
1  (有)アキモト酸素 46 玉翠堂

2 （株）荒木商店 47 （株）Ｃｌａｐ

3 （株）麻生 48 久保山税理士事務所

4 赤間登記測量事務所 49 （株）グローリー

5 あすかの看板店 50 グーテンターク

6 （一社）飯塚青年会議所 51 グランドベルズ飯塚

7 （公財）飯塚市教育文化振興事業団 52 （株）巧電社

8 （有）イイヅカベンディング 53 こうの湯温泉

9 飯塚アイスパレス 54 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）

10 飯塚銀行協会 55 （株）さかえ屋

11 飯塚市商工会 56 （有）坂田金時堂

12 飯塚市本町商店街振興組合 57 酒まんじゅうの香月屋

13 飯塚商工会議所女性会 58 酒を愉しみ食を喜ぶ　倉重酒店

14 飯塚神功女神輿実行委員会 59 三拍子

15 飯塚信用金庫 60 （有）Ｓｈｏｎａｉ観光 

16 いいづかスポーツリゾート・ザ・リトリート 61 （株）シブタ商会

17 飯塚セントラル劇場 62 四季のうどん春夏秋冬

18 飯塚都市開発（株） 63 昭和通商業団

19 飯塚旅客自動車協同組合 64 しんいいづか商店街振興組合

20 居酒屋　和 65 新飯塚ステーションホテル

21 居酒屋のぶりん 66 （株）地蔵

22 石窯　Grill＆Wine　Dining　TETE 67 ジェラートみるく畑

23 一番食品（株） 68 ジャパン福岡・ペプシコーラ販売（株）

24 一休うどん 69 じゃらん

25 いけす鯛吉 70 ジュエリーアトリエ

26 今心（株） 71 鮨安

27 飯塚商工会議所 72 スリー・リングス

28 飯塚染物工場 73 スリーパーデザインショップ

29 （株）エトウ時計店 74 寿司万

30 蛭子屋（名） 75 セイコーメディカルブレーン（株）

31 江藤工産（株） 76 蒼林窯

32 オアシス珈琲（有） 77 （株）多田組

33 大村ファーム 78 （株）玉置

34 御料理の魚佐 79 田邊畳店

35 大里酒造（株） 80 タルト＆スイーツＦ

36 カカオロマンス　はないちもんめ 81 ダイニングルームあんど

37 菓子処ふじい庵 82 筑豊製菓（株）

38 亀屋延永 83 チクホー工芸社

39 寒北斗酒造（株） 84 筑穂牛と季節料理　あかね荘

40 （株）九電工飯塚営業所 85 千鳥屋本家

41 喫茶楡 86 中華料理　陽山

42 九州旅客鉄道（株）新飯塚駅 87 ちろりん村とくるみの木

43 喫茶グラスムーン 88 筑豊印刷（株）

44 九州電力（株）飯塚営業所 89 鶴原液化ガス（株）

45 銀の響 90 手づくり惣菜みしまや
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https://www.gyokusuido.com/
https://clap.co.jp/
https://www.aso-corp.jp/
https://kuboyama.tkcnf.com/
https://to-ki.jp/akama/
http://www7b.biglobe.ne.jp/sugiyamakanban/
https://www.facebook.com/Gutentagiizuka/
http://www.iizuka-jc.com/
https://grandbells.official-website.jp/
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http://sakaeya.co.jp/
http://www.iizukashi-shokokai.jp/
http://sakata-cafe.com/company.html
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https://www.ichiban-foods.co.jp/
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http://kankou-iizuka.jp/topic_66/
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http://kankou-iizuka.jp/topic_61/
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https://ima-gine.jp/
http://kankou-iizuka.jp/topic_231/
https://www.iizuka-cci.org/
http://sleeperdesign.jp/
https://eto-group.net/
http://kankou-iizuka.jp/topic_284/
http://www.misoyanokitchen.com/index.html
https://seiko-medicalbrain.co.jp/
http://sohringama.side-story.net/
https://www.oasiscoffee.co.jp/
http://tada-gumi.com/
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https://iizuka-uosa.com/
http://www.kurodabusi.com/
http://kankou-iizuka.jp/topic_166/
https://www.cacaoromance.jp/sp/shop/hanaichi.html
https://www.facebook.com/%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%A9-207148592709027/
https://fujiian.shopinfo.jp/
http://www.m-bon.com/
https://www.kameya-nobunaga.com/
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https://www.kyudenko.co.jp/
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91 （株）トーン 136 杜の舟

92 陶房八木山　青空間 137 元野木書店

93 （株）内藤園 138 ＹＡＭＡＢＵＫＩ

94 （株）南風堂 139 焼肉　開山

95 （一財）西日本小型自動車競走会 140 焼肉のＭｒ．青木

96 日本相互運輸 141 山田饅頭本舗

97 日本郵便（株）飯塚郵便局 142 ヤミィケーキ

98 ニューいいづか 143 羊羹工房渕上

99  (株)のがみ 144 吉原町おかみさん会

100  (株)ＮＯＴＥ 145 吉原町商業団

101 農楽園八木山 146 龍王ガス（株）

102 のがみプレジデントホテル 147 旅館あけぼの館

103 野々実会 148 ロケット石鹸（株）

104 曩祖八幡宮 149 （株）ワールドプリンティング

105 （株）長谷川バンケットサービス 150 綿惣

106 （有）畠中育雛場 151 西鉄バス筑豊（株）

107 （株）博光社 152 （株）プランニングエン

108 花和

109 パティスリー エスポワール

110 パティスリーＳＯＮＯＫＩ  

111 パティスリーセゾン  

112 パドドゥ･ル･コトブキ  

113 （一社）ひじり会  

114 （株）ひよ子  

115 東町商業団  

116 ビジネスホテルセンチュリー  　

117 ビジネスホテル大和屋

118 ピクニカ共和国 　

119  (株)福岡銀行飯塚本町支店 　

120  (株)福岡銀行飯塚支店 　

121 フェリーチェバジル 飯塚店 　

122 福豊帝酸(株) 　

123 フジキ印刷（株） 　

124 ふたせ饅頭本舗 　

125 福岡嘉穂農業協同組合 　

126 （株）丸ふじ

127 街家ｃａｆｅつむぎ

128 （有）味覚庵

129 味楽門ＢＯＮ

130 瑞穂菊酒造（株）

131 宮ノ上げんき

132 御幸町商業部

133 めん処百花亭

134 麺処やま志

135 めんの里あぐんちゃ

いつもご支援、ご協力ありがとうございます。

飯塚観光協会では飯塚市の観光事業推進にご理解、

ご支援を頂ける会員様を随時募集しております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先：一般社団法人飯塚観光協会

福岡県飯塚市吉原町6番1号あいタウン2階　TEL 0948-22-3511
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