イオンタウン黒崎
階

店名
イオンタウン黒崎

専門店

1F マックスバリュ

その他

業種

取扱品目

営業時間

電話番号

2019/7/31

営業時間

グルメ、衣料、雑貨など

093-644-3640

午前09:00～午後09:00

スーパーマーケット

093-644-7729

24時間営業

備考
※一部営業時間の異なる店舗がございます。（下記参照）

営業時間の店舗

階

店名

業種

取扱品目

電話番号

営業時間

2F アンジー

雑貨

ネコ雑貨、衣料、おむつケーキ

080-3187-2115

午前10時～午後8時

1F 井筒屋ナイスデイ倶楽部

生活雑貨

シニア向け雑貨、杖、カート、靴、衣料

093-643-5584

午前10時～午後9時

2F ウィンスクール

その他

ＰＣ教室

093-616-2131

1F おしゃれ工房

修理・リフォーム・合鍵

洋服のリフォーム

093-616-2556

午前10:00～午後06:00

飲食

ファミリーレストラン

093-644-7786

午前08:00～午前02:00

1F カルチャータウン黒崎

その他

カルチャースクール

070-1351-3674

月曜日～土曜日

2F カワイ音楽教室

その他

音楽教室

093-621-1013

不定期

2F カードボックス

カードゲーム

トレーディングカード

080-3899-5408

平日12時～21時

2F 黒崎眼科クリニック

病院

眼科一般、コンタクトレンズ処方

093-616-2162

午前：10時30分～14時

2F ゲオ

書籍・ＣＤ・楽器

ＴＶゲーム・ＣＤ・ＤＶＤ・携帯端末

093-644-7818

午前09:00～午前01:00

2F Saizeriya

飲食

ファミリーレストラン

093-644-7855

午前10:00～午後11:00

1F サンキューカット

美容・理容・健康

カットサロン

093-641-2939

午前09:00～午後08:00

1F ジブンハウス

その他

注文住宅

093-777-7391

午前11:00～午後07:00

フィットネススクール

093-641-2885

1F カフェレストラン

ガスト

1F ジャザサイズ黒崎

フィットネスセンター その他

月火土９時３０分～１２時

備考

月火水木土１３時～１５時３０分

火水木１８時３０分～２１時

金日（休業日）

【平日】

午前10：00～午後8：00

日曜日・祝日

午前11：00～午後4：00

土日祝9時～21時
午後：15時～18時30分

※受付は30分前まで

木曜日(祝日は除く)

「土・日・祝診察しています」 「インターネット診察予約受付中」
UQモバイル取り扱いあり。

１９：４５受付終了。

午前の部：9：00～16：30 午後の部：19：00～21：00 土曜：10：00～15：00

日曜日：10：00～12：00 月末日は定休日

1F シューラルー

衣料

ファミリー衣類

093-616-2123

午前10:00～午後09:00

1F 上海豫園

飲食

中華

093-616-2258

午前11:00～午後11:00

2F スタジオアリス

カメラ・写真・時計・携帯電話

写真

093-644-0300

午前09:00～午後07:00

1F 住まいの情報館

その他

リフォーム

0120-105-567

平日

2F セイハ英語学院

その他

こども英会話スクール

0120-815-718

火・木・金・土

2F 武田メガネ

眼鏡・時計

眼鏡・時計

093-616-2111

9時～20時

1F チャンスセンター

その他

宝くじ

093-511-6409

午前10:00～午後06:30

1F 天下一品

飲食

ラーメン

093-616-2255

午前11:00～午後23:00

1F トライプラス

その他

個別塾

093-644-7797

午後02:00～午後10:00

1F 日本旅行

その他

旅行代理店

093-644-7881

午前10:00～午後08:00

1F はま寿司

飲食

回転すし

093-644-7863

午前11:00～午後11:00

2F プルレペ

衣料

婦人衣料

093-622-3390

午前10:00～午後08:00

1F ベルベナ

美容・理容・健康

リラクゼーション

093-641-2725

午前10:00～午後09:00

1F bosch HAIR

美容・理容・健康

美容室

093-616-2122

午前09:00～午後07:00

店舗内にネイルサロンあり

2F 保険クリニック

その他

保険代理店

093-644-1717

午前09:30～午後09:00

2018/9/19「ほけん選べるジュ」から「保険クリニック」へ屋号変更

2F マインド

服飾・ホビー・雑貨・靴

学生服

093-631-5881

平日14：00～19：00 土日10：00～19：00 定休日：水曜日

1F やわらぎ鍼灸整骨院

病院

整骨院

093-616-2233

午前10:00～午後08:30

昼休み13：30～15：00まで。

1F 諭吉っちゃん

その他

買い取り専門店

090-482-7474

午前10:00～午後07:00

貴金属、切手、葉書、カメラ、その他ブランド品の買取。

1F 洗濯工房

クリーニング

クリーニング

093-616-2556

午前09:00～午後08:00

1F よつば歯科

病院

医療

093-616-8280

平日10時～21時

2F ＬＡＶＡ

その他

ホットヨガスタジオ

0570-00-4515

月水金9：30～21：00火木10：00～21：00土9：00～18：30日9：00～17：30

1F ラウンジ・バイ・デュラス

美容・理容・健康

マツゲエクステ

093-883-9731

午前10:00～午後09:00

吉野屋

10：00～17：00 土日

10：00～18：00 定休日：水曜日

午前10：00～午後7：00
4/1（月）より営業時間左記載

・

日曜・祝祭日は休み。

土日祝

10時～17時

・

火曜日休診

ATM
階

店名

業種

取扱品目

電話番号

営業時間

備考

1F イオン銀行ATM

その他

ATM

0120-13-1089

午前07:00～午後11:00

ATMについてのお答は致しかねますので、フリーダイアルの電話番号をご案内下さい。※電話番号欄、フリーダイアル

1F 西日本シティ銀行ATM

その他

ATM

0120-252-557

平日：7:00～23:00 土・日・祝：8：00～21：00

ATMについてのお答は致しかねますので、フリーダイアルの電話番号をご案内下さい。※電話番号欄、フリーダイアル

1F 福岡銀行ATM

その他

ATM

093-631-6611

午前08:00～午後09:00

ATMについてのお答は致しかねますので、最寄りの福岡銀行黒崎支店の電話番号をご案内下さい。※電話番号欄、黒崎支店

1F 北九州銀行

その他

ATM

0120-001-748

午前08:00～午後09:00

土日祝営業時間

9:00～19:00

