
品目 店舗名 店舗住所 店舗電話番号 営業時間 定休日

1 時計、メガネ 時計・宝石・メガネの福田 佐賀市呉服元町11-38 0952-23-7209 9：00～19：00 なし

2 時計 ナカシマパーツ 佐賀市唐人１丁目7-20 0952-26-7650 9：00～18：00 日曜、祝祭日

3 時計 宝石・時計　モンデン 佐賀県唐津市中町1883-1 0955-72-3206 9：30～19：00 毎月16日

4 時計、メガネ 大坪時計店 唐津市相知町相知1833 0955-62-2002

5 時計 （有）ミズタ 唐津市中町1513-7 0955-72-4448
9：00～19：00

日・祝
9：00～18：00

なし

6 時計、メガネ 岡時計店 鳥栖市萱方町189-1 0942-83-2176 9：00～18：00
水曜、日曜、

祝祭日

7 時計 宝石メガネサロン　晶 武雄市武雄町富岡10542-2 0954-23-5675 9：30～19：00
日曜、
第3土曜

8 時計 （有）伊東時計店 鹿島市高津原3973-1 0954-63-1221

月～金
9：00～09：00

土・日
9：00～18：00

年中無休

9 時計
時計・宝石・メガネ・補聴器
のフチガミ

小城市牛津町牛津８０９番
地

0952-66-0223 9：00～16：00 日曜・元日

10 時計 （株）和光堂 神埼市神埼町神埼72 0952-52-3630 9：30～19：00 第1,3日曜

11 時計 （有）石隈時計店 杵島郡白石町福田1803-15 0952-84-3102 8：30～19：00 第1,3日曜

12 時計、メガネ
武雄時計宝石修理Labo 古賀
時計店

武雄市武雄町大字富岡7763-
2

0954-22-2628 9:30～18：30 水曜

13 カメラ （有）カメラサービス佐賀 佐賀市神野西4-15-24 0952-31-6003
9：00～15：00
（土 15:00ま

で）
日曜、祝祭日

14 靴 リ・ゼロ
佐賀市兵庫町藤木1416ゆめ
タウン佐賀１Ｆ

0952-36-8115 10：00～21：00 なし

15 靴、かばん 足の科学館・シューズツルヤ 佐賀市呉服元町7-41 0952-23-4556 9：30～18：30 なし

16 靴、かばん リペアード・ジャパン佐賀 佐賀市水ケ江1-13-28 0952-25-8818 10:00～18:00 日曜
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品目 店舗名 店舗住所 店舗電話番号 営業時間 定休日

17 靴 靴のちとせや 佐賀市天神2-5-15 0952-24-3039 8：00～19：00 日曜

18 靴、かばん 河上廣製靴店 唐津市本町1946-1 0955-72-2766 9:00～18:00

19 靴、かばん 靴修理工房　ラッキー 唐津市中町15213-6 0955-74-0595 9：30～18：30 日曜

20 革製品 バッグの小松屋 唐津市呉服町1810 0955-72-2994 9:00～18:30 元日

21 バック・小物 ハンドバック修理専門店玄人 佐賀市神園2-6-10 0952-32-2551 10:30～19:00 日曜・祝日

22 和装履物 おはきもの処中牟田
佐賀市白山二丁目５番２０
号

0952-23-3273 10：00～19：00
1月1～2日、

不定休

23 家電 有限会社原田電気
小城市小城町布施ヶ里一角
616-2

0952-72-6001 8：00～18：00 日曜・祝日

24 家電 パナパナ生活館
西松浦郡有田町大木宿乙
2063-1

0955-46-3272 8：00～19：00 日曜

25 家電 エディオン多久　こが電器
佐賀県多久市東多久町別府
3380-30

0952-76-2336 8：00～19：30 第1,3日曜

26 ミシン 鹿島ブラザーＳＳ中川店
鹿島市大字重ノ木乙3125-1
（生涯学習センター前）

0954-69-8085、
0120-514-885、
0120-514-847

10：00～20：00
フリーダイヤル
は24時間無休

水曜

27 ミシン ㈱ミシンメンテナンス
佐賀県諸富町大字山領459-
13

0952-47-5550 9：30～16：30 不定休

28 表具 小笠原表具店 鹿島市大字高津原671-4 0954-62-3869 8：30～19：30 不定

29
暖房機器、料
理用具

株式会社大晴 佐賀県唐津市鏡2979-1 0955-77-3223 8：30～17：00 日曜・祝日

30
料理用具、
傘、家電、小
物一般

pizza＆kissa 「萌夢」（も
えむ）

佐賀県鹿島市浜町新町1351-
1

0954-63-4683 11：00～21：30 火曜

31 玩具 おもちゃ病院とす
佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1
鳥栖フレスポ内市民活動セ
ンター２階

0942-81-1815
毎月第４日曜日
10：00～15：30

センター定休
日　水曜

32
料理用具、戸
棚、テーブ
ル、いす

メンテナンス・スタジオ
YOSHINAGA

佐賀県唐津市千々賀1274-19
0955-78-2651
090-2393-7647

8：30～17：00 日曜

33 いす 中村椅子修理店 佐賀市赤松町1-5 0952-23-2817 8：30～20：00 なし
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34 自転車 片渕サイクル 杵島郡白石町牛屋1540 0954-65-2134 7：00～19：00 不定休

35
自転車、車い
す

大栄輪業 三養基郡みやき町原古賀209 0942-94-2825 7:30～19:30 不定休

36 自転車 （有）セキモトサイクル 佐賀市栄町3-1 0952-25-2838 7：00～19：00
火曜（3,4月・
お盆・正月不

定休）

37
包丁、カマ、
ハサミ、クワ
等各種刃物

川﨑鍛冶屋 杵島郡白石町福田2314-1 0952-84-2485 9：00～17：30 日曜日・祝日

38 iPhone iPhone修理 CloveR
佐賀市白山2丁目1-18
高島ビル2F

0952-43-3069 12:00～20:00 水曜


