
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

中津唐揚げ　鶏笑　糸島店 糸島市潤3-27-9 中津唐揚げテイクアウト専門店です。 TAISHO  COFFEE  ROASTER 糸島市二丈深江569-1 二丈深江のスペシャルティコーヒー専門店 福岡雷山ゴルフ倶楽部 糸島市川原807 自然に恵まれた開放的な環境で運動不足解消

食工房とき 糸島市前原西1-8-18 おふくろの味、手作りお弁当は食工房ときで メガネサンキュー前原店 糸島市前原駅南2-2-1-2F 3900円セットからご利用できます。

焼きとり　二丈のかわたろう 糸島市二丈福井2807-8 博多ぐるぐるトリカワ串テイクアウト専門店 ㈱蔵屋 糸島市浦志1-7-5 数量限定お酒「糸島咲希」糸島産山田錦使用 ㈱友池金物店 糸島市前原駅南3-12-15

酒屋　いとう 糸島市篠原西1-9-6 ㈲パル旅行社 糸島市前原西1-15-24 旅行の事ならなんでもお気軽にご相談下さい

翼宿ゲストハウス 糸島市加布里5-13-6 翼宿は加布里に昭和風の暖かい宿泊施設。 あんくるふじや前原店 糸島市前原西2-1-19 来客お待ちしております GOOD  DAILY  HUNT 糸島市前原西1-7-20-2F お気軽にお立ち寄りください！

古民家貸別荘　瑞梅寺苑 糸島市瑞梅寺516（山口園に送付） １日１組限定の古民家貸別荘です。 ビアシティ　江川酒販㈲ 糸島市前原中央3-17-8 季節商材など多数取揃え！！ 科学工房未來 糸島市前原西4-5-28　よかとこラボ208 実際に抱っこしてみてね。ご連絡下さい。

いつものリゾートkeyanz 糸島市志摩芥屋441 海がすぐそこ！お洒落な一棟貸し古民家民泊 川久保酒店 糸島市南風台8-3-3 商品券使用で日本酒５％、ワイン10％オフ ㈱サンマルククリーンサービス 糸島市前原中央3-16-21 ハウスクリーニングの事なら当社にお任せ！

初潮旅館（ＯＮ HATSUSIO） 糸島市二丈鹿家1735-18 施設内のサービス全般に対応しております 糸島のおもろい酒屋　ちきゅう屋 糸島市志摩小金丸2105-1 珍しくておいしーいお酒と出会える酒屋です 光文堂楽器 糸島市前原中央3-19-12 楽器の事ならお気軽にご相談ください

おもちゃの由比 糸島市前原中央3-7-21

マツモトキヨシ前原店 糸島市浦志2-10-30 アプリ会員新規登録で割引クーポン券発行！ ㈱チャレンジアンンドスマイル 糸島市前原駅南2-2-1 楽天８年連続売上NO．１のポップコーン 芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市志摩芥屋1-1 ＫＢＣオーガスタ開催コース

ドラック新生堂　加布里店 糸島市加布里1-3-1 毎月土曜日7.17.27日はポイント５倍デー ㈲カノオ醤油味噌醸造元 糸島市加布里5-23-18 醤油、味噌、麹、甘酒を販売しております。 オフィスパル 糸島市志摩久家２１－４　ＴＡＢＩｃａｆｅ内 旅行代金の他ＴＡＢＩｃａｆｅでも利用可能

㈲糸島薬局 糸島市前原中央2-3-33 健康相談、漢方薬での対応ができます。 吉住米穀店 糸島市高田4-15-1 自家精米の店　灯油・米の配達しています。 糸島サーフセンター TFサーフボード オーストラリア 糸島市志摩桜井4420-7 サーフィン・ＳＵＰを気軽に体験できます。

二本木薬品 糸島市志摩津和崎29-1 健康に関するご相談お受けしています。 ナンサイゴン糸島店 糸島市神在東2-1-5 安心安全美味しさとともにプロの輸入食材 コロニーサーフ 糸島市志摩小金丸1854 10枚以上使用でWAX1個プレゼント

㈱ロータス（はちみつ工房ロータス） 糸島市前原西1-5-22-2F １００％純粋国産蜂蜜を取り揃えております 池のほとりの写真スタジオ　ササイカメラ 糸島市志摩松隈494-59 商品・店舗・メニュー・家族写真撮影します

セブン-イレブン糸島伊都の杜店 糸島市伊都の杜1-3-12 美味しい、楽しいがここにあります。 ㈲博多海苔 糸島市前原西1-7-20 １個からでも、小売も贈答用も承ります。 F2㈱ 糸島市二丈深江1732-2 マスク・ペットケアシート等ご購入頂けます

セブンイレブン前原上町中央店 糸島市前原東2-1-8 笑顔でお待ちしております。 楢﨑米穀店 糸島市前原西4-6-21 お米のお持ち帰り5キロ100円引きです！ 二丈温泉きららの湯 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！

セブンイレブン前原波多江店 糸島市波多江駅南1-6-12 食品など豊富な品揃えでお待ちしております 村島かまぼこ店 糸島市前原中央2-7-15 商品券1枚以上使用でちぎり天１つサービス 福吉ジャズ 糸島市二丈福井2841-1 ジャズ、音楽イベントを開催中！

CVS　有田屋 糸島市有田580-1 酒類、青果、食品、雷山地豆腐取扱い店 トリゼン 糸島市前原中央3-2-22 新鮮な鶏肉！！華味鳥

セブン-イレブン志摩井田原店 糸島市志摩井田原74-2 セブンイレブン、いい気分！ ㈱ふくや　前原店 糸島市前原東2-11-28 ご贈答用・家庭用も明太子は是非ふくやで！ 藤田ふとん店 糸島市前原中央2-8-21 お気軽にお越しください。

コンビニエンスストア　中村屋 糸島市志摩久家2472-3 中村屋自家製の漬物が好評です。 ㈱やますえ 糸島市多久５２３-１ 商品券５枚以上使用で鯛茶漬２食プレゼント 寝具のオサダ 糸島市前原中央3-5-32 商品券ご使用で５％ＯＦＦ

セブン-イレブン糸島志摩師吉店 糸島市志摩師吉131-6 近くて便利　セブンイレブンです 糸島ナチュラルチーズ製造所　TAK 糸島市志摩岐志63-10 糸島産生乳で作る、手作りナチュラルチーズ

志摩スモークハウス 糸島市志摩初43-7 伊都桃山窯 糸島市篠原東2-11-17 白磁と和紙染め工房

翼宿糸島食悦 糸島市加布里5-13-6 栄養と美味しい糸島野菜加工品を提供します ㈲北伊醤油 糸島市志摩船越84 醤油・調味料販売しています。 ろわぶー舎 糸島市篠原東3-15-33 年代とわず楽しんでいただけます

スコーン専門店キナフク 糸島市前原北4-16-25 スコーンのイメージ変えてみませんか？ Itoshima Heart Nuts Factory（いとナッツ） 糸島市二丈深江2129-18 挽き立てを楽しむ「ナッツバター専門店」 DURAM FACTORY SHOP 糸島 糸島市泊647-2 ギフトにもオススメ。手作りの革小物

米粉マフィン　ムクロジ 糸島市篠原東1-1-43 小麦粉・卵・乳不使用米粉マフィンのお店 納富米穀店 糸島市二丈深江902 安心安全なお米、主食で健康な身体づくり。 雑貨店　Teez 糸島市志摩稲留5 グローウェルガーデン内 小さなお店ですが遊びに来て下さい！

いしむら前原店 糸島市前原西1-13-12 御来店お待ち申し上げております。 塩と発酵の店　かもすてらす 糸島市二丈波呂748 こだわりの塩とマニアックな発酵商品多数 DOUBLE=DOUBLE FURNITURE 糸島市志摩芥屋1-1芥屋フラワーセンター内 オーダー家具、器、カトラリーの製作販売

つむぎ洋菓子店 糸島市前原西1-7-34 犬服工房　モグモグファクトリー 糸島市志摩芥屋124-1　糸島Ｃ＆Ｚ　15号 ワンちゃんと一緒に遊びにいらして下さい

㈱千鳥饅頭総本舗　前原店 糸島市前原西4-1-18 商品券ご利用でチロリアン１本プレゼント！ ファームパーク伊都国即売会 糸島市高祖742 糸島産の新鮮な農産物が集る直売所です。 SUKIHANA　Itoshima 糸島市志摩芥屋124-1-1 商品券ご利用で選べるミニプレゼント進呈！

ANALOG CRAFT CHOCOLATE 糸島市前原中央2-10-55 自家焙煎カカオ使用のチョコレート専門店 伊都物語糸島工場　直売所 糸島市篠原283-1 伊都物語のヨーグルト工場直売しております 唐津焼　高麗窯 糸島市志摩芥屋157 展示場ではコロナ対策してお待ちしております。

こんあんこ 糸島市前原東1-4-18 おいしーいたい焼きあります！ 糸島ねぎぼうず 糸島市飯原1675-1 糸島産の新鮮な農産物が集る直売所です。 KURUMIAN 糸島市志摩久家2129-1 アート＆クラフト、かごやオーガニック商品

自家製酵母パン　のたり 糸島市志摩桜井2445 国産小麦と自家製酵母のパン屋です。 ㈱トラヤミートセンター 糸島市末永418-8 糸島産のお肉に野菜、お惣菜なら当店へ！！ トルコノトリコ 糸島市志摩久家21-4 商品券３枚以上の使用でマスクチャームプレゼント

つまんでご卵ケーキ工房 糸島市志摩桜井5234-1 美味しいスイーツともにお待ちしてます つまんでご卵直売店にぎやかな春 糸島市志摩桜井5250-1 つまんでご卵と野菜の販売と飲食も！ うつわと手仕事の店　研 糸島市志摩初232 お気軽にお越しください。

モンシュシュ 糸島市志摩松隈55-5 2千円以上ご利用でプリン１個プレゼント 「ＴＯ・ＦＵ」高取食品工場直売所 糸島市志摩桜井5583-1 豆腐や豆腐スイーツを多数ご用意しています いとしま応援プラザ 糸島市志摩初30 糸島で作られたクラフト・加工食品を販売

㈱不二家 糸島市志摩津和崎29-1　イオン志摩店１F ペコちゃんでおなじみの洋菓子店です ㈲福ふくの里 糸島市二丈福井6333 毎朝届く新鮮な野菜、鮮魚が自慢の直売所！ タビノキセキ 糸島市志摩小金丸1870-11 製作体験実施、アロマアクセサリー販売

博多笑蔵(ｴｸﾗ)工場直売所 糸島市二丈松末1068-1 糸島スイーツで皆様に笑顔をお届けします。 革細工とニュージーランド雑貨のお店 BLESS 糸島市二丈福井5450 ワークショップもやっています。

大楠 糸島市二丈福井413-11 材料にこだわりをもってお作りします サザンワークス 糸島市浦志2-5-2 アウトドア用品のお店です。

中原釣具店 糸島市加布里1-10-8 安くて楽しめる釣りを心がけています。 ㈲大石金光堂 糸島市前原中央1-1-20 本のお取り寄せ、スピードアップ！

COFFEE　UNIDOS 糸島市浦志2-14-17-101 ペットサロン　メイプル 糸島市高田4-1-1 ワンちゃんのシャンプー７９８円～！！ 吉清教材店 糸島市前原駅南3-12-17 小学校・中学校の学用品はぜひヨシキヨで！

㈱ロータス内　伊都国珈琲工房 糸島市前原西1-5-22-2F ミャンマー産無農薬アラビカ１００％珈琲 dog salon Riku&Lavie 糸島市神在西3-7-11 商品券3枚以上使用でおやつ1袋プレゼント 糸島の顔がみえる本屋さん 糸島市前原中央3-2-14 昨年９月オープンの棚シェア型古書店です！

㈱お茶の山口園 糸島市前原東3-11-1 三千円以上でご自宅までお届け致します。 占い＆ヒーリングサロンLemuria 糸島市神在東3-2-50 幸せになる為の前進をお手伝いします！ 福岡金文堂　志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 ご来店お待ちしております。

森とコーヒー。 糸島市本1357-9 おいしいコーヒーあります。 出張カメラマン江藤智徳 糸島市神在東4-1-16-101 雨、晴、曇りでも素敵な写真を撮ります！

パン・菓子

茶・コーヒー

産直市場・直売所

茶・コーヒー

酒

専門食品販売店

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

持ち帰り専門・弁当

宿泊

ドラッグストア・薬局

コンビニエンスストア

生活・趣味・娯楽

生活・趣味・娯楽

寝具

雑貨・クラフト

文房具・本
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