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蒲生 タルミ 蒲生970-6 72-8725 ＫＡＴＡＲＯ base 32 京町58-4 85-8213 堤自動車工業 下宮永町652-1 72-6545

立石 しぶたでんき 立石303-1 73-1712 soil select 京町49 85-9329 うまか処　あじ彩 下宮永町196-2 72-5491

御菓子処　白秋庵 東蒲池1513-13 72-4761 Le　ｒｏｎｄ　ｐｏｉｎｔ 京町38-3 85-9191 島田酒店 沖端町19 72-2231

池上酒店 東蒲池69-2 73-2854 café 帰去来 京町48 85-8011 清柳食産　おにくやさん 沖端町82 72-9834

うなぎの江口商店 東蒲池622-5 74-4373 えほん＆スナック　うずしお 京町51 090-5288-6923 お茶・履物　北原 沖端町45 72-2719

カーショップ　スリーセブン 東蒲池1558 74-3777 ハラダ 辻町1 73-2237 エコ電ＳＢＱ沖端店 沖端町129 72-3739

システムサポート柳川 金納465-15 74-2345 レストランＴatsumiya 辻町10 73-1888 うなぎの富貴 沖端町108 74-3147

大牟田柳川信用金庫　蒲池支店 金納3-3 73-5031 まよい焼　でんちゃん 辻町17-1 73-0408 うなぎとお食事処　千十 沖端町57 74-5513

原石油 金納30-3 72-3086 らーめん龍火 辻町23-1 88-9702 パティスリー　さくら 沖端町10 74-3980

田中仏具店 中町3 72-3537 うなぎ日本料理　菊水 辻町24-6 72-2057 お出汁や　一伝 沖端町46-2 88-8952

レストラン暖輪 中町15-3 32-8503 ベビーあいうら 辻町24 72-1335 椿や 沖端町46-1 74-0954

アイウラ 中町6 72-2158 片原町 ケーキのカトウ 片原町12 73-9469 北島米穀店 稲荷町102-2 72-3960

36cafe 中町41-1 73-9855 椿原町 和食　山﨑 椿原町4-2 73-0003 夜明茶屋 稲荷町94-1 72-5321

安部商店 上町31 72-4151 新町 ムトー商店 新町37 080-4280-6107 白谷食料品店 稲荷町3-1 72-2479

御菓子処　百柳 上町33-1 72-4070 水産堂 南長柄町14-3 73-5884 カネキン生花店 稲荷町19 72-2639

やすとく屋糸店 上町25 72-2668 ランヴィエール勝島 南長柄町22 73-9181 紅茶の店リバーフロー 稲荷町13-4 74-0211

スナック　さちこ 上町24 72-1128 東魚屋町 与田生花造花店 東魚屋町47-4 72-2209 城隅町 ちゃんてぃっく 城隅町18-19 74-3985
西魚屋町 有明海 西魚屋町52-12 72-8869 白雪堂　越山 細工町64 72-2082 新外町 黒田屋菓子舗 新外町4-9 72-6672

橋口屋 隅町72-4 72-4791 龍川魚商店 細工町90－5 72-2236 待鳥自動車整備工場 筑紫町176-8 73-5168

金子電器商会 隅町63-2 72-2870 島田酒店 本町135-6 73-3148 天心堂　梅﨑薬局 筑紫町79-5 73-1764

古賀ふとん店 旭町39 72-2875 竹重印房 本町117-10 72-4665 へそ栗山本舗　松福 筑紫町78-5 72-2895

ブティック　アルべロ 旭町28 72-4191 宮川モータース販売 本町30-3 73-7341 大牟田柳川信用金庫　沖端支店 筑紫町664-2 72-7135

柳川フラワーペット園 旭町36 72-5753 時計・宝石のシンドウ 本町40-13 72-2052 柳川かまぼこ処　せきや 筑紫町334-15 72-5131

スナック　ナオミ 旭町54-6 73-5117 古賀酒店 本町25-2 72-2586 西浜武 内村石油店 西浜武1101 72-7896

居食処　かごめかごめ 旭町59-6　旭ビル１Ｆ 73-0870 丸川海苔 本町43 73-3648 みつはし観光バス 西浜武968-1 75-4850

金沢屋スポーツ 京町22 72-2303 三好洋服店 本町29-1 72-1310 南浜武 椛島電化サービス 南浜武588-3 72-1597

メガネは野口屋（京町本店） 京町81 72-3147 天心堂　梅﨑薬品 本町29-21 72-6289 木原石油 間649-2 72-1516

コトブキヤ 京町53-1 72-4486 Scirocco（シロッコ） 本町26-5 32-8738 こっとん　コットン 間445 74-3708

暮らしのファッションかつき 京町35-1 72-2481 有明町 エコ電ＳＢＱ有明店 有明町1490-13 72-4317 金子酒店 田脇815-2 72-3426

（株）ヨシダ（肉のヨシダ） 京町43 72-2366 ㈱ティ・プラン 弥四郎町25-4 85-8488 白雲社　昭代ホール 田脇196-3 74-6000

ベニヤ化粧品店 京町15-2 73-7050 DOG eye ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 弥四郎町4-1ｺｰﾎﾟﾗｽ北島A101 32-8791 大浜町 吉川商店 大浜町501-2 72-3548

モード　コガ 京町75-1 72-2669 Mana 美容室 弥四郎町4-1　A103 32-9454

甲木商店 京町86-1 72-5228 本城町 にしだ写真館 本城町109 72-3568

敦坂酒店 京町8 72-2595 今村仏壇店 茂庵町10-1 73-6998

ベークショップブレーメン 京町82-3 73-0959 遊食膳　〇勝 茂庵町14-1 73-6884

柳川よかもん館 京町13-1 72-9510 株式会社　フカマチ 上宮永町367-9 72-4350

吉田衣料店 京町46-1 72-2972 ホームドライ　宮永店 上宮永町123-2 080-4058-7675

トミヤ 京町30-1 73-1133 ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾊｳｽ　はるちゃん 上宮永町408-3 75-1848

京町洋風食堂teron 京町49 72-7707 悠李 上宮永町365-7 72-4961

大牟田柳川信用金庫　柳川営業部 京町44-1 73-0540 天光社　宮永式場 上宮永町418-3 0120-735-109

焼鳥十兵衛 京町21-4 73-9524 柳川綜合印刷 上宮永町94-4 73-1331

ふれあい補聴器　柳川店 京町83-2　コアマンション京町１Ｆ 85-1700 エコ電ＳＢＱ上宮永店 上宮永町299-4 72-8181
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カワグチ 三橋町吉開778-1 72-4757 中村建設株式会社 三橋町江曲206-1 63-7096 電’Ｓ　あさひ 大和町中島132 76-0321

エステルーム　かれん 三橋町吉開746-7 74-5389 株式会社　マツウラ 三橋町江曲137-2 73-3964 パン、菓子　浦ショップ 大和町中島718 76-3258

ハリウッド美容室 三橋町柳河55-1 72-2766 今古賀 中華厨房　川龍 三橋町今古賀12-14 72-6153 なかしま朝市便 大和町中島717 76-3190

竹田鈑金塗装工場 三橋町柳河556 73-1128 メガネは野口屋（官庁通店） 三橋町藤吉84-4 72-6112 白谷八百屋 大和町中島872-1 76-1732

タカラベ　本店 三橋町柳河931 72-7844 高橋商店柳川店 三橋町藤吉525 73-6221 平河青果店 大和町中島885 76-4003

天光社　かまち式場 三橋町柳河731-1 0120-735-109 ホームドライ　西鉄ストア柳川店 三橋町藤吉521-3-6 080-4057-8911 ほういっぺ 大和町中島48 76-2491

豚骨らーめん　CRAZY MALT 三橋町柳河823-1北寺ビル1Ｆ 69-9191 せんこや建具 三橋町藤吉525 72-2254 タナカ鮮魚 大和町中島884 76-1838

ヘアメイク　花 三橋町柳河759-10 74-0797 炭火焼肉　釜山 三橋町藤吉479-1 72-3730 大福寿司 大和町中島芝原439 76-0606

ミナトオートモービル 三橋町柳河1031 78-1401 白雲社　やながわホール 三橋町藤吉365 72-1900 平河海苔店 大和町中島885 76-0221

タカラベ　バイパス店 三橋町枝光381-1 73-7846 肉処　はる 三橋町藤吉74-4　レジデンス平川101 080-6456-1129 原田トケイ 大和町中島708 76-3186

ランテル 三橋町枝光369-5 73-2111 小畠畳店 三橋町高畑327-10 72-3175 大牟田柳川信用金庫　大和支店 大和町中島509 76-1660

江崎工房 三橋町枝光372-13 74-2008 大鯛寿司 三橋町高畑84-6 73-6665 田中美容室 大和町中島1783-1 76-0798

乗富印刷 三橋町枝光332 72-2276 立花うどん 三橋町高畑191 73-1011 古賀青果 大和町中島706 76-3968

五拾町 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 三橋町五拾町168 63-4365 ｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ＆ｱﾛﾏｻﾛﾝロータス 三橋町高畑104-1 74-3637 荒牧生花店 大和町中島713 76-3006

棚町 花らんらん 三橋町棚町320-5 74-0117 田島自動車 三橋町蒲船津69 73-9300 九州トラベル 大和町中島577-4 76-0556

高橋商店総本舗 三橋町垂見1897-1 73-6271 ホームドライ　　ゆめモール柳川店
三橋町蒲船津地内34街区29画
地 080-4057-9029 電’Sはらだ 大和町中島711 76-3754

ホームドライ　三橋店 三橋町垂見6-1 080-4057-6647 天光社　三橋式場 三橋町蒲船津389-4 0120-735-109 美容室ｱﾑｽﾞﾍｱｰﾌｧﾑ 大和町中島109-1 76-0209

白鳥 タイセー〈大世〉 三橋町白鳥478-2 73-0986 末廣寿し 三橋町蒲船津73-29 73-7076 有明交通 大和町中島80 76-3310

みらい介護サービス（介護用品） 三橋町下百町24-2 75-5011 ショップオズ 三橋町蒲船津9１－2 72-1137 化粧品＆エステ　たなか 大和町中島575 76-3255

美容室　髪工房 三橋町下百町34-9 72-1764 まるへい食堂
三橋町蒲船津1196-
1

88-8834 六合 とがみふとん店 大和町六合1802-1 76-0501

スナック　さんぽみち 三橋町下百町37-3 74-0226 炭火　月兎 三橋町蒲船津1253-5 85-7644 古賀石油配送 大和町明野1216 76-3933

福泉操 三橋町下百町31-1 73-5760 広島お好み焼き　むっく 三橋町久末128-1 72-0695 caffè　Panda 大和町明野1690-3 090-4719-7541

居酒屋しんせい 三橋町下百町8-3 74-1420 寝具のしもがわ・サラダ館 三橋町久末633-1 74-5005 徳益 ホームドライ　徳益店 大和町徳益631 080-4058-0781

髙椋鮮魚店 三橋町下百町36-8 72-2011 コロッケ屋さん 三橋町久末モール内 63-7214

すずめのおやど 三橋町下百町37 73-0966 百町 日本料理　かね祥 三橋町百町405 72-0299

川口仏壇店 三橋町下百町31-2 72-0028 豊原 柳川サッシ販売 大和町豊原174-1 73-2718

スナック8eight 三橋町下百町13-1 72-4445 髙口鮮魚 大和町塩塚800-12 76-2362

スナック　ナイトローズ 三橋町下百町37平成ビル2F 72-7215 亀崎商店 大和町塩塚581 76-3019

ラウンジ　さくら 三橋町下百町24-1 73-7727 LAZO hair design 大和町塩塚653-2 76-0212

パブラウンジ　セ・ボン 三橋町下百町24-1 73-5778 創作料理　旬月 大和町塩塚1325-8 76-1188

ステーキハウス　牛亭 三橋町下百町24-1 73-8203 浦鮮魚 大和町栄1157-2 76-0618

ラ･ベール 三橋町下百町37-2 73-9291 ラヴィレ　コヤナギ 大和町栄799-1 76-4415

Joua-Nail 三橋町下百町24－2　昭和ビル2Ｆ 090-9409-8517 美容室　Ｕ-ｓe 大和町栄511-1 76-0270

焼き鳥　ばんや 三橋町下百町11-1 72-6272 Cafe’de SATO 大和町栄797 88-8610

バルand夜カフェ　Ｊ＆Ｓ 三橋町下百町11-1柳川名店ビル１Ｆ 74-3080 ホームドライ　アスタラビスタ大和店 大和町鷹ノ尾137 080-4057-7560

楽園　柳川 三橋町下百町24-1 73-6060 白谷印刷所 大和町鷹ノ尾1071-3 76-2535

(有)柳川スポーツ 三橋町下百町34 74-0275 天光社　大和式場 大和町鷹ノ尾180-1 0120-735-109

野田物産　畳工房 大和町鷹ノ尾655 76-2192

ヘアーサロン　Le　ｃieｌ 大和町鷹ノ尾348-2 76-2244 〒832-0045

http://www.yanapo.jp/ やなぽ 検索
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   営業時間：10:00～16：00　（土、日、祝日は休み）

柳川市本町118-1　柳川商工会議所別館１Ｆ

ＴＥＬ 0944-77-6050 / ＦＡＸ 0944-77-6051

鷹ノ尾 協同組合　柳川おもてなしカード会
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