夏吉338-1

593 山下電気 大字糒1700-146

594 やました洋品店 白鳥町6-6

595 ㈱ヤマダ電機　テックランド田川店 大字川宮1757-6

596 山田時計店 本町10-15

597 ㈱大和屋 伊田町10-8

598 （株）山野燃料 上本町5-48

599 山室商店 川宮大藪団地

600 山本食肉店 伊田5000

601 山本茶舗 夏吉342

602 山本電化 桜町15-19

603 湯口食料品店 伊田町10-3

604 ユニクロ田川夏吉店 夏吉1418-1

605 裕梨江の店 奈良1520-31

606 洋服の青山田川店 川宮177

607 吉岡ラヂエーター 川宮1302-11

608 よし川 川宮1472-7

609 吉田米穀販売店 上本町4-39

611 ヨシノリ美容室 春日町7-38

612 読売新聞後藤寺サービスセンター（㈲エフォート） 千代町1-18

613 lounge YAN YAN 伊田町2980-20 ﾏﾐｰﾋﾞﾙ1F

615 らん美容室 大字夏吉194-254

616 リサイクルマート田川店 R２０１ 川宮534-3

618 ㈱リバーヘッド 伊田3417-4

619 理容かずと 奈良1553-26

620 理容タケシタ 本町4-26

621 料亭　あおぎり 新町21-28

622 理容フルカワ 奈良1519-36

623 理容まつなが 猪国1589

624 リラクゼーション輝楽 大字夏吉1362-1

625 リンクバリュー伊田店 大字伊田2713-2
る 626 ルミエール田川店 川宮1181-1

627 レストラン　タント 新町11-56

628 レデイースフアツシヨン加来 新町16-45-1F

629 ローソン田川　川宮店 川宮710-29

630 ローソン田川後藤寺店 上本町9-33

631 ローソン田川夏吉店 大字夏吉1718番

632 ローソン田川糒店 糒18-1

633 ローソン田川松原店 伊田4968-2

634 ロツクキーサービス佐渡 栄町1-8

635 ワールドペットセンター 中央町6-51

636 YSつかさ化粧品店 糒1625-5

637 ㈲若とり 本町3-29

638 若葉鮨 伊田5000

639 渡辺食料品店 魚町13-16

640 和田薬局 弓削田1453-1
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641 和風ダイニング武蔵 本町3-17


