
ジャンル 店   名 電話番号

居酒屋・
スナック

OAK BAR 092-410-0919
魚キッチン Tumugi 092-962-1552
炭焼酒場りゅう 092-962-2717

医薬品

サンドラッグ 新宮中央店 092-962-9877
ディスカウントドラッグコスモス 新宮店 092-940-6697
ひまわり薬局 新宮中学校前店 092-400-5581
ひまわり薬局 新宮店 092-963-5778

衣類・
服飾雑貨

キングファミリー福岡新宮店 092-941-7755
シューズ愛ランド 福岡新宮店 092-940-5111
フタタ新宮店 092-962-2001
パリミキ 新宮店 092-962-0050
ユニクロ 福岡新宮店 092-940-6500
洋服の青山 福岡新宮店 092-963-1722

食料品・
スーパー

相島購買店 092-962-2874
落石米穀店 092-962-0024
酒のＮＡＧＡＳＡＫＩ 092-962-3333
THE MEAT HOOK 092-692-8909
進藤商店 092-962-2222
たけ家 092-962-0650
肉のススキ 092-963-0476
ハローデイ 新宮中央店 092-962-0010
ハローデイ 新宮店 092-941-5666
ひとまるの里 092-941-5500
銘茶の里 森尾園 トライアル店 092-963-0200
銘茶の里 森尾園 本店 092-962-0552
メガセンタートライアル 新宮店 092-940-6660
安武酒店 092-962-0517
ゆめマート新宮 092-940-6600

飲食店

うどん三右衛門 092-963-2613
うまや 福岡新宮店 092-692-2922
お弁当の12時亭 092-963-0893
釜揚げ牧のうどん 新宮店 092-963-3341
カレーハウスCoCo壱番屋
新宮3号バイパス店 092-962-2312

甘味処戦国や立花館 092-962-1010
喫茶猫屋堂 090-8624-2439
GET54新宮店 092-692-8350
玄海魚処 鶴の風 092-941-5775
コメダ珈琲店 ゆめマート新宮店 092-410-9474
資さんうどん 新宮店 092-410-1615
Sushiさかなのしっぽ 092-962-0110
肉だんご屋 味味 092-980-5185
博多からあげ暖 092-962-2800
Cafe Higorokka（カフェ ヒゴロッカ） 092-962-4657
PiccoLo（ピッコロ） 092-963-2550
梺BASE 092-692-4801
VICINO Restaurant・Café 092-405-3056
ほっともっと新宮三代店 092-940-5488
丸山食堂 090-9724-1440
モスバーガー福岡新宮中央店 092-963-3878
山ちゃんうどん 092-963-0407
ワンカルビ 新宮中央駅前店 092-962-4129
本場インドカレー スミ 092-962-2101
喫茶ミント 092-963-5306

ジャンル 店   名 電話番号

家具・
生活雑貨・

ホームセンター

ＩＫＥＡ 福岡新宮 0570-01-3900
カインズ 福岡新宮店 092-941-5111
木のおもちゃ・おひさまや 092-985-0540
コーナンPRO 福岡新宮店 092-940-5023
ホームセンターコーナン 福岡新宮店 092-940-5009
サコダアウトレット新宮店 0120-114-113
東京インテリア家具 福岡新宮店 092-778-1111
中村家具 新宮店 092-962-1111
ナフコ 新宮店 092-963-1851
ナフコ福岡東店 092-940-6061
ニトリ 新宮店 0570-064-210
文具・雑貨のSEIBUNSYA 092-962-2300

菓子・ケーキ

千鳥屋 セントラル店 092-962-0314
パティスリー てるてるぼうず 092-692-1513
ぱん屋シエルブルー 092-986-9197
フランソア スリフトショップ 092-941-2300
マヌカンピス＆ケレス 新宮店 092-963-5056
山ちゃん鯛焼 博多えべす 092-963-2310
Ro5Ro5～ロコロコ～ 092-405-0009

家電・
電気工事

秋山電器 092-962-0092
ベスト電器 新宮店 092-963-5115
ヤマダデンキ テックランド新宮店 092-941-7731
吉村電気商会 092-963-0931

建設業
エコプラネット 092-963-1999
タチケン（立花建設） 092-962-3624
ノジケン 092-410-7057

ゴルフ・
ボウリング

ダイナミックゴルフ新宮
（カスタネット倶楽部） 092-963-3168

新宮Ｊボウル 092-963-2600
立花ゴルフセンター 092-963-0072

コンビニ

セブンイレブン 新宮下府四丁目店 092-963-3900
セブンイレブン 新宮須川店 092-962-6311
セブンイレブン 新宮中央駅北店 092-962-2500
セブンイレブン 新宮東下府店 092-962-6610
ローソン 新宮美咲三丁目店 092-941-2101

自動車

あいあいオート 092-963-0188
イエローハット新宮店 092-963-4811
オーガ自動車 092-980-5355
オートバックス福岡新宮 092-940-5151

スポーツ用品・
自転車

あだちサイクル 092-962-2576
スポーツアム 092-963-5508
ヒマラヤスポーツ 福岡新宮店 092-940-6650

理美容院・
化粧品

eru資生堂正規契約店 092-962-5757
SARA 新宮店 092-962-0211
DIVA float 新宮店 092-963-1567
美容室 ヘアーポケット 092-963-2120

その他

占部畳店 092-963-1700
新宮タクシー 092-962-1531
新宮霊園 092-963-0918
ダスキン 福ほく 0120-33-4929
西日本新聞エリアセンター新宮 092-962-4303
みつとも整骨院 092-963-2266
ヨシダ釣具店 新宮店 092-962-5640
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