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筒井時正玩具花火製造所 遊ぶ 上野造園 暮らし Yショップ　熊川酒米店 食べる（販売・食品）
（株）須崎ふとん店 暮らし 杉野モータース 暮らし アクアヴィテ 食べる（販売・食品）
(有)ボナールこば 暮らし 大城モータース 暮らし アスタラビスタ下庄店 食べる（販売・食品）
CK TOPS 暮らし 中尾電器商会 暮らし アスタラビスタ高田店 食べる（販売・食品）
FlowerShop＆Planning貴咲 暮らし 田中久商会 暮らし アスタラビスタ瀬高店 食べる（販売・食品）
FuWaRi 暮らし 田中自動車 暮らし エビスヤ田中飼料 食べる（販売・食品）
アブラ屋　キタハラ酒店 暮らし 田中畳店 暮らし サイトウフルーツ・ママキッチン 食べる（販売・食品）
お仏壇　墓石のまつお 暮らし 電ʼsたなか 暮らし しんえい 食べる（販売・食品）
ギフトギャラリー石橋 暮らし 富士自動車整備工場 暮らし セブンイレブン　みやま小川店 食べる（販売・食品）
グッデイ瀬高 暮らし 武藤ふとん店 暮らし タカ食品工業株式会社 食べる（販売・食品）
クリーニングまるまさ 暮らし 武藤モータース 暮らし チョコレートハウスココロ瀬高 食べる（販売・食品）
サカタオートサービス 暮らし 服部自動車板金塗装工場 暮らし ドコモショップみやま店 食べる（販売・食品）
サンステップ　福祉用具貸与事業部 暮らし 矢部川クリーニング商会 暮らし ドラッグコスモスみやま高田店 食べる（販売・食品）
トータルケア　げんき 暮らし 有限会社　ガレージ横欧 暮らし ドラッグコスモス瀬高店 食べる（販売・食品）
はんの希光堂 暮らし 有限会社　庄村自動車 暮らし ドラッグストアモリ高田店 食べる（販売・食品）
ビオガーデン 暮らし 有限会社ビレッジヒル野原 暮らし ドラッグストアモリ瀬高店 食べる（販売・食品）
ヘアーサロンHIDE 暮らし 有限会社花徳 暮らし ふぉれすときゃっと 食べる（販売・食品）
ペンギン夢楽 暮らし 有限会社熊川電機商会 暮らし マークス内  　 酒類販売 食べる（販売・食品）
ユーデンせたかや 暮らし 髙口石油株式会社 暮らし みやマルシェ 食べる（販売・食品）
永井理容 暮らし 浦建設（株） 造る 菓子工房　あづまや　道の駅みやま店 食べる（販売・食品）
永江商会 暮らし (有)ベーカーズナカガワ　くろわっさん 装う 菓子工房　あづまや　本店 食べる（販売・食品）
花のくぼた 暮らし エルウシジマ 装う 柿原酒店 食べる（販売・食品）
株式会社　三和屋 暮らし クロキ ビスポーク ルーム 装う 株式会社ズッペン 食べる（販売・食品）
株式会社　堤自動車 暮らし ファッション　ロビン 装う 菊美人酒造 食べる（販売・食品）
株式会社相光エネルギーセントレア 暮らし フクミツ 装う 玉水酒造 食べる（販売・食品）
橋本節句物店 暮らし 高石時計店 装う 古賀茶業株式会社 食べる（販売・食品）
金子時計店 暮らし 山城衣料 装う 江の浦海苔本舗 食べる（販売・食品）
九州車輌販売(有)高田店 暮らし 松尾呉服店　絵夢　パンハニーベル 装う 江口かまぼこ 食べる（販売・食品）
古賀書店 暮らし 村上屋 装う 江崎酒類販売株式会社 食べる（販売・食品）
御座敷梅林　青輝園 暮らし 中尾かすり店 装う 松尾米穀店 食べる（販売・食品）
江﨑商店 暮らし 婦人服のうめの 装う 水茶屋樹徳庵 食べる（販売・食品）
高田家電サービス 暮らし 里沙の店 装う 川野食糧品店 食べる（販売・食品）
高尾自動車株式会社 暮らし （株）キイチロウ 食べる（販売・食品） 鮮魚野　徳永 食べる（販売・食品）
高尾商会 暮らし CHEER SALON 食べる（販売・食品） 鳥小屋　haru　キッチン 食べる（販売・食品）
松尾電器 暮らし ＤＯＵＢＬＥ 食べる（販売・食品） 天狗堂 食べる（販売・食品）
松木デンソーサービス 暮らし Miyama Lab 食べる（販売・食品） 天然酵母みやまパン　えん 食べる（販売・食品）
象牙堂めがね店 暮らし Rencontre 食べる（販売・食品） 田中羊羹本舗 食べる（販売・食品）
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アクアヴィテ 食べる（販売・食品） やよい 食べる（飲食店） 板橋建設 住む
アスタラビスタ下庄店 食べる（販売・食品） らーめん屋　天照 食べる（飲食店） 福山塗装工業 住む
肉匠・岩永源蔵本店 食べる（販売・食品） ラーメン食堂　油屋 食べる（飲食店） 有限会社　サンエー住設 住む
八ちゃん堂工場直売所 食べる（販売・食品） レストラン　橋 食べる（飲食店） あゆみ進学教室 学ぶ
明治牛乳高田町販売店 食べる（販売・食品） レストランポテト 食べる（飲食店） 田中紫水書道教室 学ぶ
有限会社　橋本製茶 食べる（販売・食品） レストラン和蘭豆 食べる（飲食店） （株）田中薬局 医療
有限会社　髙田商会 食べる（販売・食品） 花より団ご 食べる（飲食店） くすりのせたか 医療
良質計画 食べる（販売・食品） 喜よし食堂 食べる（飲食店） 松本接骨院 医療
27garu たべもの「ルフランカフェ」 食べる（飲食店） 串あげいけすせるり 食べる（飲食店） 東山薬局 医療
Bacchuʼｓ 食べる（飲食店） 串屋せん 食べる（飲食店） （株）椛島印刷 その他
GENZO 食べる（飲食店） 憩処　ぴん 食べる（飲食店） (株)国際観光社 その他
itatemu-ka 食べる（飲食店） 焼肉ソウル瀬高店 食べる（飲食店） （有）大木種苗園 その他
RENGA亭 食べる（飲食店） 焼肉小柳 食べる（飲食店） all.hair その他
あづま寿司 食べる（飲食店） 石窯ピッツァナチュレ 食べる（飲食店） BONNY その他
イタダキ 食べる（飲食店） 赤身焼肉の２９２９ 食べる（飲食店） C. その他
いなほ焼き 食べる（飲食店） 創作ダイニング　海菜魚 食べる（飲食店） ChouChou その他
うまかっちゃん食堂 食べる（飲食店） 天狗寿司 食べる（飲食店） hair machinery ELEMENTS その他
お食事処　なかはら 食べる（飲食店） 満月の光 食べる（飲食店） Hair Room FULLER その他
かぐらや 食べる（飲食店） 柳寿司 食べる（飲食店） Pino HAIR その他
カフェむさしの 食べる（飲食店） 余韻 食べる（飲食店） Scissors Crib その他
カラオケ花花　みやま店 食べる（飲食店） 里沙の店　カフェ 食べる（飲食店） Wip FITNESSLAB その他
ぎんびしゃ 食べる（飲食店） 龍商店 食べる（飲食店） アジアンヒーリング・グラマラスシャイン その他
さくらテラス 食べる（飲食店） 料理屋　ソノサキ 食べる（飲食店） カイヤのタネ その他
スナック　レトロ 食べる（飲食店） （株）松田組 住む きくつぎ紙店 その他
スナック　蓮 食べる（飲食店） （有）堤ハウジング 住む サイキ　グルーミング　オム その他
スナックミント 食べる（飲食店） アサミヤ 住む スタジオ桑野 その他
スナック葵 食べる（飲食店） エーケーデザインラボ 住む せたかタクシー その他
そば茶寮　桃乃香 食べる（飲食店） ケイテック 住む セブンイレブン　みやま河内店 その他
とり小屋　暖古扉 食べる（飲食店） トータル電機サービス 住む セブンイレブン　みやま恵比須町店 その他
とり博 食べる（飲食店） 沖産業 住む セブンイレブン　みやま上坂田店 その他
ニク・ダイナーイワナガ 食べる（飲食店） 株式会社GoodLife 住む セブンイレブン　みやま瀬高本郷店 その他
の鶴饅頭 食べる（飲食店） 株式会社カナクリ設備工業 住む セブンイレブン　高田今福店 その他
パブスナック比絵呂 食べる（飲食店） 株式会社江上組 住む テリア・ヘアー その他
ふじ乃や季心堂 食べる（飲食店） 株式会社三和不動産 住む ニコニコ光タクシー その他
ふみ屋 食べる（飲食店） 今村弘建設 住む ネットワーク その他
みやまの食卓　風鈴堂 食べる（飲食店） 小宮電設株式会社 住む ビューティ　パピーペット その他
やきとり鳥笑 食べる（飲食店） 谷村畳店 住む ビューティーサロン　パステル その他
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ポピー美容室 その他
みやもとGYM整骨院 その他
メディア筑後 その他
井出理容 その他
運転代行　ON AIR その他
吉井スタジオ その他
合名会社 田中モータース その他
白谷マリンサービス その他
板橋自動車 その他
柳詰武道具 その他
有明交通（株） その他


