
予約範囲 ※前日予約

「岡垣・芦屋」 予約電話番号 090-1081-3338

千代丸 口 戸切人 口 山田峠  鍋 田溜池  百合 ヶ丘  第一 公園 高 陽台北  萱原  山田猿 田

第二海老津台口

旭中 旭東 松ヶ台中央 松ヶ台 松ヶ台 3丁 目 高尾 旭西 海老津台入口 岡垣町役場 倉丸 吉木

吉木西 高倉 い こいの里 公園通 リ サ ンリーアイ 雨堤 総 合 グラウン ド前 海老津駅入 口

海老津駅 駅南 3丁 目 下戸切 白草沖 パスコ Yシ ョップ前 田園入口 島門小学校 松の元 鬼津

鬼津東 鬼津公民館

鬼津西 小鳥掛 蟹喰 第二粟屋  粟屋入 口 大城  飛行場 下  浜 口 鶴丸 団地  自衛 隊前

芦屋中学校前 芦屋町役場前 芦屋橋

「芦屋(一部)・ 高須 0緑が丘」 予約電話番号 080-3979-1922

山鹿  山鹿小学校  国民宿舎 洞 山入 口 柏原  田屋 花野路西 花野路 中央 花野路 1丁 目

花野路 2丁目 花野路 3丁 目 花美坂入口 総合体育館前 フラップ サニータウン緑が丘 古賀公民館

焼き鳥 ドン前 第二梅の木 おかの台入口 おかの台 18棟 おかの台 日の峯公園前 池田歯科三叉路

五月 三松園 向田バス停 高須南 2丁ロ トヨタ前 高須団地 青葉小学校 青葉台西 青葉台西 5丁 目

サイエンスパーク 青葉台中央公園 青葉台東 青葉台南 青葉台入日 高須交番前 高須公営住宅前

高須小学校前 第二浅川橋 高須南 1丁目

「黒 崎 。中 間・ 水 巻 」 予 約 電 話 番 号  080-4417-6330           
・

幸神 曲里 熊西 八幡西郵便局 南王子 穴生 ドーム南口 萩原団地下 皇后崎 穴生中学校前 萩原

橋 相生町 鷹の巣 穴生電停 陣原駅 陣の原 (国道沿い)旗 頭神社 瀬板 2丁 目 京良城 別当町

引野インター 割子川 上津役市民セ ンター 上津役小学校 馬場 足水 向原 金付免 小嶺

町上津役 大平台 千代ニュータウン 千代 4丁 目 楠橋 馬場山入口 金剛 田の口 星ヶ丘 真名子

木 屋瀬 電停  茶屋 の原  香 月市 民 セ ンター 錦水 橋  明治 町 団地  香 月営業 所  愛宕神社

永犬丸 2・ 3・ 4丁 目 三 ヶ森 竹末市民センター 今池 北九州ハイツ 里中 北筑 八枝小学校

五郎丸東公園前 伊左座 (さ かい酒店)伊左座小学校入口 二町住人口 八所神社 中鶴北部 中鶴団地

長津 2丁 目 岩瀬西町 大膳橋 吉田西 4丁 目 吉田東 東水巻駅 泉 ヶ浦 1丁 目 泉ヶ浦 3丁 目

松 寿 山第 3 松寿 山第 2 宮尾台 北公園 吉 田小学校入 口 吉 田 グラウ ン ド 吉 田東 2丁 目
・

焼肉オンドル前 水巻駅(3号線沿い)

「直方・鞍手・宮若」 予約電話番号 090-8833-5955

植木駅 上新入 下新入 三中国 知古 筑豊直方駅 JR直方駅 遠賀野電停 感田電停 頓野 芙蓉

鞍手クリニック 道中 神崎 新延郵便局 永谷天満宮 新延小学校 泉水入口 島 西川診療所 八尋

筑前川端 神田入口 室木 長山 筑前中畑 筑前上畑 新北 (元 リック)新 北本司 元フアース ト

中本町 中央公民館 大池 鞍手駅 小牧第一公園 田中歯科 鞍手郵便局 唐ヶ崎 鞍手町役場前

山ケ崎 中山西区 猪倉 弥生 古月保育所 石堀場 松隈 浪内 古門口 自水橋 虫生津 宮の前

浅木 浅木小学校 百合野 共立病院前 竜徳 磯光入日 本城 (ル ミエール)宮田バスセンター 太蔵西

長井鶴 宮田西中学校 勝負尻口 筑前金丸 福丸橋 竹原橋 沼日 小原橋 筑前山崎 上有木 倉久

山口

おんが 自動車学校



「宗像地区（又はエリア）」 予約電話番号 090-4989-5120 

・宗像市全域 

・福津市の ＪＲ福間駅より東側全域 

      津屋崎より東側全域 

      上西郷より東側全域 

 

 ※詳細はお問い合わせください。 
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