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1 青空薬局 白木原１－１－５７ 調剤薬局
2 アサヒアイドマ株式会社 仲畑２－１－５ 看板製作
3 株式会社アサヒ電機製作所 大城４－３－２２ 電機製作
4 アスターテック 仲畑２－１－３１ 鉄工業
5 株式会社アライズテクノロジー 川久保２－９－７ 機械卸
6 株式会社あわしま堂　福岡支店 大池１－１－１２ 菓子卸
7 株式会社エコアガスセンター 東大利４－５－３３ ガス販売
8 エダップテクノメド株式会社福岡営業所 御笠川５－３－４ 医療器具販売
9 エレマテック株式会社　 御笠川２－１１－３ 専門商社
10 オーシャンロード株式会社 仲畑３－１－８ 道路整備
11 大阿蘇ハム株式会社営業部 仲畑２－９－２８ ハム製造・販売
12 大野企業株式会社 御笠川４－１－８ し尿処理業
13 大野城市サンシャイン株式会社 南ヶ丘４－１－３ 黒酢販売
14 医療法人同仁会 乙金病院 乙金東４-１２-１ 医療機関
15 社会福祉法人正栄会 乙金保育園　 乙金２－３－５７ 教育
16 株式会社金物の山田屋 御笠川２－１０－７ 金物販売
17 株式会社カンキョウ・サプリ 瓦田４－６－１ 健食販売
18 関西のむら産業株式会社 九州事業部 仲畑４－１６－５１ 機器製販
19 九州通信産業株式会社福岡物流担当 瓦田４－４－２３ 電機通信設備工事
20 株式会社杏栄商会 南ヶ丘２－１－１８ 医薬品卸
21 キングラン九州株式会社 御笠川１－４－１２ カーテンレンタル

22 株式会社グリーンテック　大野城営業所 仲畑１－１７－１７ 自動車部品検査選別
23 グローブライド株式会社　福岡営業所 山田１－３－５ 製造販売
24 サンコーテクノ 株式会社 御笠川４－１１－２４ 卸売

25 小規模多機能型居宅介護施設           さわやか憩いの家大野城中央 中央２－５－１９ 福祉施設
26 グループホーム さわやかテラス大野城 牛頸４－５－２９ 福祉施設
27 酒のマルタマ 牛頸店 牛頸４－３－１５ スーパー
28 昇栄機工株式会社 仲畑２－１０－３７ 機械工具販売
29 株式会社正英製作所 九州支店 御笠川４－１０－９ 器具販売
30 消防標識株式会社 川久保１－５－１ 消防標識製作
31 株式会社鈴花　雑餉隈店 仲畑４－４－１ 小売
32 有限会社 角自動車整備工場 御笠川６－２－２５ 整備工場
33 セブンイレブン　大野城大城１丁目店 大城１－１９－２８ コンビニ
34 セブンイレブン　大野城若草１丁目店 若草１－１－１ 〃
35 セブンイレブン　春日原駅東店 錦町４－１－１８ 〃
36 株式会社セネック 御笠川２－３－１７ 観光バス業
37 大栄ミート株式会社 筒井４－14－２２ 食品卸
38 タイキ工業株式会社 九州事業所 仲畑３－３－１６ 樹脂製作加工
39 株式会社ダイヘン九州支社 曙町２－１－８ 変圧機製造
40 タナカ産業株式会社 乙金３－１７－２５ 包装資材販売
41 筑紫農業協同組合 大野城支店 瓦田３－７－１２ 金融
42 筑紫農業協同組合 大野東支店 川久保３－３－８ 金融
43 筑紫農業協同組合 山田支店 山田４－８－１０ 金融
44 株式会社チヨダマシナリー 福岡支店 牛頸４－４－２１ 機器製販
45 津上産業株式会社 福岡支店 仲畑３－５－４ 防水塗装業
46 学校法人筑水学園 月の浦幼稚園 月の浦３－２３－１ 教育
47 株式会社 ティ・ハーツ 御笠川１－３－１５ 内装業
48 有限会社 トップワン 雑餉隈町１-２-１９ 保険代理店
49 東亜エルメス株式会社 仲畑１－６－２０ 計測器販売
50 東京食品機械株式会社 九州支店 大城２－２３－３６ 食品機械販売
51 株式会社 東リセンター 栄町３－１－３３ 建設資材卸
52 中野スプリング株式会社 御笠川３－１１－４ 建設資材販売
53 一般財団法人なないろ会なないろ保育園 畑ヶ坂２－１－１７ 保育園
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54 株式会社にしけい 福岡南支社 瓦田４－４－１１ 警備
55 西鉄バス二日市株式会社　 大字牛頸２４７３－１２ 運輸
56 株式会社ニューワシントンリネン 仲畑１－２１－１９ クリーニング業
57 株式会社 のいえ 牛頸４－５－３ 福祉施設
58 社会福祉法人野の花学園 第三野の花学園 下大利３－９－１ 福祉施設
59 社会福祉法人さつき会 はまゆうワークセンター大野城 大城５－２８－３ 福祉施設
60 個別指導学院ヒーローズ 福岡大野城校 仲畑４－３１－３５ 学習塾
61 有限会社宏明　 上大利２－１５－３ レンタル業
62 有限会社 平和自動車 東大利１－１３－１０ 自動車修理・販売
63 株式会社 ホンダ 仲畑４－８－１ 建設
64 株式会社マキシンコー　福岡営業所 仲畑４－８－８ 機械製造販売
65 社会福祉法人野の花学園 大野城市障がい者支援センター  まどか・ゆいぱる                 上大利５－１８－８ 福祉施設
66 御笠川デンタルクリニック ヒカリ 御笠川２－１５－２ 歯科医院
67 社会福祉法人相和会 みかさがわ保育園 御笠川５－３－７ 保育園
68 京食品株式会社 仲畑２－９－１ 食品製造
69 株式会社 宮崎板金店 大池１－３－１６ 板金業
70 株式会社みらいふ 福岡南支店 東大利４－５－５ 建設
71 村田株式会社　福岡支店 仲畑１－５－２６ 紙製品卸
72 医療法人芙蓉会 メディカルケア南ヶ丘 牛頸１０３４－６６ 介護施設
73 友工商事株式会社 南福岡営業所 大池２－２１－３３ 建設資材販売
74 悠悠ホーム株式会社 筒井４－４－１７ 不動産業
75 有限会社吉田自動車 御笠川１－１２－８ 自動車整備
76 株式会社らくのう運輸 福岡営業所 御笠川２－１６－１５ 運送業
77 ワールド産業株式会社 仲畑１－９－１４ 建設
78 有限会社ワイズ 仲畑２－１１－２２ グラビア印刷
79 株式会社ワキタ 御笠川２－６－３ 建機事業


