
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

あさひ補聴器　前原店 糸島市浦志2-14-17 補聴器のお試しできます。ご相談ください。 美容サロン 青樹・木と風 糸島市伊都の杜2-10-23 眉カット、サービス。新規の方２０％OFF ㈱雅住建　糸島支店 糸島市浦志1-7-1-1F プチリフォームからご対応致します。

眼鏡の一心堂　糸島店 糸島市浦志2-14-17 他店購入の眼鏡修理、調整受け付けます。 美容室  LIFE 糸島市浦志2-13-21 カット２２００円　ご来店お待ちしております ㈱山下工務店 糸島市香力129-1 小さなことでもお気軽にご相談ください

武田メガネ　伊都パーク店 糸島市高田2-18-25 皆様のご来店をお待ちいたしております。 Hair Salon DOT　 糸島市篠原東2-1-35 髪のお悩みはドットまで！ 重松住宅機器サービス 糸島市高上234-4 修理からリフォームまで相談・見積無料！

マキゾノ時計店 糸島市前原中央1-4-6 信頼と技術で４５年。お気軽にどうぞ！ アイラッシュ＆ヒーリングサロン　Lemuria 糸島市神在東3-2-50 マツエク＆パーマ～癒やしのヘッドスパまで ㈱夢工防 糸島市高祖962-3 見積無料お気軽にご相談ください

メガネ・補聴器のひとみ堂 糸島市前原中央2-7-5 商品券使用で５％ＯＦＦ ヘアーサロン泉 糸島市神在東4-12-5 商品券利用でポイント２倍 ㈲椎葉商会 糸島市神在西3-11-1 見積無料お気軽にご相談ください

時計、メガネ・宝石　キタハタ 糸島市前原中央3-19-20-102 時計メガネ宝石類の加工修理いたします。 フィールヘアーデザイン 糸島市前原西4-7-20 こうなりたいを伝え易いサロンを目指します ㈱伊都住建 糸島市神在西3-7-15 住宅リフォーム、お気軽にご相談ください

COCOIRU. 糸島市前原中央2-10-27 一緒に綺麗で艶々な髪とお肌になりましょう 中村タイル工業 糸島市神在東5-1-7 技術サポートしています。ご相談ください。

三苫洋蘭園 糸島市井原2067 農場より全国へお届け致します ヘアースタジオハッピー 糸島市前原中央2-12-8 御来店お待ちしてます！ 夢ホーム㈱溝口製材所 糸島市前原西1-13-20 住まいのかけこみ処。お気軽に御相談下さい

マルヒデ（花） 糸島市前原中央2-7-14 花束、アレンジメントは当店へ ドロワーオブヘア 糸島市前原中央2-5-14 マンツーマンの完全プライベートサロンです ㈱TANAKA HOME タナカホーム 糸島市前原西4-14-26 御見積無料お気軽に御相談ください。

㈱みとま花園 糸島市前原東2-1-28 花のある暮らしを提案します。 hair space Time　 糸島市前原東2-5-1-1Ｆ 美容の事お任せ下さい ㈱へいせい 糸島市前原西5-1-31 お家に関することならお気軽にへいせいへ♪

cocoha 糸島市志摩小富士905-1 観葉植物、多肉植物等癒しのグリーンが多数 シャロム美容室　南風台店 糸島市南風台8-7-8 N’s　WORKS　　 糸島市曽根144-3 外壁塗装見積無料　大切な財産お守りします

ヘアメイクPio 糸島市志摩御床2248-1 ヘアカラーキャンペーン中　粗品プレゼント 蔵持工業 糸島市蔵持837-1 外構・左官工事などお気軽にご相談ください

エディオン美咲が丘店 糸島市荻浦3-8-20 電化製品、住宅リフォームお任せください。 enrich+ 糸島市志摩松隈496-4 ㈱冨岡ガラス店 糸島市波多江176-1 アルミ・サッシ・エクステリア・シャッター

ハルタ電気 糸島市篠原東2-1-58 家電製品のことなら当店まで。 Ouchi工房　伊都かなざわや 糸島市波多江駅北3-8-1-101 小さな修理～大きな工事迄何でも相談下さい

㈲南松堂 糸島市前原中央3-18-25 街の電器屋です。様々対応できます。是非！ ハニー東京　マックスバリュ前原店 糸島市浦志1-5-2 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 馬場建築施工 糸島市泊1188-1

田中電機 糸島市前原東3-8-1 お気軽にご連絡ください。 ハニー東京　荻の浦店 糸島市荻浦4-1-1 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 岡﨑建設 糸島市泊383

エレトップ・カツキ 糸島市二丈吉井4137 暮らしの困りごとに寄り添う街の電気屋 ハニー東京　ポルタ店 糸島市前原駅南2-2-1 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 関工務店 糸島市八島237-1 見積無料お気軽にご相談下さい

㈲ハイ・ハート ほったデンキ 糸島市二丈深江1147-7 お気軽にお問い合わせください。 ハニー東京　前原本店 糸島市前原中央2-3-6 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ インテリア　アス 糸島市飯原1015

㈱エル・スポット・カタヤマ 糸島市二丈深江901-1 家電製品の事はなんでもご相談下さい ハニーワンドリー　前原店 糸島市前原東1-6-25 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ ㈱西工務店 糸島市志摩吉田2029 お住まいの事なら何でもご相談下さい

ハニー東京　マルショク南風店 糸島市前原南風台3-14-26 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 西嶋商店 糸島市志摩吉田504-2 お気軽にお問い合わせください。

シュープラザ糸島前原店 糸島市高田2-2-20 ｱﾌﾟﾘ登録で1100円以上の品5％OFF ハニー東京　波多江店 糸島市波多江駅北4-4-15 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ エヌケイ住宅㈱ 糸島市志摩馬場833-1 見積無料！なんでもご相談ください

オサダ靴店 糸島市前原中央3-20-32 足のお悩みアドバイス。靴・はきもの修理の店 ハニー東京　工場店 糸島市本1733-15 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 藤原建設 糸島市二丈吉井1952 この機会に家の修理などはいかがでしょうか

ABC-MART 糸島市志摩津和崎29-1 TV・雑誌でも話題の靴をご用意してます。 ハニー東京　志摩店 糸島市志摩初192-1 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ アンドハート 糸島市二丈松末1700-2 店舗のデザイン設計はお任せください

パンジークリーニング　イオン志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 安心・安全なクリーニングをお届けします。 ㈱藤栄建設 糸島市二丈深江1710-2 お気軽にご相談ください

ビッグピンク 糸島市前原西1-7-20-1F オリジナルTシャツの事なら当店へ!! 農建産業㈱ 糸島市二丈田中384 創業３８年、農業資材からリフォームまで

エレガンス　やました 糸島市前原中央2-2-21 お買い得で素敵な商品を取り揃えております ㈲西川商店 糸島市前原中央2-3-34 ガス器具購入の際ご利用下さい

藤田洋品店 糸島市前原中央2-8-21 お気軽にお越しください。 いとのもりのおうち 糸島市伊都の杜1-12-1 教室（洋裁・お菓子）、雑貨・野菜販売

藤田学生服専門店 糸島市前原中央3-20-51 お気軽にお越しください。 ㈲大櫛石油店　志摩給油所 糸島市志摩小富士2580-3 オイル交換、タイヤ交換も致します 糸島美咲塾 糸島市荻浦3-8-32 商品券の利用で、ご入塾時の月謝が無料！

呉服のオサダ 糸島市前原中央3-6-47 着物診断承ります。お気軽におこしやす!! ｅ‐春風塾 糸島市前原西4-1-11 最先端のプログラミング学習をこの機会に！

ファッションプラザ ロジェ 糸島市南風台8-4-6 インスタをご覧下さい！rogie_style 幸田畳店 糸島市高田1-17-2 親切、丁寧に。金額等ご相談に応じます。 進学塾　学び舎 糸島市前原東2-6-78 ご使用の際は、お気軽にお申し出ください！

イオン志摩　シューラルー 糸島市志摩津和崎29-1 トータルコーディネートご提案致します！ かすがタタミ・フスマ店 糸島市神在西3-6-18 創業100年を超える老舗工事店です みつばちおうちえん 糸島市志摩久家648-3 3歳から園児・保育スタッフ大募集中です。

タツミヤ 糸島市志摩津和崎29-1 ミセスの婦人服、ゆったりサイズもあります たたみの神田 糸島市志摩桜井2407-3 畳の事ならおまかせ下さい。

ハニーズ志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 トレンドアイテムもリーズナブルプライス！ 田中畳店 糸島市志摩初12-1 畳の事なら何でもご相談を。 福豊 糸島市高田5-2-10-206 頭皮の悩み相談。糸島育ちのドレッシング！

地球文化屋 糸島市志摩津和崎29-1 可愛い雑貨にナチュラルな洋服のお店です。 江川畳店 糸島市志摩小金丸2860 見積無料！！ 糸島健康ダイエット 糸島市前原中央2-1-21 健康的に痩せるダイエット教室開催中！

行弘畳・襖店 糸島市二丈松末1655 １枚からOKです。お気軽にご相談ください エナジーテラピー専門店RaySoelte 糸島市伊都の杜2-3-19 お肌と体のメンテナンスはお任せ下さい！

SIMCLEAR 糸島市篠原東1-1-43 商品券使用でエコバッグプレゼント 脱毛サロン　ＭＹＯＮ 糸島市浦志2-13-21 全身脱毛１回10，000円

リサイクルショップ　サイクル 糸島市前原中央1-2-10 買取・販売・珍品をお探しの方必見！！ アートグリーン　緑化センター 糸島市井田字二ノ坪459-1 庭のリフォーム等商品券使用で５％OFF beauty  salon La beaut’e  糸島市高田2-2-12-202 ハーブピーリング 肌再生改善専門サロン

伊都ライフケア 糸島市前原中央3-1-22 ㈱旭造園 糸島市志摩桜井652-1 見積無料お気軽にご相談ください リラクゼーションサロン　いとゆらり 糸島市篠原西1-5-1-103 商品券４枚使用で５分施術サービスします。

サイクルベースあさひ糸島店 糸島市波多江駅北2-7-12 豊富な品揃えでお待ちしております。 桜井造園 糸島市二丈深江2047-1 雑草にお困りの方、ご相談ください。 ㈱ナガセビューティケァ　糸島サロン 糸島市潤2-8-6-2号室 美と健康のお手伝いをお気軽にご相談下さい

いきさん牧場 糸島市二丈上深江1296 一貴山豚の商品を多数ご用意しております。 治療室ふくろう。 糸島市神在西2-16-12 身体の姿勢でお悩みの方ご相談ください

白水ペイント 糸島市美咲が丘3-7-20-101 住宅リフォーム見積もり無料！！ 糸島マラウェイ整体院 糸島市前原西1-8-27-203 あなたの腰痛を根本から改善します！

クリーニング

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

時計・宝石・眼鏡・補聴器 美容室・理容室 建設・住宅リフォーム、設備関連

花・植物

電化製品

靴

衣料

その他小売業

ガス

畳・襖・建具

造園工事

建設・住宅リフォーム、設備関連

学習塾・教室

美容・健康・温浴施設・整骨院

ガソリンスタンド
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