
2019・春号

エコッ葉を
探せ！

はじめまして！
「エコッ葉」です。
福津市エコショップ

認定制度の
キャラクターです。
どうぞよろしく
お願いします。

ぱ

福津市エコショップ認定制
度のイメージキャラクターの
「エコッ葉」が、本誌のページ
のどこかに隠れています。全
部で何エコッ葉いるかな？
数えて表紙ウラ１ページの
応募方法を見てご応募くだ
さい。現金1,000円が当た
ります!! 表紙と14pも１エ
コッ葉と数えてね。

福津市エコショップ認定制
度のイメージキャラクターの
「エコッ葉」が、本誌のページ
のどこかに隠れています。全
部で何エコッ葉いるかな？
数えて表紙ウラ１ページの
応募方法を見てご応募くだ
さい。現金1,000円が当た
ります!! 表紙と14pも１エ
コッ葉と数えてね。

リデュース （ゴミを減らす）リユース （繰り返し使う）リサイクル （再資源化）
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応募用紙

電話番号

住所

氏名 年齢　　　　歳

フリガナ

〒

クイズに答えて
クイズの答え 現金が当たる!

4エコッ葉・5エコッ葉・6エコッ葉
右の応募用紙の答えに○をつけてご応募ください。

右の応募用紙の答えに○をつけて切り取ってFAXしてください。

応募締切／2019年5月31日

FAXでのご応募

「エコッ葉」がこの冊子の中に何エコッ葉いるか
 ○で囲んでください。

■現金 1,000円…10名様

郵送先/福津市商工会　
　　　　　〒811-3217　福津市中央2丁目10番6号

※応募はお一人様1回限りとさせていただきます。
※先に当選された方の住所と同じ場合は後からの方の応募を無効とします。
※ご記入いただいた個人情報については、目的以外には使用いたしません。

※商工会は、土・日・祝はお休みです。

FAX:43-6502

きりとり線

右の内容と答えを官製ハガキに書き投函してください。

ハガキでのご応募

右の応募用紙の答えに○をつけて切り取って、商工会に
設置された専用ボックスに投函してください。

福津市商工会にお持ち込み応募できます

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

2

冊子御覧の上御来店のお客様には
心ばかりのプレゼントを御用意！

2019年5月31日まで

インド料理　ニューサイノ

無期限でOK

きずな整骨院

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

5

初診の方、本気で悩んでいる方限定
従来２回で17,500円を

２回で2,980円

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

5

クーポン持参の方
ミズチップシール10枚進呈

2019年6月30日まで

お茶のみやじ園
有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

2

ご予約時「福津のおもてなしを見た！」
昼・夜 お祝いコースご予約で
サプライズプレート プレゼント

2019年12月末まで

農園野菜と大地の恵み となりのグリル

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

62019年8月31日まで

ヘアーシエスタ DUE

6,804円
通常価格より30%off

初めて沖縄ヘナカラーをされる方

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

62019年11月30日まで

レンタル衣裳 いきつ

衣裳代より 5%割引

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

62019年5月31日まで

Hair Salon TOMO

500円 割引
ヘナ教室にご参加下さった方に限り

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

82019年6月30日まで

たけ整骨院

初回検査料　無料
[羽田野式ハイボルト療法]

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

62019年12月31日まで

島田行政書士事務所
契約金額の10%OFF
※契約金額5万円以上のお客様に限ります。

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

62019年5月31日まで

㈲島田義之商店
クーポン券持参で

ミズチップ3倍

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

92019年12月31日まで

㈱福間住設
水まわりのリフォームをご契約
（10万円以上）いただいた方は、
お見積金額より5%値引きいたします。

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

102019年12月末日まで

吉水塗装店

5%OFF

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

102019年5月31日まで

金沢屋 福津店

10%OFF

「鯛塩らーめん」を注文した人に限り、
ソフトドリンク１杯無料

有効期限 2019年5月10日まで
このクーポンを切り取ってご持参ください。

中華料理 春香

掲載ページ

2

有効期限

このクーポンを切り取ってご持参ください。掲載ページ

4

期間中に入会された方
入会金　通常5,400円を

半額の2,700円

2019年5月31日まで

ブループラネット 英会話スクール



2 ※マークの見方や各店舗の詳しいご案内は裏表紙をご覧ください。

鯛のアラと鶏ガラをブレンドしたスープで作った
「鯛塩らーめん」は、玄界灘産の真鯛を使用。しめ
は「鯛めし焼おにぎり」にスープやお出汁をかけ
て、鯛茶づけとしてもお楽しみいただけます。1食で
2度美味しい逸品です。

・ランチ2,000円（税別）～
・3,000円～　
　調理長おまかせメニューまで
・祝祭仏事　四季折々メニュー　鍋物
・飲み放題有
・大小宴会　90名まで
　バス有　10名以上
・5月～9月　バーベキュー有
　1,500円～3,000円
・鉢盛、オードブル、弁当
　予算にあわせて  

海と夕陽の見える和風旅館です。
活きの良さが自慢の伊勢海老やシ
マアジ、イカの活き造りをメイン
に、新鮮な海の幸の会席料理を
提供いたしております。宴会はも
とより2名様からのお食事もお気
軽にご利用ください。美味しいお
酒とお料理をご用意してお待ちし
ております!! 

大磯

☎0940-43-8777
焼肉はなやま

☎0940-62-3282
華杏（はなあんず）弥太楼

インド料理　ニューサイノ

☎0940-42-5143

☎0940-43-1151

☎0940-42-1995

中華料理　春香
鯛塩らーめん
「茶漬けセット」

御祝事、御法事、
歓送迎会、その他、
各種御宴会
承ります。

大切な方の記念日や家族のお
祝い、本当は皆で集まりたいけ
ど準備が大変…。そんな時にご
利用ください。行事に合わせた
料理や衣装に花束の準備、ホー
ルケーキに事前の荷物受取り・
サプライズメッセージなどお手
伝い致します。貸切や飲み放
題・昼宴会などもご用意してお
ります。

ランチ・ディナーのセットメニューの他お
子様メニュー・お持ち帰り迄、お一人様か
らファミリー層迄幅広くご愛顧頂いており
ます。飲・食べ放題の宴会メニューもご予
約承ります。当店自慢のチーズナンを是非
一度ご賞味下さい。

☎0940-72-4200
農園野菜と大地の恵み となりのグリル

検索

検索

検索
誕生日や結婚記念日・
お食い初めに

還暦祝い等、お祝いは
おまかせください！

５月で開店４周年！
チーズナンが
大好評頂いて
おります！

四季折々メニューは
予算・内容
お客様と

決めて行きます。

手作りにこだわった本格派の韓国料理
と、厳選した鹿児島黒毛和牛。そして、や
すらげる個室でお出迎え致します。大小
宴会も承っておりますので特別な時間を
ぜひ、「焼肉はなやま」で！

【メニュー】
黒毛和牛A-5等級…1人前850円～
お得な盛り合わせ各種…2,800円～
宴会コース
　…2,900円、3,900円、4,900円
※コース御予約の方のみ
　…飲み放題+1,500円
※コースは前日迄要予約
※価格は税抜

A-5ランクの
黒毛和牛に
舌鼓！！



3※マークの見方や各店舗の詳しいご案内は裏表紙をご覧ください。
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5※マークの見方や各店舗の詳しいご案内は裏表紙をご覧ください。

交通事故によるケガは自賠責保険、仕事中
や通勤途中のケガは労災保険、日常のケガ
は健康保険、うえだ整骨院では保険適用で
の施術ができます。首・肩・腰・膝等の検査
が必要と思われる症状に対して、医師の診
断に従い、適切な指導の基に処置をしてい
きます。

脊柱管狭窄症や骨盤の不調は、進行する
と長く歩くことが困難になります。当院で
は歩行力をつける治療プログラムで、関
節強化、筋力、連動性をつけて歩ける体
を取り戻します。治療後、直ぐに戻ること
がないようにセルフケアもお伝えします。
先ずはお気軽にお電話下さい。

うえだ整骨院

☎0940-36-9439
きずな整骨院

検索

☎0940-72-4504☎0940-52-5250

カラダは小宇宙と言われてい
て、細胞ひとつひとつが絶妙な
バランスを保っています。日常生
活でも知らず知らずにカラダは
ゆっくりバランスを崩していきま
す。姿勢を整え、血の巡りを改善
し調和のとれたカラダへ戻すお
手伝いをさせていただきます。

整体　自然（じねん）

検索検索
季節の変わり目は
体調を崩しがち。
整体でカラダを
整えませんか？

公益社団法人
所属の整骨院で、
安心して公的保険が
使用できます。

脊柱管狭窄症
や骨盤の不調で
歩けなくなるかも
しれないと
不安の方へ

八女茶、知覧茶、ドンコ椎茸（大分産）、
天然のラウス昆布、美味しいお茶菓子等
自信をもっておすすめできる商品が有り
ます。
＊毎月10日「お茶２割引セール!!」
　　　　　　　　　（特価品は除く）
ギフト商品等、地方発送致しております。

☎0940-42-6284
お茶のみやじ園

奥八女の、空気と
清水で育った、
当店自慢の
お茶です!!

宿泊、2名様から120名様までの各種宴会、
イス・テーブル式の宴会場も御用意出来ま
す。バスでの送迎、飲み放題プラン、平日限
定割引プラン等もありますので、是非お問い
合わせ下さい。

☎0940-52-1045
正直亭

検索

御祝事、御法事、
町内会、サークル等
の集まりに
御利用下さい。

当院では「体の痛み・張り・倦怠
感などの苦痛を取り除く為に、
個人個人の患者さんに合わせた
治療を行い、患者さんの笑顔が
より多く見れるよう、一生懸命、
健康サポートしていきたい」を第
一に考え治療をしています。

☎0940-72-4851

すまいる整骨院
はり灸マッサージ院

検索

腰痛や首・
肩の痛み・関節の
痛みの事なら

おまかせください。



6 ※マークの見方や各店舗の詳しいご案内は裏表紙をご覧ください。

色々なヘナカラーが流通している中、これぞ！本物天然
100%沖縄ヘナカラーをおすすめしてます。カラーなど
で細くなり、元気がなくなった髪も頭皮も元気になりま
す。是非、一度お試し下さい。初めてヘナカラーをされる
方はパッチテストが必要になります。お電話ください。

☎0940-36-9880
ヘアーシエスタ　DUE

天然100%
ヘナカラーの事なら
おまかせ下さい。

きもの専門店のレンタル衣裳店です。お客様の喜びと一緒に歩んでまいりました。
お宮参り着、七五三衣裳、成人式振袖、卒業袴、黒留袖、色留袖、訪問着、婚礼衣
裳他気軽におたずね下さい。グループに美容室、コスメもあり、きもの姿をきれい
に仕上げてお送り致します。 ㈲いきつ

☎0940-42-0158

レンタル衣裳　いきつ
“いきつ”は
地域に育まれた
呉服屋生まれの
レンタル衣裳
専門店です。

①財産贈与を考えてある方への支援
②遺言を考えてある方への支援
③離婚を考えてある方への支援
④遺産分割協議書作成及び相続手続支援
⑤遺言執行人の受託及び遺言執行
⑥官公庁への許可・更新申請手続支援

☎0940-52-4256

島田行政書士事務所

悩みごと、
心配ごと、相談
承ります。
御自宅へ出張
いたします。

当店では毎月、月曜日（隔週・不定期）で
ヘナの講師のプロの美容師を迎えてヘナ
教室を開催しています。お気軽にお問い
合わせ下さい。
ヘナ教室は完全予約制　1回2,000円
（ロング料金別途。10gずつ追加ごとに800円）

＊日程があわない方はご相談下さい。

☎0940-42-2513
Hair Salon　TOMO

無農薬で
化学薬品を
一切使ってない
国産ヘナを

使用しています。

大～小の鍋、包丁、鉄器、野田
ほうろう、有田、波佐見焼の茶
碗や、キッチングッズ色々取り揃
えています。２階のサラダ館は
贈り物専門店です。出産内祝に
お子様の名入れスイーツが人気で
す。（１ヶからOK）
返礼品やご挨拶品など各種贈り
物。リボンラッピングもおまかせ
ください !!

☎0940-43-0711
有限会社　島田義之商店

キッチン用品、
贈り物のことなら
おまかせ下さい。
ちょっとのぞいて

みてネ!!

私たちは、「いつでも身近」で
「素早く」「親身な対応」をモ
ットーに営業しています。創業
26年の総合保険代理店です。
医療保険、火災保険、自動車
保険など、お気軽にご相談下
さい。

有限会社 七〇九保険企画
なっとく

検索

近くて安心、便利な
“なっとくほけん”を
よろしくお願いします！

0120-292-709
検索

検索検索
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9※マークの見方や各店舗の詳しいご案内は裏表紙をご覧ください。

土地建物の売買・賃貸・その他不動産に関することはお気軽にご相談下さい。

☎0940-52-3954　FAX　0940-52-3762
日新商興

パッカポッコと揺られながら新原奴山
（しんばるぬやま）古墳群を散歩しま
す。土日の発車時刻は10、11、13、14、
15時です。前日までにご予約下さい。平
日や祝日は好きな時間と人数で貸切も
できます。発着場所の古墳展望所では
毎月土曜に「お馬さん広場」も開催中。
ぜひ遊びに来て下さいね！

☎0940-51-1292
ホースプラン

検索

世界遺産の
古墳めぐりなら
オーロ君の
観光馬車に

お任せください！

お住いの新築から古民家改修、リフォー
ム、修繕まで、「こんな事」と思われる事で
も、お住いに関する事なら何なりとご相談
下さい。アフターメンテナンスまで、しっか
りと対応させていただきます。

☎0940-42-2716
株式会社　片岡建設

一級建築士です。
「木組みは人組み」
とお客様の繋がりを
大事に心がけて
います。

津屋崎のことなら
地元住民である
私達に安心して
おまかせ下さい。

最大幅90cmまでの印刷物がコピーできます。
またA0（841×1118mm）のポスターが出力で
きます。横断幕、販促ポスター、図面などの大き
な印刷物がある時は近くの印刷屋さんに聞いて
ください。

☎0940-52-0044

中川印刷

検索

図面など
幅90cmまでなら
出力・コピーが
できます。

事務用品、OA機器、机、椅子等の備
品全て取り扱っています。記念品、名
入れもしますので、是非お問い合わせ
下さい。

☎0940-52-0066

谷口文具有限会社
事務機・文具・
記念品の事なら
おかませください！

「技術と信用を大切に」をモ
ットーに、小さな水道修理か
ら、大きな工事まで、しっか
り対応いたします。水まわり
のリフォームの見積りも無料
で行っていますので、お気軽
にお声かけください！
〈ただ今、一緒に働く従業員
さんを募集しています！〉

☎0940-43-3211
㈱福間住設

検索

水まわりの
トラブル・

リフォームの事なら
おまかせ
ください。
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①夏は涼しく、冬温かくします。
②二酸化チッ素を60分で1/10に
　減らし、空気をきれいにします。
③空気中の湿度を調節します。
④音を吸収し、心が落ち着きます。

☎0940-52-0321

☎0940-43-6102

吉村製畳

検索

張り替えに特化した事業をして
おります。二人で見積りに伺いま
すので、男性目線・女性目線の両
方から、お客様のご希望ご予算
に沿った提案ができ、ご好評を
いただいております。出張費・見
積り費は無料ですので、お気軽
にお電話ください。

金沢屋　福津店

襖・障子・網戸の
張り替えは、
当店にお任せ
ください。

畳、フスマ、
障子、網戸
張替おまかせ
ください。

検索 検索

検索 検索

住宅やアパートの塗り替
えを主に行っています。
もちろんウッドデッキや
雨戸の塗装、劣化の気に
なる部分的な塗装、DIY
に関してもお気軽にご相
談下さい。
お客様の安心、満足度、
福津で一番の塗装店を
目指します。

☎0940-43-2812
吉水塗装店

塗装が
大好きです。

0120-168-861

お見積り無料でお伺いします。畳の部屋に家具
があっても私達が移動させて元の位置に戻しま
すので、そのままでOK！お客様満足を一番に考
えて仕事に取り組んでおります。

株式会社　秋吉福間店
畳、襖、障子、
網戸の張替

おまかせ下さい！

☎0940-72-1035

雨漏り修理、雨樋修理、波板トタン修理、屋根
瓦修理、リフォーム、塗装、お任せ下さい。お
気軽にご連絡をお待ちしてます。一級瓦工事店

福岡ルーフ・ライフ

☎080-2697-0828

雑草工事や車庫増設工事、カーポートやウッドデ
ッキ等、お見積りから施工まですべて自社で手
掛けております。小さいながらも福岡で地域に
密着した一番の親切を目指し頑張っています。
創業39年の我が社だからこそ出来る丁寧な仕上
りをお約束致します。

株式会社　エコプラネット

お庭の不満を
解決します‼

見積もり、相談
無料です!!



※マークの見方や各店舗の詳しいご案内は裏表紙をご覧ください。 11



※マークの見方や各店舗の詳しいご案内は裏表紙をご覧ください。12
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福津市エコショップ認定制度のイメージキャラクター

　福津市エコショップ認定制度のイメージキャラクターに就
任しました「エコッ葉」です。市民のみなさんからの公募によっ
て素敵な名前をつけてもらいました。エコの「エコ」、背中の葉
っぱの「葉」からイメージして「エコッ葉」。とても親しみやすく
気に入っています。イメージキャラクターとして、多くのみなさ
んにエコショップの周知と推進につとめていきますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

　それではここで、福津市エコショップ認定制度について紹介
します。福津市は平成23年度からごみの減量化、回収・再生
利用の推進など、環境保全に積極的に取り組んでいる市内の
事業所（店舗）をエコショップとして認定をしています。現在は
103事業所（店舗）が認定されており、業種もさまざまですが
各店舗において環境を意識した取り組みが行われています。
エコショップを消費者である市民のみなさんに知っていただ
き、積極的に利用していただくことで、環境にやさしい消費ス
タイルの確立の推進をめざしています。
　事業所のみなさん！ぜひエコショップ認定制度にご理解い
ただき、エコショップになってみませんか。

福津市役所　うみがめ課（62ー5019）　

エコッ葉
ぱぱはじめまして

です！

地域の
スポーツ
クラブ

福間南
スリーウェーブ

津屋崎
シーボーイズ

　津屋崎シーボーイズは「挑戦」「感謝」を活動スローガ

ンとして掲げ、バスケットボールをプレーすることの楽

しさを伝えるとともに、子どもたちの「心身の健全な成

長」「バスケットボール技術の向上」を促すことを目的に

取り組んでいます。

　練習は、平日（火曜日以外）を中心に津屋崎小学校の体

育館で行っていますので、興味のある方はぜひ一度見学

にお越しください。

【主な活動実績】
　・全九州ミニバスケットボール大会　出場
　　　　　　（第37回：平成28年度、第39回：平成30年度）

　・福岡県U12バスケットボール選手権大会　準優勝
　　　　　　（第47回：平成28年度、第49回：平成30年度）

他複数回出場　

　福間南スリーウェーブは、個々の人格と個性を尊重

し、個人の成長がチーム全体の成長となるように、日々

練習に励んでいます。平成30年度は、県大会で優勝を

し、全国大会出場を成し遂げました。現在、6年生〜2年

生の部員で活動しています。本年度より福間南小学校の

生徒だけでなく、どの小学校の生徒でも入部できるよう

になりました。新1年生、バスケ未経験者の方も大歓迎

です。見学・体験ができますので、ぜひ福間南小体育館

へお越しください。

【練習場所】福間南小学校　体育館

【練習日時】月・火・木・金/17：00〜19：30

　　　　　土/14：00〜17：00
　　　　　　※日曜日は練習試合、試合がなければ休みです。



宮司2-1-10　レガネットガーデン福津
0940-52-5250
平日9：00～12：00、14：00～20：00、土9：00～13：30
日祝　　有

うえだ整骨院

正直亭

検索福津市　ホースプラン

ホースプラン

花見が浜2-7-13
0940-72-4200
11：00～16：00（OS 15：00）、17：00～23：00（OS 22：00）
木曜　　有

となりのグリル

津屋崎2-13-32
0940-52-4256
9：00～19：00
土日祝　　有

島田行政書士事務所

福岡ルーフ・ライフ

農園野菜と
大地の恵み　

中央5-20-5
0940-42-6284
9：30～19：00
不定休　　

お茶のみやじ園

検索福津市 華杏

検索ニューサイノ

検索福津市　うえだ整骨院

㈱福間住設

すまいる整骨院はり灸マッサージ院

津屋崎3-28-5
0940-52-0066
8：00～18：00
土日祝　　有

谷口文具有限会社

中央6-11-5-101
0940-72-4851
8：30～12：00（土は12：30まで）14：00～19：00（受付終了19：00）
日祝　　有

日蒔野1-5-13
0940-72-4504 
月～金/9：00～12：00、14：00～19：00、土/9：00～12：00、14：00～16：00
日祝　　有

整体　自然（じねん）

本木1149
0940-42-2716
8：00～18：00
日曜、第２土曜　　有

きずな整骨院 株式会社　片岡建設

日新商興

福間校：中央6-8-5、津屋崎校：津屋崎5-22-3
0940-43-3220 
月～金/13：00～21：30、土/9：00～16：00
日祝　　有

検索たけ整骨院　福津

検索株式会社河島楽器店

ブループラネット 英会話スクール

西福間1-29-27　  　有
0940-43-1400
月・水・金 / 9：00～21：00（30分前受付終了）、
火/～20：00（〃）、土・日・祝/～14：00（〃）　　木曜

たけ整骨院

中央6-10-8
0940-36-9880
9：30～18：00（最終受付）　予約制 
第1・3日曜、毎週月曜　　有

本木1301-3
0940-42-2513
10：00～18：00（時間外受付可能）
日祝　　有

中央6-10-8
0940-42-0158
9：00～18：00 
不定休（お問い合わせください）　　有

ヘアーシエスタ DUE

レンタル衣裳　いきつ 中川印刷

西福間1-10-15
0940-42-5143 
11：00～14：00、17：00～21：00（OS 20：30）
火曜　　有

中央4-20-23
0940-43-8777 
17：00～23：00（OS 22：00）
第１・３火曜　　有

勝浦530-2
0940-62-3282
11：00～21：30
不定休　　有

西福間4-15-17
0940-43-1151
11：00～22：00
不定休　　有

宮司2-1-10　レガネット福津
0940-52-0772
11：00～17：00（OS 16：30）
水曜（変更有）　　有

津屋崎4-2-16
0940-52-1045
11：00～22：00
不定休　　有

中華料理　春香

焼肉はなやま

華杏　弥太楼

大磯

インド料理　ニューサイノ

ハートフルバーガー

手光南1-6-1　第3山田ビルG
0940-42-1995　　第1火曜　　有
平日11：00～15：00/17：00～22：30、土日祝11：00～22：30
（ランチ17：00迄、OS 22：00）

検索いきつ

検索金沢屋福津店

Hair Salon TOMO

有限会社 島田義之商店

㈲七〇九保険企画

中央3-8-16
0940-42-0238
9：00～18：00
第1・3日曜　　有

宮司元町2-10
0120-292-709
月～金　9：00～17：00
土日祝　　有

河島楽器店
中央6-20-8
0940-42-0680
10：15～17：00、木曜のみ　10：15～12：00
日祝　　有

生家1851
0940-51-1292
9：00～17：00
無　　有

津屋崎4-6-16
0940-52-3954
9：00～17：00
不定休　　有

西福間4-5-9
0940-43-3211
8：00～17：00
日祝　　有

宮司1-8-32
0940-52-0044
8：30～17：30
日祝　　有

吉村製畳
津屋崎7-13-25
0940-52-0321
8：00～
日曜　　有

金沢屋　福津店
花見が丘1-12-1-103
0120-168-861
9：00～18：00
不定休　　無

検索福津市　吉水塗装店

検索福岡ルーフ・ライフ

検索たたみの秋吉

吉水塗装店
中央1-16-1
0940-43-2812
8：00～17：00
日祝　　有

手光南1-4-20
0940-43-6102
8：00～17：00（電話受付19：00まで）
月曜・祝日　　有

㈱秋吉　福間店

福津市小竹2-1-18
0940-72-1035
7：00～20：00（雨漏りの場合のみ24時間受付）
無休　　有

㈱エコプラネット

検索車庫工事　福岡

内殿22
080-2697-0828
9：00～21：00
無休　　有

マトバ不動産㈱

検索福津市　マトバ不動産

日蒔野4-1-12
0940-39-3525
9：00～18：00
木曜　　有

CLAFT　福津店

検索CLAFT　福津店

津屋崎4-4-1　ビーチエクセル102
0940-39-3492
9：00～17：00
年末年始、日曜　　有

代書屋　まっちゃん
日蒔野1-2-6-1101　　不定休　　有
0940-62-6181
電話受付　9：00～17：00（電話でご予約後に面談、
夜間や休日の面談も可）

中央2-1-3　Mコート105
0940-36-9439
午前/月～金/9：00～11：30、午後/月・火・水・金/15：00～20：00
木/15：00～18：00、土/9：00～13：00　　　日祝　　有

福津市　脊柱管狭窄症
きずな整骨院
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