
事業所名 取扱商品 電話
葵寿司 飲食業 ４２－４５７７
でんきのアズ黒木店 家電販売修理 ４２－４１２０
ヘアーサロン イカリ 理容業 ４２－１４５１
いっ福 飲食業 ４２－４１６７
㈲伊藤自動車整備工場 自動車整備販売 ４２－００３２
㈲いりえ茶園 お茶・茶器他 ４２－０８８１
牛島はきもの店 履物小売業 ４２－２３６７
梅野自動車 自動車整備販売 ４２－０４４３
梅野理容室 理容業 ４２－０６５１
駅前まんじゅう 手作りまんじゅう ４２－００８６
時計、宝石、メガネ 大渕 時計・宝石・眼鏡・補聴器 ４２－０３０９
緒方通信㈱ 通信機器設置業 ３０－３７００
母家 飲食業 090-9541-8049
かたやま写真館 写真撮影・カラープリント ４２－０１１７
川口金水園 お茶 ４２－０３１５
川島自動車 自動車修理販売 ４２－０４０４
瓦のカコオ 瓦建設関連 ４２－０２５０
紀文 飲食業 ４２－２２９０
久保薬局 くすり・化粧品 ４２－０１３６
グリーンピア八女 宿泊・宴会・温泉 ４２－２４００
クリクラ八女 ウォータ―サーバーリース・ボトル販売 ４２－０２６９
くろき交通㈱ 旅行業 ４２－０４２６
㈱黒木建設 建設業 ４２－０１８５
黒木たかっぽ 飲食業 ４２－１０５７
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古賀薬局 医薬品 ４２－０００１
茶寮 千代乃園 喫茶 ２２－８５５２
ＳＵＮハウス 大工 ４２－３１４８
セゾン アナミ 婦人服・ベビー服 ４２－０１６４
セブンイレブン中篭店 コンビニエンスストア ４２－３７３７
太洋産業㈱ 酒類販売 ４２－００５２
田中空調サービス 空調サービス ４２－０８６２
田中自動車整備工場 自動車整備販売 ４２－０２６２
㈲椿原住宅設備 燃料販売・住宅設備 ４２－０２６９
Ｔ盛太建設 建設業 ４２－３０２３
電ʼｓしらべ 電気製品販売 ４２－０４３７
鍋田塗装㈱ 塗装業 ４５－１１２１
西日本新聞エリアセンター黒木 新聞販売 ４２－２３６９
西村精肉店 馬刺・焼肉・牛肉その他 ４２－２３８６
㈲仁田原モータース 自動車販売整備 ４５－０１３４
ニューカワハラ美容室 美容業 ４２－２３３４
野中酒店 酒類・菓子・食料品 ４２－０３２１
㈲橋村住設 住宅設備 ４２－４１３３
㈱八田工務店 建設業 ４２－２３３６
馬場建設 建設業 ４５－００６４
はやし電器 家電品販売 ４２－３８６２
原自動車整備工場 自動車整備業 ４２－０７３３
萬歳屋 会席・鉢盛・鰻せいろ ４２－０３４０
樋口自動車整備工場 自動車整備業 ４５－００４４
カードック樋口 自動車整備販売 ４５－１１４１
彦佐 かしわ料理 ４２－０４３４
ヒノキヤ酒店 酒類・菓子・食料品 ４２－００７６
美髪屋 ＤＥ・ＺＯＮ 美容業 ４２－０８８６
美容ヘンリー 美容業 ４２－３７４０
お食事の店・ひろや 会席・精進料理・鉢盛 ４２－０９６８
BP・Taiyou 車両板金・塗装 ４２－４１０８
べーる 飲食業 ４２－１１８９
ポーラ黒木 化粧品等 ４２－３６７１



ボデーショップ田中 車体整備・自動車用品 ４２－３６４１
堀川左官 建設業（左官） ４５－０６７６
舞ひめ 飲食業 ４５－００４０
まさや洋品店 衣料小売業 ４２－０１３４
松尾写真館 カメラ・写真関係 ４２－０１３７
松本電気工事店 電気工事 ４２－１２００
まる昌醤油醸造元 醤油 ４２－０３１２
（名）マルモ醤油店 醤油 ４２－００５８
三谷建築 建築業 ４２－１８３５
みるく畑くりやま アイスクリーム ４２－０５２７
ＭＵＮＣＨ（ムンク） ホームページ制作 080-6414-2405
メンズショップいぼし 学生衣料 ４２－２２３６
山浦自動車整備工場 自動車整備業 ４２－２３２１
㈱八女茶物語 八女茶販売 ３１－２０２０
ユタカ工建 建築業 ４２－２８３１
㈱吉泉園 八女茶販売 ４２－４１８８
ラリマー 飲食業 080-5603-6404
Ｙ.Ｆ.Ｋ自動車 自動車整備販売 ４２－２５９２
eight（筑後市） 中古車自動車販売 0942-50-8887

事業所名 取扱商品 電話
井上建築 一般建築業・古民家鑑定 ５４－３７３１
えびすや 宴会・仕出し ５４－２０１２
大坪フォトスタジオ 写真・フォトスタジオ ５４－２０４７
㈲角屋 燃料・管工事 ５４－３３１８
木村屋 菓子製造・販売 ５４－２０５４
八女茶sweetsなつめ 菓子製造・販売 ２４－６３３３
鉄板ハンバーグ クマと太陽 飲食業 ２２－２６７１
地鶏の店 山の民つづら 地鶏料理 ５４－３６６８
上陽モータース 自動車整備工場 ５４－２３２７
新栄設備 管工事業 ５４－２０３７
新上陽石油 石油製品等販売 ５４－２０４６

上 陽 地 区



セブンイレブン八女上陽町店 コンビニエンスストア ５４－２２４１
㈱高田電気 家電販売・電気工事 ５４－２０４９
たつみ園 製茶卸・小売 ５４－３６１１
㈱中島製茶本舗 製茶卸・小売 ５４－２０１７
西木テレビサービス 家電販売・電気工事 ５４－３２０８
美容室 ら・メール 美容業 ５４－３０３３
ふるさとわらべ館 特産品・お土産品 ５４－２４４２
ほたると石橋の館「茶彩館」 特産品・お土産品 ５４－２１５０
松門鉄工所 鉄工業 ５４－３７４８
ミスミデンキ 家電販売・電気工事 ５４－２１４３
山口製材所 木材卸小売・古材販売 ５４－２２００
㈲山口畜産 食肉卸・小売 ５４－２２３１
理髪 ＫＵＭＡ 理容業 ５４－９８５８

事業所名 取扱商品 電話
㈱うえしまスポーツ スポーツ用品・販売 ２３－３９５９
㈲牛嶋住興 建設業 ２２－６６１１
ミタライ自動車工業 自動車整備・販売 ２２－３９３８
㈱櫨川工業 建築・板金業 ２３－５５４８
hair make Lutella 美容業 ２３－３８１８
小塩畳工業 畳修理・販売業 ３７－０２２９
㈱マルミツサンヨー 食料品製造業 ３７－１１３１
電ʼｓ タカヤマ 家電品販売・電気工事 ３７－００６２
㈲山口自動車整備工場 自動車・自転車整備販売 ３７－０３０５
落合自動車整備工場 自動車整備・販売 ３７－０１０７
居酒屋  満月 飲食業 ３７－１１０６
㈱剣テクニカ 情報サービス業 ３１－８２７７
旬彩割烹なかむら 飲食業 ２４－６０６０
佐伯自動車 自動車整備・販売 ２４－９１９１
佐伯自動車販売 自動車販売他 ２４－０３０７
鶴自動車 自動車整備 ２４－２８１９
盛弘鍛冶工場 包丁・刃物販売 ３５－００５１

立 花 地 区



恵工務店 住宅リフォーム業 ２３－４１４４
中島自動車整備工場 自動車整備・販売 ３７－０１０３
㈲道の駅 たちばな 青果・特産品販売 ３７－１７１１
四季のお料理 志らとり 飲食業 ３７－０１１６
ミミタビー 飲食業 ３６－０００６
㈱野中の八女茶 製茶小売 ３６－０００２
ナカムラ電器 家電小売・電気工事 ３６－０９５５
今村住設 管工事 ３７－０３１６

事業所名 取扱商品 電話
池の山荘 ホテル業 ５２－２０８２
池の山キャンプ場 キャンプ場 ５２－２０８２
レストラン湖畔 レストラン ５２－２９４８
今村建設 一般建設業 ５２－３６５２
梅野瓦工事店 屋根工事業 ５２－２８３７
㈱木屋芳友園（茶房 星水庵） 製茶卸・小売 ５２－２１２４
星正園 製茶小売 ５２－３１８０
高木クリーニング クリーニング ５２－３０３３
㈲立石工務店 一般建設業 ５２－３５１１
星の村カフェ＆ジムSora 喫茶軽食・ジム ５２－３５１１
二田製茶 製茶卸・小売 ５２－２５５９
平野建設 一般建設業 ５２－２４２８
ＰＯＬＡほしの 化粧品販売 ５２－２５７７
㈱星野製茶園 製茶卸・小売 ５２－３１５１
星の文化館（財団法人星のふるさと） 宿泊・小売 ５２－３０００
茶の文化館（財団法人星のふるさと） 土産小売・飲食 ５２－３００３
山昭製材所 一般製材業 ５２－３３５２
山口建設 建設業 ５２－２０９１
㈱山口電気 家電販売・電気工事 ５２－３２１８
山ノ内自動車整備工場 自動車修理・板金 ５２－２２３０
（福）八女市社会福祉協議会 授産所麻生園 印刷業 ５２－３１６１

星 野 地 区



事業所名 取扱商品 電話
大渕商店 酒・食品・日用品 ４７－２０７７
お茶の千代乃園 製茶業 ２２－８５５２
⿁塚建設 建築業 ４７－２４１３
栗原製茶 製茶業 ４７－２０７３
御前窯 陶芸・陶芸体験 ４７－２８３２
小森昌寿園 造園業 ４７－２３００
シャカ カリー（八女店） 飲食業 ２４－３５２５
中司農園 製造業 ４７－２０６２
ハウジングキムラ 建築業 ４７－２４２５
原島旅館 旅館・仕出し・居酒屋 ４７－２００８
秘境杣の里渓流公園 釣り堀体験・特産物販売・陶芸体験・陶芸販売 ４７－３０００
矢部自動車整備工場 自動車整備業 ４７－２２２６
横溝石油 ガソリン・整備・灯油 ４７－２１６１

矢 部 地 区


