
店舗名 住所 電話番号 種別

セブン-イレブン武雄片白店 武雄市橘町片白362-2 0954-22-3838 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 武雄山内バイパス 武雄市山内町　大字犬走６７２８ 0954-20-7022 4.コンビニ・スーパー 紙

房空路 武雄市山内町宮野1426-1 0954-45-2234 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

いろえ工房 武雄市山内町宮野1829-8 0954-45-2000 3.小売（お土産等） 紙・電子

桃林窯 武雄市山内町宮野1832-1 0954-45-6186 3.小売（お土産等） 紙

辻修窯 武雄市山内町宮野1890-7 0954-45-4905 3.小売（お土産等） 紙・電子

宝寿窯 武雄市山内町宮野1947 0954-45-3290 3.小売（お土産等） 紙・電子

閑古錐 武雄市山内町宮野1947-16 0954-45-5620 3.小売（お土産等） 紙・電子

光峰窯 武雄市山内町宮野23441-2 0954-20-7065 3.小売（お土産等） 紙・電子

そうた窯 武雄市山内町宮野24089番地1 0954-45-6185 3.小売（お土産等） 紙・電子

一峰窯 武雄市山内町宮野27311-29 0954-45-4056 3.小売（お土産等） 紙・電子

陶舗　たかしま 武雄市山内町宮野27311番地73 0954-45-2572 3.小売（お土産等） 紙・電子

つつえ窯 武雄市山内町宮野4518-1 0954-45-2582 3.小売（お土産等） 紙・電子

茂右ェ門窯 武雄市山内町犬走6923-5 0954-45-2235 3.小売（お土産等） 紙

zakka カーテン　madobe 武雄市山内町三間坂13047-1 0954-45-4678 21.その他 インテリア用品店 紙

産地直売所　海魚 武雄市山内町三間坂15316-1産地直売所　海魚 0954-45-5656 3.小売（お土産等） 紙

焼肉　泰山 武雄市山内町三間坂15316-1焼肉　泰山 0954-45-2939 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

和彩　はな蓮 武雄市山内町三間坂15316-1和彩　はな蓮 0954-45-5050 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

黒髪の里 武雄市山内町三間坂甲 14697-2 0954-45-6009 3.小売（お土産等） 紙

野のもてなし料理　なな菜 武雄市山内町三間坂甲 14700 0954-45-6012 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

トラットリヤミマサカ 武雄市山内町三間坂甲１４３３９－３ 0954-45-4389 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

亀翁窯 武雄市山内町三間坂甲15632-3 0954-45-5285 3.小売（お土産等） 紙・電子

ローソン　武雄山内町店 武雄市山内町大字三間坂字八田甲１５５７２‐３ 0954-45-4337 4.コンビニ・スーパー 紙

葉月窯 武雄市山内町大野6245-1 0954-45-4761 3.小売（お土産等） 紙・電子

中島陶芸 武雄市山内町大野8493-1 0954-45-2508 3.小売（お土産等） 紙・電子

ファミリーマート 山内大野 武雄市山内町大野明覚７２８４ 0954-45-0008 4.コンビニ・スーパー 紙

東馬窯 武雄市山内町鳥海21096-1 0954-45-3308 21.その他 陶磁器製造、販売 紙・電子

峠の豆腐や若木屋 武雄市若木町川古106-5 0954-26-2626 3.小売（お土産等） 紙

すぱいすキッチンゆいま～る 武雄市若木町川古5979-2 0954-33-8008 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

綿島康浩陶工房 武雄市若木町川古6967-2 0954-33-0106 3.小売（お土産等） 紙・電子

川古の大楠公園　為朝館 武雄市若木町大字川古7845番地1川古の大楠公園　為朝館 0954-26-2920 3.小売（お土産等） 紙

JAさが　若木給油所 武雄市若木町大字川古字一万7774-1 0954-26-2021 21.その他 ガソリンスタンド 紙

若木ゴルフ倶楽部 武雄市若木町大字本部1939-1 0954-26-3030 16.スポーツ 紙・電子

風の森 武雄市西川登町小田志17275 0954-20-6060 21.その他 宿泊施設 紙・電子

武雄嬉野カントリークラブ 武雄市西川登町小田志１８３５６ 0954-28-2561 16.スポーツ 紙

お茶の深香園 武雄市西川登町小田志19164-5 0954-20-6011 3.小売（お土産等） 紙・電子

森とリスの遊園地メルヘン村 武雄市西川登町神六２００４０番地 0954-28-2835 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

メルヘン村売店 武雄市西川登町大字神六20040番地 070-4737-9005 3.小売（お土産等） 紙・電子

ファミリーマート 武雄北方インター 武雄市朝日町　甘久３５２０－１ 0954-20-0152 4.コンビニ・スーパー 紙

しまむら武雄店 武雄市朝日町甘久１３０８ 0954-20-1106 21.その他 紙

十徳や　武雄店 武雄市朝日町甘久1331 0954-26-8486 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

えんぴつ館　ヤマサキ商事 武雄市朝日町甘久３０９－２ 0954-23-3800 21.その他 文具事務用品等の小売業 紙

靴工房JUMBO  武雄店 武雄市朝日町甘久320-1  ヤマサキビル１F東 0954-22-6577 21.その他 靴店 紙・電子

㈱朝日石油　朝日SS 武雄市朝日町甘久3501-2 0954-23-1215 21.その他 ガソリンスタンド 紙

ドラッグストアモリ　武雄インター店 武雄市朝日町甘久3511-1 0954-23-8722 21.その他 薬局 紙・電子

ＴＳＵＴＡＹＡ武雄店 武雄市朝日町大字甘久1308番地 0954-20-1123 21.その他 書籍・ＣＤ・ＤＶＤ レンタル、販売 紙・電子

ザ・ビッグ武雄店 武雄市朝日町大字甘久１３０８番地 0954-26-8202 4.コンビニ・スーパー 紙

メリッタkids　TAKEO 武雄市朝日町大字甘久1331 0954-23-0175 21.その他 キッズパーク 紙・電子

メリーランドタケオボウル 武雄市朝日町大字甘久1331 0954-23-4195 21.その他 ボウリング場 紙・電子

ドラッグストアモリ　武雄朝日店 武雄市朝日町大字甘久194番1 0954-27-7116 21.その他 薬局 紙・電子

川登サービスエリア　　売店 武雄市東川登町永野３９５６－２長崎自動車道川登SA下り 0954-22-4080 3.小売（お土産等） 紙・電子

川登サービスエリア　　催事コーナー 武雄市東川登町永野３９５６－２長崎自動車道川登SA下り 0954-22-4080 3.小売（お土産等） 紙

100円レンタカー武雄東川登店 武雄市東川登町永野６２１２金岡石油 0954-33-0215 12.レンタカー 紙・電子

Beee+マルシェ&カフェ 武雄市東川登町永野6704-3 0954-33-8025 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

小山路窯 武雄市東川登町永野６７６６の１ 0954-23-2318 3.小売（お土産等） 紙・電子

亜羅琲珈 武雄市東川登町袴野10093 0954-23-6976 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

喜多村石油㈱　長崎自動車道（上り）川登サービスエリアＳＳ 武雄市東川登町大字永野３７４６　上り線 0954-23-6060 21.その他 ガソリンスタンド 紙

川登サービスエリア　スナックコーナー 武雄市東川登町大字永野字又3962-1 長崎自動車道上り線川登サービスエリア内 0954-22-4070 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

川登サービスエリアレストラン 武雄市東川登町大字永野字又3962-1 長崎自動車道上り線川登サービスエリア内 0954-22-4070 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

川登サービスエリア売店 武雄市東川登町大字永野字又3962-1 長崎自動車道上り線川登サービスエリア内 0954-22-4070 3.小売（お土産等） 紙・電子

デイリーヤマザキ 武雄川登 武雄市東川登町大字袴野　１５８１７ 0954-28-2043 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

巧工房 武雄市東川登町大字袴野10223 090-1163-3420 14.体験型アクティビティ 紙・電子

宸山窯 武雄市武内町真手野32460 0954-27-2753 3.小売（お土産等） 紙

竹雄屋竹細工店 武雄市武内町真手野32599番地 0954-27-2557 3.小売（お土産等） 紙・電子

武雄温泉　森のリゾートホテル 武雄市武雄町永島15750-1 0954-23-4477 21.その他 宿泊施設 紙・電子

武雄温泉ユースホステル 武雄市武雄町永島１６０６０番地１ 0954-22-2490 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ペンションピクニック 武雄市武雄町永島16200-1 0954-20-0044 21.その他 宿泊施設 紙・電子

佐賀県立宇宙科学館 武雄市武雄町永島16351佐賀県立宇宙科学館 0954-20-1666 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙・電子

湖畔のレストランはねやすめ 武雄市武雄町永島16351佐賀県立宇宙科学館内 0954-27-7029 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

武雄温泉ハイツ 武雄市武雄町永島18091 0954-23-8151 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ＡＩステーションセルフ武雄バイパス 武雄市武雄町昭和１０１ 0954-20-0364 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

居酒屋甚八 武雄市武雄町昭和10-10居酒屋甚八 0954-27-7226 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

メガネのヨネザワ　武雄店 武雄市武雄町昭和104 0954-23-6630 21.その他 眼鏡 紙・電子

NAGI cafe 武雄市武雄町昭和12番地10武雄市役所1F 0954-22-0855 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

お仏壇のよしまる武雄店 武雄市武雄町昭和17-8 0954-23-6544 21.その他 仏壇販売店 紙・電子

ドラッグストアモリ　武雄店 武雄市武雄町昭和193番地 0954-22-8017 21.その他 薬局 紙・電子

佐賀牛炭火焼肉　佐が家 武雄市武雄町昭和3-12 0954-23-1255 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

しーじゃっく武雄店 武雄市武雄町昭和43-12 0954-22-8028 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

りらくる 武雄店 武雄市武雄町昭和55番地 0954-22-5577 21.その他 リラクゼーション業 紙・電子

もち吉　武雄店 武雄市武雄町昭和61 0954-26-8212 3.小売（お土産等） 紙

マクドナルド武雄店 武雄市武雄町昭和737 0954-22-3070 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

西鉄ストアあんくるふじや　武雄店 武雄市武雄町昭和757 0954-23-9838 4.コンビニ・スーパー 紙

ヤマト運輸　佐賀武雄センター 武雄市武雄町昭和８０２ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

武雄温泉物産館 武雄市武雄町昭和805武雄温泉物産館 0954-22-4597 3.小売（お土産等） 紙・電子

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋佐賀武雄店 武雄市武雄町大字昭和103番地 0954-26-9848 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ローソン　武雄小楠店 武雄市武雄町大字昭和３９‐１ 0954-22-3168 4.コンビニ・スーパー 紙

ユニクロ 武雄店 武雄市武雄町大字昭和790 0954-26-0527 21.その他 アパレル 紙・電子

マルキョウ　武 雄 店 武雄市武雄町大字昭和7番 0954-23-6155 4.コンビニ・スーパー 紙

ドラッグコスモス武雄店 武雄市武雄町大字富岡12520-2 0954-20-1300 21.その他 薬局 紙

スシロー武雄店 武雄市武雄町大字富岡12672-1 09-5426-8557 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

コメリ武雄店 武雄市武雄町大字富岡１２７０４番地 0954-26-8511 21.その他 ホームセンター 紙

ファミリーマート 武雄温泉駅前通り 武雄市武雄町大字富岡２１８番地 0954-26-8855 4.コンビニ・スーパー 紙

タイムズカー武雄温泉駅前店 武雄市武雄町大字富岡255 0954-23-8388 12.レンタカー 紙

キヨスク新武雄温泉 武雄市武雄町大字富岡8260　JR武雄温泉駅構内 0954-20-0232 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ファミリーマート 武雄八並 武雄市武雄町大字富岡８９１２番地１ 0954-26-0501 4.コンビニ・スーパー 紙

オートバックス 武雄店 武雄市武雄町大字富岡字六田１２６６８-４ 095-427-8511 21.その他 カー用品店 紙・電子

ラパックス　武雄 武雄市武雄町大字武雄 4992号ゆめﾀｳﾝ武雄 1階 0954-20-0001 21.その他 物販業(バッグ・小物等） 紙・電子

業種/備考



ホームプラザナフコ　武雄店 武雄市武雄町大字武雄3921番地 0954-22-0725 21.その他 ホームセンター 紙

ダイレックス武雄店 武雄市武雄町大字武雄4956 0954-22-6211 21.その他 日用品 紙・電子

ミスタードーナツ　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-20-1477 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

サーティワンアイスクリーム　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-22-5539 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

大阪王将　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-22-8477 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

TAKO ICHIBAN　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-22-3000 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

お好み一番地　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-22-8057 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

a.v.v　ゆめタウン武雄 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-20-0320 21.その他 衣料品 紙・電子

村岡屋　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-22-5130 3.小売（お土産等） 紙・電子

ゆめタウン武雄 武雄市武雄町大字武雄4992 0954-22-3000 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

かば田　武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992　ゆめﾀｳﾝ武雄 0954-22-5093 3.小売（お土産等） 紙

Green Parks topicゆめタウン武雄 武雄市武雄町大字武雄4992 ゆめタウン武雄 1F 0954-28-9722 21.その他 衣料品店 紙・電子

ｴｽﾃｰﾙ 武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992　ゆめﾀｳﾝ武雄 1F 0954-22-5057 21.その他 宝飾 紙・電子

マックハウスゆめタウン武雄 武雄市武雄町大字武雄4992ゆめﾀｳﾝ武雄 0954-22-5600 21.その他 衣料品小売業 紙

ラフィネ　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992ゆめタウン武雄１Ｆ 0954-22-4151 21.その他 リラクゼーション 紙・電子

ベスト電器　武雄店 武雄市武雄町大字武雄4992ゆめタウン武雄1F 0954-22-3181 21.その他 家電 紙・電子

セントエリーネ武雄店 武雄市武雄町大字武雄４９９２ゆめタウン武雄店２Ｆ 0954-22-5116 21.その他 衣料品店 紙

庄屋武雄店 武雄市武雄町大字武雄5748-1 0954-22-0055 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

国際観光旅館なかます 武雄市武雄町大字武雄7377 0954-22-3118 21.その他 宿泊施設 紙

TKB AWARDS 武雄市武雄町大字武雄富岡7811-5 080-3958-3411 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

たけおしふぉん　Pas a' Pas 武雄市武雄町富岡　８５４１ 0954-33-0081 3.小売（お土産等） 紙・電子

喫茶　チャコ 武雄市武雄町富岡11513-1 0954-22-5358 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

Aコープ 川良店 武雄市武雄町富岡11515-3 0954-22-4147 4.コンビニ・スーパー 紙

宮地ハム 武雄市武雄町富岡12185番地 0954-22-4181 3.小売（お土産等） 紙

スーパーセンタートライアル武雄富岡店 武雄市武雄町富岡12431番地1 095-420-0800 4.コンビニ・スーパー 紙

宮崎薬局東部店 武雄市武雄町富岡12506-3 0954-26-8222 21.その他 薬局 紙

ブリスにしやま　武雄店 武雄市武雄町富岡12509-1 0954-27-7351 21.その他 衣料品店 紙

焼肉館勝 武雄店 武雄市武雄町富岡12517-1 0954-20-1129 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ケーズデンキ 武雄店 武雄市武雄町富岡12697 0954-20-1550 21.その他 家電量販店 紙

ジーユー武雄店 武雄市武雄町富岡12701 0954-26-8171 21.その他 衣料品店 紙

旬魚旬彩 雅膳 武雄市武雄町富岡206 0954-22-3513 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

貴靖takayasu 武雄市武雄町富岡211 0954-27-7433 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

トヨタレンタリース佐賀 武雄温泉駅前店 武雄市武雄町富岡307 0954-23-0100 12.レンタカー 紙・電子

酒食肆　独楽W 武雄市武雄町富岡7760-12海舟ビル 0954-22-3011 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

焼肉どすこい 武雄市武雄町富岡7771番地8平成ビル１F 070-2344-8929 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ラーメン居酒屋恵比須 武雄市武雄町富岡7794-4 0954-28-9558 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

酒菜処　心粋 武雄市武雄町富岡7807-3平和ビル101 0954-22-3313 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

タケオバルSOL　DE　VERANO 武雄市武雄町富岡7807-3平和ビル103 0954-38-9027 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

うつわ・雑貨・焼菓子　あいう 武雄市武雄町富岡7811-5かめやビルＢ号 0954-33-0535 3.小売（お土産等） 紙・電子

Bagshop36 武雄市武雄町富岡7818-11 0954-22-4936 3.小売（お土産等） 紙

ラミーアカーサ 武雄市武雄町富岡７８４６－２ 0954-28-9545 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

武雄温泉駅カフェ　カイロ堂 武雄市武雄町富岡8249-4武雄温泉駅構内 0954-22-2767 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

武雄市観光案内所 武雄市武雄町富岡8260 0954-22-2542 3.小売（お土産等） 紙・電子

モスバーガー武雄店 武雄市武雄町富岡字西浦 277 0954-23-9300 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

サックスバーアナザーラウンジ　武雄 武雄市武雄町武雄 4992ゆめﾀｳﾝ武雄 1F 0954-23-2010 21.その他 物販業(バッグ・小物等） 紙・電子

御料理 最なか 武雄市武雄町武雄4068-4 0954-27-7703 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

陽光美術館 武雄市武雄町武雄4075-3陽光美術館 0954-20-1187 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙・電子

みふね茶屋 武雄市武雄町武雄4075-3陽光美術館　慧洲園内 0954-20-1187 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

御船山楽園 武雄市武雄町武雄4100御船山楽園ホテル 0954-23-3131 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

御宿竹林亭 武雄市武雄町武雄4100御船山楽園ホテル 0954-23-3131 21.その他 宿泊施設 紙・電子

御船山楽園ホテル 武雄市武雄町武雄4100御船山楽園ホテル 0954-23-3131 21.その他 宿泊施設 紙・電子

Kaji synergy retaurant 武雄市武雄町武雄4239-1 0954-38-9007 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

寿司めいじん　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町武雄4992 0954-22-5500 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ゆめタウン　クラフトワン武雄店 武雄市武雄町武雄4992 0954-28-9090 21.その他 雑貨 紙

山輝園　ゆめタウン武雄店 武雄市武雄町武雄4992 0954-28-9376 3.小売（お土産等） 紙・電子

地球文化屋　武雄店 武雄市武雄町武雄4992　　ゆめタウン武雄２F 0954-20-1022 21.その他 衣料品店 紙・電子

ロッテリアゆめタウン武雄FS店 武雄市武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-20-1353 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

モードビス・モードハウス 武雄市武雄町武雄４９９２ゆめタウン武雄２Ｆ 0954-22-5088 21.その他 衣料品店 紙・電子

モードメゾン 武雄市武雄町武雄４９９２ゆめタウン武雄２Ｆ 0954-22-5800 21.その他 衣料品店 紙・電子

リップスティック 武雄市武雄町武雄４９９２ゆめタウン武雄２Ｆ 0954-22-5089 21.その他 衣料品店 紙・電子

豆善武雄店 武雄市武雄町武雄5433 0954-33-0961 3.小売（お土産等） 紙

居酒屋　どんぐり 武雄市武雄町武雄５６０８ー１６ 0954-22-0417 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

有限会社江口酒店 武雄市武雄町武雄5721 0954-23-7878 3.小売（お土産等） 紙

ドラッグコスモス下西山店 武雄市武雄町武雄5737 0954-26-8060 21.その他 薬局 紙

京都伊三郎製ぱん　クラフトワン武雄店 武雄市武雄町武雄5789-1 0954-22-2252 3.小売（お土産等） 紙

甘味屋　ヒダマリ 武雄市武雄町武雄5896-2T-CUBE102 0954-23-7625 3.小売（お土産等） 紙・電子

福太朗 武雄市武雄町武雄7266-6 0954-22-3012 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ナチュラいわなが 武雄市武雄町武雄7276 0954-23-0243 21.その他 雑貨 紙

宮崎薬局本店 武雄市武雄町武雄7280 0954-23-1165 21.その他 薬局 紙

北欧雑貨　NORRE PORT 武雄市武雄町武雄7283NORRE PORT 0954-23-4995 21.その他 雑貨店 紙・電子

山里屋菓子老舗 武雄市武雄町武雄7346 0954-22-2059 3.小売（お土産等） 紙・電子

coffee shop 喜蔵 武雄市武雄町武雄7353 0954-22-2662 3.小売（お土産等） 紙・電子

まちなか案内所「がばい」 武雄市武雄町武雄7355-2 0954-23-1145 3.小売（お土産等） 紙・電子

ごはんや 武雄市武雄町武雄7358大宅ビル1F 0954-22-6626 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

懐石　宿　扇屋 武雄市武雄町武雄７３９９懐石　宿　扇屋 0954-22-3188 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホテル春慶屋 武雄市武雄町武雄7407 0954-22-2101 21.その他 宿泊業（旅館） 紙・電子

湯元荘 東洋館 武雄市武雄町武雄7408 0954-22-2191 21.その他 宿泊施設 紙・電子

お好み焼　若竹 武雄市武雄町武雄8155 0954-22-0045 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

スターバックスコーヒー　蔦屋書店　武雄市図書館店 武雄市武雄町武雄大字武雄５３０４－１ 0954-20-0313 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

蔦屋書店　武雄市図書館 武雄市武雄町武雄大字武雄５３０４－１ 0954-20-0300 21.その他 書店 紙・電子

居酒屋NUFNUF 武雄市北方町志久１７６２ー１ 0954-36-3530 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ドラッグコスモス武雄北方店 武雄市北方町志久2042-5 0954-36-0123 21.その他 薬局 紙

手作りハンバーグくれよん　北方店 武雄市北方町大崎1316-1 0954-27-7862 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

北方温泉　四季の里　七彩の湯 武雄市北方町大崎4300-1北方温泉　四季の里　七彩の湯 0954-36-5926 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

ダイレックス北方店 武雄市北方町大字志久1568-3 0954-36-0570 21.その他 日用品 紙・電子

ファミリーマート 北方大崎 武雄市北方町大字大崎１８０１－１ 0954-20-3070 4.コンビニ・スーパー 紙


