
令和4年度　糸島市商工会プレミアム付【電子商品券】加盟店舗（8月17日現在380店舗掲載）

店舗名 店舗住所 ひと言PR 店舗名 店舗住所 ひと言PR 店舗名 店舗住所 ひと言PR

マックスバリュ前原店 糸島市浦志1-5-2

㈱マルキョウ　ニュー前原店 糸島市荻浦600-3 LinoCAFE 糸島市志摩桜井4407 糸島産にこだわったお手頃スイーツ・カフェ BanZo 糸島市南風台8-1-12 電話でのご予約、テイクアウト承ります

㈱マルキョウ　高田店 糸島市高田5-28-15 喫茶　純 糸島市志摩桜井4635-2 テイクアウトもお気軽にどうぞ。 ハタエエキマエ洋食店noda（ﾉｰﾀﾞ） 糸島市波多江駅北4-1-18 地産地消の洋食店です。

フードウェイ前原店 糸島市前原東1-6-27 商品券の枚数分値引きサービス まごころ屋 糸島市志摩津和崎29-1 お持ち帰り　いかがですか！ 伊都ダイニング 糸島市泊765 お風呂とお食事を満喫するならココ！！

㈱サンリブ　マルショク南風店 糸島市南風台3-14-41 従業員一同心よりご来店をお待ちしております。 Enopresso 糸島市二丈鹿家1735-18 初潮旅館2Fに移動オープンしました！！！ 太陽の皿 糸島市泊844-1 グローカルホテル糸島内 季節の糸島野菜を利用したビュッフェです。

イオン志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 安全・安心をお届けする当店でお買物を！！ お菓子と暮らしの物　りた 糸島市二丈吉井3743-9 有機農家が営むカフェ＆直売所です レストランカフェ Bea Sun　 糸島市志摩芥屋1047 ビーフ100％手ごねハンバーグが人気です。

㈱マルキョウ　深江店 糸島市二丈深江2161 Sweets Cafe egao 糸島市二丈上深江1000-2 プチギフトからお土産ご対応いたしします。 磯の屋 はなれ 海の家 糸島市志摩芥屋677-5 地元の漁業者直送の魚貝類を主に使ってます

ドラッグストアモリ　浦志店 糸島市伊都の杜1-6-16 医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え カレー＆カフェ　ココペリ 糸島市志摩芥屋703-5 海を見ながらお食事ができます。

ディスカウントドラッグコスモス　浦志店 糸島市浦志2-14-14 エブリデー・ロー・プライス 味楽寿司 糸島市加布里1-4-20 ご来店お待ちしております♪ 民宿・食事処　なぎさ 糸島市志摩芥屋865 糸島の海の幸で新鮮な海鮮料理を提供します

ドラッグストアモリ　荻浦店 糸島市荻浦592-1 医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え 鮨割烹　ふるかわ 糸島市加布里5-25-5 慶事、法要など各種お料理、寿司　承ります はれるや 糸島市志摩御床293 糸島のお食事処！ご来店お待ちしております

ディスカウントドラッグコスモス　加布里店 糸島市加布里1-3-5 エブリデー・ロー・プライス 旨海寿 糸島市前原駅南3-19-39 糸島食堂ほもり　 糸島市志摩桜井2431-1 地元食材を使った手作りの料理をご提供

ドラッグストアモリ　前原店 糸島市前原西5-10-31 医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え 寿司・和食　侍 糸島市前原西1-6-18 お食事の他出前お持帰りにもお使い頂けます ベーカリーレストラン　カレント 糸島市志摩野北2290 地元食材にこだわったメニューです。

ディスカウントドラッグコスモス　糸島店 糸島市前原北2-5-8 エブリデー・ロー・プライス 玄海ざんまい伊都前原店 糸島市前原西2-3-6 HINODE 糸島市志摩野北2457 海辺のカフェレストラン是非ご来店ください

ディスカウントドラッグコスモス　前原店 糸島市前原北4-15-30 エブリデー・ロー・プライス 相鮮魚商店 糸島市前原中央2-5-18 寿司・刺身盛りテイクアウトあります タイ料理　ドゥワンチャン 糸島市二丈深江2129-18 海が目の前に広がる絶好のロケーション

サンドラッグ南風店 糸島市南風台3-14-42 月曜・火曜ポイント4倍セール！ 居・食・菜　仙石 糸島市南風台8-4-3 お昼の定食もあります。 旬菜工房　きらら庵 糸島市二丈深江598-1 ラドン温泉とおいしい食事でストレス発散！

ディスカウントドラッグコスモス　南風台店 糸島市南風台6-3-3 エブリデー・ロー・プライス とうふ家　酒瀬川 糸島市南風台8-4-7 豆腐料理各種そろえております。

ココカラファイン波多江店 糸島市波多江駅南1-6-15 北ノ屋うなぎ 糸島市波多江631-1 国産の鰻のみを使用してます イトシマン 糸島市前原東2-12-3 新規オープンしましたイトシマンです！！

ディスカウントドラッグコスモス　波多江駅店 糸島市波多江駅北4-9-3 エブリデー・ロー・プライス すし和 糸島市波多江駅南1-9-10 商品券3枚以上使用でﾃﾞｻﾞｰﾄ1個(店内のみ) 浜焼き白浜家 糸島市志摩芥屋677-2 海を一望できる店内でお食事が楽しめます。

積文館書店　前原店 糸島市前原東1-7-35 書籍、文具のお求めはぜひ当店で！！ 寿司・活魚料理　玄海 糸島市波多江駅北2-10-15 祝事、法要後のご会食、ランチ等ご利用可 日進丸 糸島市志摩岐志705 直売、地方発送OK！隠れ家的なカキ小屋♪

ベスト電器　前原店 糸島市前原西3-1-1 家電～リフォーム迄お気軽にご相談ください 海扇寿し 糸島市志摩初46-1 ランチ、出前でも使用できます。 勢龍 糸島市志摩小富士961-6 黒毛和牛をリーズナブルなお値段で!!

洋服の青山　福岡前原店 糸島市波多江駅北3-17-27 今ほしい旬なアイテムを特別価格でご提案 庄屋　イオン志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 おいしさと豊かさの未来へ かきのますだ善幸丸 糸島市二丈福井6067-7 飲食の方商品券１枚に冷凍赤エビ１尾ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

ミスターマックス糸島店 糸島市高田4-16-1 毎日の暮らしを安さで応援します！ すし廣 糸島市二丈深江1807-6 すし御料理など必要な時はぜひご利用下さい

㈱グッデイ加布里店 糸島市神在西1-3-6 ＤＩＹ・園芸・ペット用品のご相談承ります 居酒屋　赤ひげ　高田店 糸島市高田1-6-27 最後の〆の一杯まで満たされるうどん居酒屋

つり具のまるきん　糸島店 糸島市二丈深江973-1 ２４時間営業。アミ・沖アミ常時解凍。 ハーブガーデン プティール倶楽部伊都国 糸島市浦志366-2 レストランのみ御利用頂けます 居酒屋　さんしゅう 糸島市高田2-20-31

小麦屋GIOGIO 糸島市前原駅南1-22-31 おかげさまで、今年５月１３日で２０周年！ 中々家 糸島市前原西1-7-29 地産地消に取り組み、安心して食せる店作り

カフェ＆バル　フェリーチェ 糸島市前原中央1-1-24 ナポリピッツァや本格的なパスタを前原で！ 焼とり　雲海 糸島市前原西1-8-23 「テイクアウト」出来ます。

店舗名 店舗住所 ひと言PR 中華料理　龍上 糸島市前原中央1-2-11 ぜひ食べに来て下さい！！新メニューも増えました!! いい時間。ハイホー 糸島市前原中央3-1-15　1-Ｂ 2種類クラフト生ビールと美味しいおつまみ

MACARONI 糸島市前原中央1-2-12-1F ランチ～ディナーまでイタリアン楽しめます 居酒屋　赤ひげ　前原店 糸島市前原中央3-20-39 個室の寛げる空間で旨い料理をご堪能あれ

一九ラーメン・いち里 糸島市高田5-24-20 土日限定豚骨スープで作ったカレーあります 中華こうよう 糸島市前原中央2-10-55-１F 担々麺、中華料理を楽しめるお店です。 ラーメン居酒屋　Boo-Ya 糸島市前原中央3-20-48　1Ｆ お食事や飲み会も出来る楽しいお店です♪

まる五 糸島市前原中央2-3-39-1F ラーメンセットのテイクアウト始めました エポカ 糸島市前原中央2-1-19 テイクアウトにもご利用できます。 973. 糸島市前原中央3-20-48 第3西部ビル4B

糸島ラーメンゆうゆう 糸島市前原中央3-20-19 地域一帯となり糸島を盛り上げましょう！！ L'ARTISTA 糸島市前原南1-16-23 居ざけ家　BamBoo 糸島市前原中央3-20-50　1Ｆ 旬なごちそうとお酒の美味しい楽しいお店♪

天橋天 糸島市前原北1-2-7 皮から手作りのぎょうざを御賞味下さい 焼き鳥魁 糸島市前原東1-1-1 ご来店お待ちしております。

白糸うどん　やすじ 糸島市白糸561 打ち立て・茹でたて・揚げたての最高の一杯 アッカプントエッフェ 糸島市二丈吉井389-1 海の見えるイタリア料理とワインの宿です。 やきとり大作 糸島市前原東3-8-23 ゆっくりくつろげるお店を目指していきます

糸島バール シャナ（Syana） 糸島市二丈深江2129-12 ゆっくりとランチタイムをお過ごし下さい 焼鳥さんの宮 糸島市波多江駅北4-5-10 移転しました！お待ちしております！！

ピザポケット前原店 糸島市荻浦3-1-15 お持ち帰りでピザ全サイズ・全品半額！ 創作居酒屋　もっこり2号 糸島市波多江駅北4-5-6 イートイン、テイクアウトにご利用頂けます

ピザクック前原店 糸島市前原中央2-3-28-1Ｆ 地産地消とお店で手作りにこだわるﾋﾟｻﾞｸｯｸ とんかつ濵かつ福岡前原店 糸島市浦志1-8-20 笑顔でがんばります。よろしくお願いします

二三家食道　糸島屋 糸島市前原西1-15-18 ロコモコ丼1,200円ステーキ丼1,200円 スナック37mina 糸島市前原中央2-1-21-2F 明るく楽しい時間を過ごせるお店です。

ジャム café 可鈴 糸島市加布里2-3-11 糸島野菜たっぷりのランチが人気です いとモモネパールカフェ＆カレーハウス 糸島市前原中央2-3-2 商品券使用でポイント２倍 victoria 糸島市前原中央2-3-56 商品券使用でカラオケ無料

軽食喫茶　お茶まろ 糸島市前原西1-5-18 美味しいお水と淹れたてコーヒーを～ ダイニングキッチンamigo 糸島市前原中央2-5-16-1F ３枚以上使用でドリンク券１枚プレゼント！ 憩い処　和らび。 糸島市前原中央2-4-18　林ﾋﾞﾙ1F ５月にオープンしたばかりのお店です♪

カフェギャラリーひまわり 糸島市前原中央3-1-14 飲食　小物　雑貨色々あり bistro vines（ﾊﾞｲﾝｽﾞ） 糸島市前原中央2-8-16-3号 香ばしいそば粉のガレットが人気です。 villa725（ビラナナニーゴ） 糸島市前原中央2-5-12-2F 5,000円以上のご利用で500円OFF

アンローザ 糸島市前原東1-4-10 サイフォンで淹れたコーヒーとお食事のお店 グリル　三幸 糸島市前原北1-1-2 野菜たっぷりメニューあります！ スナックえみ 糸島市前原中央2-5-14 不定休

南風茶屋 糸島市南風台8-1-8 糸島の食材をふんだんに使っています。

喫茶・カフェ・軽食

和食・寿司

中華・イタリアン・フレンチ

食堂・レストラン

【大型店舗】(全加盟店舗共通券のみ利用可)

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

食堂・レストラン

焼肉・ＢＢＱ・牡蠣

居酒屋・バー

スナック

ラーメン

うどん・そば

ハンバーガー・ピザ

喫茶・カフェ・軽食
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