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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

前原

㈱グッデイ加布里店 ＤＩＹ・園芸・ペット用品のご相談承ります 092-322-2511

㈱サンリブ　マルショク南風店 従業員一同心よりご来店をお待ちしております。 092-321-3300

㈱マルキョウ　ニュー前原店 092-322-6751

㈱マルキョウ　高田店 092-329-1330

Aコープ前原駅南 皆様の食卓をAコープが応援します！ 092-322-2861

ＪＡ糸島　産直市場　伊都菜彩 糸島の大地そのままいっぱい 092-324-3131

TSUTAYA前原店 レンタル・本・GAMEなどで使えます。 092-323-2956

オートバックス前原たかだ店 クルマの事ならオートバックス前原たかだ店 092-322-5811

ココカラファイン波多江店 092-331-8686

サニー　加布里店 092-322-5577

サニー　前原店 092-324-6632

サンドラッグ南風店 月曜・火曜ポイント4倍セール！ 092-329-1510

スーパー・キッド前原店 店内、全ての商品に御利用出来ます。 092-321-4141

ダイレックス前原店 092-331-2877

ディスカウントドラッグコスモス　浦志店 エブリデー・ロー・プライス 092-331-1060

ディスカウントドラッグコスモス　加布里店 エブリデー・ロー・プライス 092-321-3001

ディスカウントドラッグコスモス　糸島店 エブリデー・ロー・プライス 092-331-8007

ディスカウントドラッグコスモス　前原店 エブリデー・ロー・プライス 092-321-4166

ディスカウントドラッグコスモス　南風台店 エブリデー・ロー・プライス 092-329-7055

ディスカウントドラッグコスモス　波多江駅店 エブリデー・ロー・プライス 092-329-9060

ドラッグストアモリ　浦志店 医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え 092-332-7863

ドラッグストアモリ　荻浦店 医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え 092-332-8525

ドラッグストアモリ　前原店 医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え 092-321-4747

ファッションセンターしまむら前原店 今年もご利用頂けます。 092-329-1553

ベスト電器　前原店 家電～リフォーム迄お気軽にご相談ください 092-323-6823

ホームプラザナフコ　前原店 092-321-3380

ミスターマックス糸島店 毎日の暮らしを安さで応援します！ 092-324-5588

岩田屋　前原サロン 前原サロンが暮らしのヒントをお届けします 092-323-5121

業務スーパー伊都店 一般のお客様大歓迎!!ぜひ一度お越し下さい!! 092-321-2277

紳士服フタタ　前原店 メンズ・レディス幅広く取扱っております。 092-324-0333

生鮮市場　マルコーバリュー お買い物のお悩みは当店までご相談下さい 092-322-2628

積文館書店　前原店 書籍、文具のお求めはぜひ当店で！！ 092-322-6151

洋服の青山　福岡前原店 今ほしい旬なアイテムを特別価格でご提案 092-322-9905

マックスバリュ前原店 092-330-8811

フードウェイ前原店 商品券の枚数分値引きサービス 092-324-6247

大型店舗（全加盟店舗共通券のみ利用可能）
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

ラーメン

前原

長浜ラーメン　みっちゃん 092-331-8600

まる五 ラーメンセットのテイクアウト始めました 092-321-2050

糸島ラーメンゆうゆう 地域一帯となり糸島を盛り上げましょう！！ 092-332-8816

㈲長浜ラーメン力 木曜日はギョーザサービスデーです！ 092-322-0115

一九ラーメン・いち里 土日限定豚骨スープで作ったカレーあります 092-322-2853

志摩 べんてん お気軽にご来店下さい 092-331-7333

二丈 長浜ラーメン妃 テイクアウトにも使えます 092-326-5378

うどん・そば

前原

㈱うちだ屋　前原店 おうちが１番！　うちだ屋２番！ 092-323-5778

釜揚げ牧のうどん　周船寺店 092-324-2110

釜揚げ牧のうどん　加布里本店 092-322-3091

白糸うどん　やすじ 打ち立て・茹でたて・揚げたての最高の一杯 092-324-3883

二丈
手打蕎麦すみくら ミシュランビブグルマンを２期連続で獲得 092-326-5518

釜揚げ牧のうどん　二丈店 092-325-1215

ハンバーガー・ピザ

前原
ピザポケット前原店 お持ち帰りでピザ全サイズ・全品半額！ 092-324-4455

ピザクック前原店 地産地消とお店で手作りにこだわるﾋﾟｻﾞｸｯｸ 092-324-8885

志摩
aloha café stand 090-7535-5573

REX　Burger 商品券ご利用でチーズトッピングサービス。 080-3219-0310

喫茶・カフェ・軽食

前原

ジャム café 可鈴 糸島野菜たっぷりのランチが人気です 092-322-5695

素食カフェ・天然ブレスレット　つどい ブレス購入の方、水晶さざれ石プレゼント 092-323-8846

とんぼ 080-8351-0847

大型店舗（全加盟店舗共通券のみ利用可能）

中小規模店舗（全ての商品券が利用可能）

地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

志摩

Aコープ志摩 皆様の食卓をAコープが応援します！ 092-327-0049

ＪＡ糸島　アグリ店舗 肥料、農薬の事はアグリにお任せ下さい！ 092-327-2740

スーパービバホーム志摩店 住まいと暮らしの便利なお店「ビバホーム」 092-327-8211

ダイソーイオン志摩店 ワンプライスで豊かな暮らしをご提供します 092-327-5229

イオン志摩店 安全・安心をお届けする当店でお買物を！！ 092-330-5020

二丈

ホームプラザナフコ　二丈店 地域のお客様のご要望にお応えします。 092-331-6661

㈱マルキョウ　深江店 092-325-9010

つり具のまるきん　糸島店 ２４時間営業。アミ・沖アミ常時解凍。 092-325-8088
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

喫茶・カフェ・軽食

前原

軽食喫茶　お茶まろ 美味しいお水と淹れたてコーヒーを～ 092-332-7878

カフェギャラリーひまわり 飲食　小物　雑貨色々あり 092-323-0368

アンローザ サイフォンで淹れたコーヒーとお食事のお店 092-324-8805

南風茶屋 糸島の食材をふんだんに使っています。 092-321-2328

村上や 商品券使用でトッピング１品プレゼント 092-321-2334

ワイルドベリー 美しい風景の中でのランチとケーキセット 092-331-5705

志摩

T's　TERRAS（ティーズテラス） 5/5オープン ライダーズカフェ一般のお客様も大歓迎 092-327-2143

コーヒーハウス アクアマリン イトシマ 092-328-3434

LinoCAFE 糸島産にこだわったお手頃スイーツ・カフェ 092-327-1847

喫茶　純 テイクアウトもお気軽にどうぞ。 092-332-9588

カフェ・アルカネット 092-327-5353

THALIA COFFEE ROASTERS 商品券使用でポイント２倍 092-327-2567

英のれん まごころで皆様のお手伝を致します。 092-332-8726

まごころ屋 お持ち帰り　いかがですか！ 092-327-5767

糸島ファームハウス　UOVO 極上の卵かけご飯膳、ぜひご賞味ください。 092-332-0535

二丈

Enopresso 初潮旅館2Fに移動オープンしました！！！ 090-9473-8686

Sweets Cafe egao プチギフトからお土産ご対応いたしします。 092-332-9895

伊都ホットサンド笑顔 地産地消にこだわっています 092-325-1125

お菓子と暮らしの物　りた 有機農家が営むカフェ＆直売所です 092-326-6101

和食・寿司

前原

食事処マルタ活魚 予約にての営業となっています。 092-324-2401

味楽寿司 ご来店お待ちしております♪ 092-322-2238

鮨割烹　ふるかわ 慶事、法要など各種お料理、寿司　承ります 092-322-2878

一力寿司 寿司、おもいで屋、鯛らーめんでも使えます 092-323-2015

食処はる 個室完備・感染症対策バッチリです。 092-324-1551

旨海寿 092-330-7330

寿司・和食　侍 お食事の他出前お持帰りにもお使い頂けます 092-322-3305

玄海ざんまい伊都前原店 092-323-2223

食事処　小冨士 092-322-2529

すし勝 出前承ります。 092-324-2806

居・食・菜　仙石 お昼の定食もあります。 092-324-8039

とうふ家　酒瀬川 豆腐料理各種そろえております。 092-332-9541

すし和 商品券3枚以上使用でデザート1個(店内のみ) 092-322-0650

寿司・活魚料理　玄海 祝事、法要後のご会食、ランチ等ご利用可 092-324-8785

相田鮮魚店 鉢盛・弁当配達致します。 092-323-2200
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

和食・寿司

前原

北ノ屋うなぎ 国産の鰻のみを使用してます 092-329-8088

活魚料理ふく丸 092-329-7024

相鮮魚商店 寿司・刺身盛りテイクアウトあります 092-321-2908

味処　銀の里 092-321-2287

志摩

大門茶屋いろり 新鮮なお魚を使用した海鮮重がおすすめです 080-8377-7420

漁師直営　立石 テイクアウトもしてます。新鮮な魚あります。 092-328-2519

伊都の寿司　にし川 お寿司7000円以上注文の場合1000円引 092-332-0222

うなぎ　初 活鰻を使用しています。どうぞご来店下さい。 092-327-3090

海扇寿し ランチ、出前でも使用できます。 092-327-2266

庄屋　イオン志摩店 おいしさと豊かさの未来へ 092-327-5262

いけす　てら崎 皆様のご来店をお待ち致しております。 092-327-2455

朝日寿司 新鮮な寿しを安心価格でお召しあがり下さい 092-328-0555

二丈 すし廣 すし御料理など必要な時はぜひご利用下さい 092-325-1890

中華・イタリアン・フレンチ

前原

ハーブガーデン プティール倶楽部伊都国 レストランのみ御利用頂けます 092-331-2220

リンガーハット福岡前原店 熱々の美味しいチャンポンを提供 092-322-5800

小麦屋GIOGIO おかげさまで、今年５月１３日で２０周年！ 092-322-3339

カフェ＆バル　フェリーチェ ナポリピッツァや本格的なパスタを前原で！ 092-332-9977

中華料理　龍上 ぜひ食べに来て下さい！！新メニューも増えました!! 092-332-2984

MACARONI ランチ～ディナーまでイタリアン楽しめます 092-324-3332

エポカ テイクアウトにもご利用できます。 092-323-0648

餃子の味楽 092-322-6667

中華こうよう 担々麺、中華料理を楽しめるお店です。 092-324-3033

L'ARTISTA 092-332-2460

天橋天 皮から手作りのぎょうざを御賞味下さい 092-322-2359

anniversary ～永遠 記念日や祝い事に永遠のコース料理で 092-332-0018

志摩 テロワール 糸島野菜を沢山使ったフランス料理です 092-328-0014

二丈
アッカプントエッフェ 海の見えるイタリア料理とワインの宿です。 092-326-6301

糸島バール シャナ（Syana） ゆっくりとランチタイムをお過ごし下さい 092-325-2655

食堂・レストラン

前原

とんかつ濵かつ福岡前原店 笑顔でがんばります。よろしくお願いします 092-321-1288

美咲亭 団体様用の個室あります。テイクアウトできます。 092-321-1039

MINO田” 御予約お待ちしております。 092-322-5051

シェフのご飯屋さん四季彩 オール糸島食材のグルメバーガーを是非!! 092-321-1525

新喜楽 092-323-1713
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

食堂・レストラン

前原

鉄板焼ステーキ糸島グリル 上質なお肉をご提供いたします。 092-332-0639

二三家食道　糸島屋 ロコモコ丼1,200円ステーキ丼1,200円 092-323-4775

ビーチ食堂　Mr.BEACH お得なtakeoutも御座います。 092-321-4925

bistro vines（バインズ） 香ばしいそば粉のガレットが人気です。 090-6421-3437

割烹　丸一 ご要望に応じてお引き受けいたします 092-322-2613

と金 おいしく、たのしく、じみぶかく

角屋食堂 昔ながらの大衆食堂です 092-322-2214

藤次郎 ７月オープン予定のおにぎり専門店です。 092-332-2525

グリル　三幸 野菜たっぷりメニューあります！ 092-322-0347

肉×肉 MAKOTO ローストビーフ丼が、おすすめです!! 092-329-1185

BanZo 電話でのご予約、テイクアウト承ります 092-323-2272

ステーキガーデン風の邱 極旨肉のステーキと糸島野菜を絶景とともに 092-330-8800

ハタエエキマエ洋食店noda（ノーダ） 地産地消の洋食店です。 070-8583-4118

伊都ダイニング お風呂とお食事を満喫するならココ！！ 092-331-1000

太陽の皿 季節の糸島野菜を利用したビュッフェです。 092-332-8557

道とん堀　糸島店 鉄板コミュニケーション 092-332-9696

ダイニングキッチンamigo ３枚以上使用でドリンク券１枚プレゼント！ 090-7982-7417

いとモモネパールカフェ＆カレーハウス 商品券使用でポイント２倍 092-322-3903

SAFFRON バターチキンカレーとホウレンソウカレーが人気です 092-322-0455

志摩

グローウェルカフェ おさつポーク専門店！ 092-327-1858

レストランカフェ Bea Sun　 ビーフ100％手ごねハンバーグが人気です。 092-332-2709

海の家　朝日屋 商品券でかき氷サービス 092-328-1966

カレー＆カフェ　ココペリ 海を見ながらお食事ができます。 092-328-1901

民宿・食事処　なぎさ 糸島の海の幸で新鮮な海鮮料理を提供します 092-328-2047

食事処　朝日屋 新鮮なお魚料理をご準備してお待ちしてます 092-328-2634

HACHIDORI お気軽にご利用下さい 092-332-0723

はれるや 糸島のお食事処！ご来店お待ちしております 092-338-8189

糸島食堂ほもり　 地元食材を使った手作りの料理をご提供 092-327-0038

CHAMP  CAFÉ 黒毛和牛のハンバーグが一番人気です 050-3550-1912

志摩の海鮮丼屋 地魚の海鮮丼を提供します。 092-327-4033

ベーカリーレストラン　カレント 地元食材にこだわったメニューです。 092-330-5789

HINODE 海辺のカフェレストラン是非ご来店ください 092-327-3046

磯の屋 はなれ 海の家 地元の漁業者直送の魚貝類を主に使ってます 092-328-2056

二丈
お食事処　きはち 海を見晴らし、お食事と入浴が出来ます。 092-326-5011

ダンザパデーラ 料理はショーケースに入りビュッフェ再開 092-325-2880
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

食堂・レストラン

二丈
ウッチーノ食堂 お気軽にお使いください。 092-325-0796

旬菜工房　きらら庵 ラドン温泉とおいしい食事でストレス発散！ 092-325-1615

焼肉・BBQ・牡蠣

前原

牡蠣小屋　住吉丸 贈答品や地方発送に糸島カキを‼ 080-8554-2444

ドライブイン鳥糸島店 焼鳥一番鳥めし二番三はサラダ四い健康 092-331-8710

人手不足　前原駅前店 安くておいしい焼肉・居酒屋！ 090-3883-9276

焼き肉辛麺よしまる 商品券使用で、替玉１杯無料 092-322-2869

焼肉はなふさ 焼肉は安さうまさのはなふさで！！ 092-323-1087

イトシマン 新規オープンしましたイトシマンです！！ 092-324-0290

ヌルボンガーデン南風台店 上質なお肉をぜひヌルボンで！ 092-330-8802

上の焼肉や 商品券使用でソフトドリンク１杯無料 092-332-0329

炭火焼いとしま 和牛Ａ５ランクフェアー実施中 092-322-4551

清香園　糸島店 上質な黒毛和牛をぜひ当店で 092-324-2929

志摩

浜焼き白浜家 海を一望できる店内でお食事が楽しめます。 092-328-3282

日進丸 直売、地方発送OK！隠れ家的なカキ小屋♪ 092-328-1503

カキ小屋豊久丸 十月中旬よりオープンいたします！ 090-1975-2915

カキ小屋恵比須丸 十月中旬よりオープンいたします！ 090-7151-5975

カキ小屋冨士丸 十月中旬よりオープンいたします！ 090-5249-3824

カキ小屋のぶりん 十月中旬よりオープンいたします！ 090-7383-9558

カキ小屋中宮丸 十月中旬よりオープンいたします！ 090-7450-6009

カキ小屋大栄丸 十月中旬よりオープンいたします！ 090-4588-7068

カキ小屋高栄丸 十月中旬よりオープンいたします！ 090-6290-0817

カキ小屋大黒丸 十月中旬よりオープンいたします！ 090-5931-9893

カキ小屋旭星 十月中旬よりオープンいたします！ 090-5290-0689

徳栄丸 漁師直送！新鮮な魚の干物を提供いたします 090-4355-5634

勢龍 黒毛和牛をリーズナブルなお値段で!! 092-328-1919

マルハチ　引津丸 船越のカキ小屋です。今年リニューアルオープン。 080-5249-7714

豊漁丸 船越のカキ小屋です。今年リニューアルオープン。 090-5922-4802

ケンちゃんカキ 船越のカキ小屋です。今年リニューアルオープン。 090-3077-0888

かきハウス　もっくん 船越のカキ小屋です。今年リニューアルオープン。 090-4512-7631

千龍丸 船越のカキ小屋です。今年リニューアルオープン。 090-3079-0045

カキハウス　正栄 船越のカキ小屋です。今年リニューアルオープン。 090-5724-1717

服部屋 船越のカキ小屋です。今年リニューアルオープン。 090-8413-9191

二丈 かきのますだ善幸丸 飲食の方商品券１枚に冷凍赤エビ１尾プレゼント 080-9249-4592
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

居酒屋・バー

前原

居酒屋　修ちゃん 焼鳥魚料理一品等多数の商品があります。 092-321-0232

居酒屋　赤ひげ　高田店 最後の〆の一杯まで満たされるうどん居酒屋 092-323-6325

居酒屋　さんしゅう 092-323-1110

焼鳥居酒屋　朱雀城 皆様のご来店を心よりお待ちしております。 092-323-5353

居酒屋しょう吉 商品券５枚以上使用にてぎょうざ無料券プレゼント 092-332-7686

中々家 地産地消に取り組み、安心して食せる店作り 092-324-7252

焼とり　雲海 「テイクアウト」出来ます。 092-323-6133

居酒屋丸五 個室あります。 092-323-4082

屋台さんかく 創業７０年昔ながらのトンコツラーメンがオススメ!! 092-324-5945

駅前のバル 地魚と美味しいお酒を提供します。 092-324-1022

居酒屋　ゆづ センベロ等楽しみが沢山ほっこりできるお店 092-324-6500

ダーツバー chance ご来店おまちしてます。 092-323-2667

居酒屋　磯花 生ビール(小）一杯かソフトドリンク一杯サービス 092-321-1030

居酒屋らしく コロナに負けるな　地元糸島を応援します 092-332-2559

台湾餃子坊　孫悟空 テイクアウト時のお支払いにもご使用可 092-332-0450

いい時間。ハイホー 2種類クラフト生ビールと美味しいおつまみ 092-334-1511

焼き鳥魁 ご来店お待ちしております。 092-322-2107

居酒屋いち テイクアウト出来ます 092-323-1579

居酒屋　赤ひげ　前原店 個室の寛げる空間で旨い料理をご堪能あれ 092-324-6330

ラーメン居酒屋　Boo-Ya お食事や飲み会も出来る楽しいお店です♪ 092-324-3388

居ざけ家　BamBoo 旬なごちそうとお酒の美味しい楽しいお店♪ 092-323-2234

やきとり大作 ゆっくりくつろげるお店を目指していきます 092-323-4192

糸島ダイニングTOKI 092-321-1556

創作居酒屋　もっこり2号 イートイン、テイクアウトにご利用頂けます 092-323-3027

おかず屋　ゆう １５時より営業しています。 092-324-3663

ダイニングバー　キャサのん 090-8407-3255

志摩

居酒屋　鷹将 暑い夏は生ビールで乾杯！お待ちしてます！ 092-327-5095

ろばた焼　酔々亭 テイクアウトも出来ます。大歓迎です。 092-327-2017

焼とり　万成 ファミリーから１人飲みまで楽しめます。 092-328-0007

二丈 炭火焼き鳥もっけい テイクアウトでもご利用いただけます。 092-325-0290

スナック

前原

スナック37mina 明るく楽しい時間を過ごせるお店です。 092-324-5858

スナック　姉妹 商品券使用で粗品差し上げます。 092-323-1816

スナック　ぽぴー Gold＆ピンクステッカー認証店です♪ 092-321-2411

スナックニュールビー 092-322-2271
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

スナック

前原

victoria 商品券使用でカラオケ無料 092-324-7088

憩い処　和らび。 ５月にオープンしたばかりのお店です♪ 092-332-8588

villa725（ビラナナニーゴ） 5,000円以上のご利用で500円OFF 092-332-8990

スナックえみ 不定休 092-323-1622

スナック（緑）グリーン 安心安全もっとうに！ 090-1512-3881

スナック　千賀 アットホームで落ち着いて飲めるお店です。 092-324-3718

SNACK  Luna 092-322-6122

二丈 スナック妃 お待ちしてます 092-326-5515

持ち帰り専門・弁当

前原

ハーモニー 電話で予約、おいしいお弁当をお届けします 092-321-0505

ほっともっと前原店 地域密着店を目指します。 092-322-1353

ほっともっと浦志店 地域密着店を目指します。 092-323-4788

ほっともっと荻の浦店 地域密着店を目指します。 092-324-5782

中津唐揚げ　鶏笑　糸島店 中津唐揚げテイクアウト専門店です。 092-329-0121

食工房とき おふくろの味、手作りお弁当は食工房ときで 092-323-5335

駅前の魚屋さん 地魚のそうざいを提供します。 070-3983-4384

二丈

いなほ焼き JR筑前深江駅前店 手に持って食べれる、お好み焼き風回転焼き 092-325-0018

お弁当の妃 鉢盛にもご利用できます 092-326-5515

焼きとり　二丈のかわたろう 博多ぐるぐるトリカワ串テイクアウト専門店 070-8481-7350

その他飲食店

前原 イート糸島 070-2400-6409

宿泊

前原

翼宿ゲストハウス 翼宿は加布里に昭和風の暖かい宿泊施設。 080-4771-9022

古民家貸別荘　瑞梅寺苑 １日１組限定の古民家貸別荘です。 092-322-2257

大庭旅館 商品券５枚使用で朝食付宿伯のおもてなし 092-322-2243

糸島ゲストハウス前原宿ことのは ご親族や友人が糸島に泊まる際に使える宿 090-7291-0767

志摩 初音旅館 お食事・ご宿泊・仕出し料理など対応可能 092-328-2038

二丈

玄海灘一望の宿　喜八荘 海を見晴らし、お食事と入浴が出来ます。 092-326-5011

うぐいす座 宿泊・コーヒー豆・ハンドメイドハンモック 050-5874-0405

深江観光ホテル 092-325-1238

初潮旅館（ＯＮ HATSUSIO） 施設内のサービス全般に対応しております 0120-8240-15

糸島のグランピングｎｉｊｏ 050-1559-0019

スーパー

前原
グリーンコープ生活協同組合ふくおか いとしま店 安心安全な商品を取扱っています。 092-324-4633

移動スーパー　いと丸くん お買い物が不便な方いつでもご相談ください 092-322-2628
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

ドラッグストア・薬局

前原

マツモトキヨシ前原店 アプリ会員新規登録で割引クーポン券発行！ 092-322-5132

ドラック新生堂　加布里店 毎月土曜日7.17.27日はポイント５倍デー 092-329-7115

とみおか薬店 健康と美容のご相談は当店まで 092-323-1341

㈲糸島薬局 健康相談、漢方薬での対応ができます。 092-322-2241

天野屋薬品 クスリ・ヒノキ肌粧品・漬物の素売れてます 092-322-2244

志摩 二本木薬品 健康に関するご相談お受けしています。 092-327-5221

二丈 ふくよし薬局 商品券でポイント5倍！！ 092-326-5517

コンビニエンスストア

前原

セブン-イレブン糸島伊都の杜店 美味しい、楽しいがここにあります。 092-324-4772

セブンイレブン前原波多江店 食品など豊富な品揃えでお待ちしております 092-322-0367

藤野商店 092-322-2191

CVS　有田屋 酒類、青果、食品、雷山地豆腐取扱い店 092-322-3054

セブンイレブン前原上町中央店 笑顔でお待ちしております。 092-322-2263

二丈 Yショップ二丈町店　淀川酒店 092-325-0737

志摩

セブン-イレブン志摩井田原店 セブンイレブン、いい気分！ 092-327-0458

コンビニエンスストア　中村屋 中村屋自家製の漬物が好評です。 092-328-2841

セブン-イレブン糸島志摩師吉店 近くて便利　セブンイレブンです 092-327-3223

パン・菓子

前原

翼宿糸島食悦 栄養と美味しい糸島野菜加工品を提供します 080-4771-9022

後藤屋 ご縁もち 092-323-8595

g.o.d 手作りタルトが人気です。 092-332-8339

童夢の森　本店 商品券使用でポイント2倍 092-330-7130

coumebakery（コウメベーカリー） 毎日食べても美味しいものを志すパン屋です 092-319-0150

モンブラン福岡 美味しいケーキを作ってお待ちしております 092-324-5528

米粉マフィン　ムクロジ 小麦粉・卵・乳不使用米粉マフィンのお店 092-332-8683

パン工房　モーモ 手作りで美味しいパンを心を込め焼いてます 092-322-5303

いしむら前原店 御来店お待ち申し上げております。 092-321-1262

㈱千鳥饅頭総本舗　前原店 商品券ご利用でチロリアン１本プレゼント！ 092-324-2421

むっちゃん前原店 前原駅販売所 駅構内で販売しております。 092-321-2433

シャトーハギワラ お待ちしております 092-323-5736

ANALOG CRAFT CHOCOLATE 自家焙煎カカオ使用のチョコレート専門店 080-8756-3725

むっちゃん万十　前原店 あなたの町のおやつの店！店内飲食可能です 092-321-2433

こんあんこ おいしーいたい焼きあります！ 092-338-9944

ＢＡＫＥＲＹ　ＨＡＲＥ ひとつひとつ丁寧にパンを焼いています。 092-321-2839

平田餅店 お祝い用その他各種お餅、少量より承ります 092-322-3084
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

パン・菓子

前原

スコーン専門店キナフク スコーンのイメージ変えてみませんか？ 092-334-5193

つむぎ洋菓子店 092-334-1706

㈲ケーキハウストミタ 092-324-4118

志摩

サンドーレいとしま 昔ながらの素朴なサンドイッチ専門店 092-332-2290

自家製酵母パン　のたり 国産小麦と自家製酵母のパン屋です。 092-327-0554

つまんでご卵ケーキ工房 美味しいスイーツともにお待ちしてます 092-327-5850

ベーカリー　タミリー 国産小麦を使用しフィリングも手作りです

フレッシュベーカリー　麦パン 60種類のパンを車に載せて販売中！ 092-327-3292

㈱不二家 ペコちゃんでおなじみの洋菓子店です 092-327-0288

二丈

博多笑蔵(エクラ)工場直売所 糸島スイーツで皆様に笑顔をお届けします。 092-329-2005

ベーカリー　クラウド 商品券で1000円以上お買い上げで菓子パン１個 092-329-2333

大楠 材料にこだわりをもってお作りします 092-325-3539

茶・コーヒー

前原

COFFEE　UNIDOS 092-335-3394

カフェ Reiki 煎りたてコーヒー豆の販売はじめました。 092-323-4321

㈱ロータス内　伊都国珈琲工房 ミャンマー産無農薬アラビカ１００％珈琲 092-324-6850

㈱お茶の山口園 三千円以上でご自宅までお届け致します。 092-322-2257

二丈 TAISHO  COFFEE  ROASTER 二丈深江のスペシャルティコーヒー専門店 092-334-3328

酒

前原

㈱蔵屋 数量限定お酒「糸島咲希」糸島産山田錦使用 092-322-2881

酒屋　いとう 092-323-4841

あんくるふじや前原店 来客お待ちしております 092-322-6959

ビアシティ　江川酒販㈲ 季節商材など多数取揃え！！ 092-322-2634

川久保酒店 商品券使用で日本酒５％、ワイン10％オフ 092-330-8001

㈲白糸酒造 糸島産山田錦を使った清酒をそろえています 092-322-2901

志摩
糸島のおもろい酒屋　ちきゅう屋 珍しくておいしーいお酒と出会える酒屋です 092-330-5630

辰巳屋酒店 092-327-0025

専門食品販売店

前原

㈱チャレンジアンンドスマイル 楽天８年連続売上NO．１のポップコーン

㈱肉の山河 美味しい又喜んで頂ける食材をお届けします 092-323-0080

㈲カノオ醤油味噌醸造元 醤油、味噌、麹、甘酒を販売しております。 092-322-2710

吉住米穀店 自家精米の店　灯油・米の配達しています。 092-322-0211

ナンサイゴン糸島店 安心安全美味しさとともにプロの輸入食材 080-4288-6688

㈱ロータス（はちみつ工房ロータス） １００％純粋国産蜂蜜を取り揃えております 092-324-6850

㈲博多海苔 １個からでも、小売も贈答用も承ります。 092-321-2700
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

専門食品販売店

前原

楢﨑米穀店 お米のお持ち帰り5キロ100円引きです！ 0120-81-3958

吉積米穀店 こだわりのお米体にやさしい自然食品の店。 092-322-2472

マルヒデ青果 新鮮な野菜や果物を提供いたします。 092-323-2755

村島かまぼこ店 商品券1枚以上使用でちぎり天１つサービス 092-322-2010

納冨商店 金曜日販売のよもぎ餅は、人気商品です。 092-322-0234

三島商店 糸島産の米取り扱っています。 092-322-2053

トリゼン 新鮮な鶏肉！！華味鳥 092-323-2654

吉村乾物店 店にない食品取り寄せ致します。 092-322-1711

㈱やますえ 商品券５枚以上使用で鯛茶漬２食プレゼント 0120-417-511

糸島正キ　南風台店 お中元など大切な人への贈り物に 092-335-3237

糸島手造りハム 送りものご予算に応じて詰合わせもできます 092-324-2821

西嶋米穀店 糸島産のお米を自家精米販売しています 092-323-0883

㈱ふくや　前原店 ご贈答用・家庭用も明太子は是非ふくやで！ 092-322-6550

大石ファーム 自然栽培のお米お野菜をどうぞ 090-3418-5515

志摩

糸島ナチュラルチーズ製造所　TAK 糸島産生乳で作る、手作りナチュラルチーズ 092-328-1076

志摩スモークハウス 092-327-3451

「かぶらや」　若林商店 糸島産ねぎの浅漬が好評です 092-327-3135

㈲北伊醤油 醤油・調味料販売しています。 092-328-2204

二丈

納富米穀店 安心安全なお米、主食で健康な身体づくり。 092-325-0016

㈲ミツル醤油醸造元 皆様のご利用、お待ちしています。 092-325-0026

塩と発酵の店　かもすてらす こだわりの塩とマニアックな発酵商品多数 050-1033-6618

糸島ジビエ工房 糸島産ジビエ肉を多数取り扱っております 092-332-9818

Itoshima Heart Nuts Factory（いとナッツ） 挽き立てを楽しむ「ナッツバター専門店」 050-5875-6659

いとしま豚のお店BuuBu ホットサンド各種テイクアウトできます店内caféスペースあり 092-332-9662

博多うまか屋 口コミで広がる手造り辛子明太子ショップ 092-325-2500

産直市場・直売所

前原

ファームパーク伊都国即売会 糸島産の新鮮な農産物が集る直売所です。 092-322-7661

伊都物語糸島工場　直売所 伊都物語のヨーグルト工場直売しております 092-332-2345

一番田舎 商品券３枚以上使用でポイント２倍！！ 092-323-1140

㈱伊都の宝　うらの牧場 092-332-0120

糸島ねぎぼうず 糸島産の新鮮な農産物が集る直売所です。 092-324-8050

㈱トラヤミートセンター 糸島産のお肉に野菜、お惣菜なら当店へ！！ 092-323-8031

中華工房　点心点　伊都店 無添加・国産原材料にこだわった餃子です 092-330-7766

志摩
ひめしま　渡船直売所 木・日営業。地元農家のこだわり野菜。

つまんでご卵直売店にぎやかな春 つまんでご卵と野菜の販売と飲食も！ 092-329-4800
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

産直市場・直売所

志摩
「ＴＯ・ＦＵ」高取食品工場直売所 豆腐や豆腐スイーツを多数ご用意しています 092-327-0601

㈱ＪＦ糸島志摩の四季 地元の旬が勢ぞろい 092-327-4033

二丈

二丈赤米産直センター 美味しい山つきのお米と赤米・黒米・雑穀米 092-326-5075

産直きらら 新鮮な野菜やお魚がそろっています。 090-9072-5544

曲り田の里 092-325-2349

㈲福ふくの里 毎朝届く新鮮な野菜、鮮魚が自慢の直売所！ 092-326-6886

生活・趣味・娯楽

前原

サザンワークス アウトドア用品のお店です。 092-332-8393

メモリアル伊都国　前原斎場 商品券使用で粗品プレゼント 092-323-6666

中原釣具店 安くて楽しめる釣りを心がけています。 092-321-3082

メモリアル伊都国　髙田斎場 商品券使用で粗品プレゼント 092-324-4444

サウンド　フラッシュ糸島店 コロナ対策を徹底し営業しております。 092-324-7755

占い＆ヒーリングサロンLemuria 幸せになる為の前進をお手伝いします！ 090-8396-4115

出張カメラマン江藤智徳 雨、晴、曇りでも素敵な写真を撮ります！ 080-1031-4236

メガネサンキュー前原店 3900円セットからご利用できます。 092-323-3988

㈱友池金物店 092-323-1133

㈲パル旅行社 旅行の事ならなんでもお気軽にご相談下さい 092-321-1550

㈱牛原公善社 商品券使用で粗品プレゼント 092-322-4444

GOOD  DAILY  HUNT お気軽にお立ち寄りください！ 092-332-8994

科学工房未來 実際に抱っこしてみてね。ご連絡下さい。 070-6583-4138

㈱サンマルククリーンサービス ハウスクリーニングの事なら当社にお任せ！ 092-321-3857

光文堂楽器 楽器の事ならお気軽にご相談ください 092-322-3132

おもちゃの由比 092-322-2386

ダスキン前原 家庭用モップ　2週間無料おためし実施中！ 092-322-1808

トリミングサロン　ダンドゥビ 一日あずかり1,100円でやっています 080-4698-0398

オレンジゴルフ前原 092-324-4741

ペットサロン　メイプル ワンちゃんのシャンプー７９８円～！！ 092-323-1639

dog salon Riku&Lavie 商品券3枚以上使用でおやつ1袋プレゼント 090-1519-9597

福岡雷山ゴルフ倶楽部 自然に恵まれた開放的な環境で運動不足解消 092-323-8181

coco.kina わんちゃんグッズ洋服おやつもあります 092-322-1135

志摩

モノゴコチ 生活に心地いい雑貨を取り揃えております。 092-328-3788

糸島サーフセンター TFサーフボード オーストラリア サーフィン・ＳＵＰを気軽に体験できます。 092-327-4354

うえらんから糸島 木陰のある貸し切り制のドッグランです。 080-5273-8996

柴田商会 092-328-1859

H1　surf 092-327-5573
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

生活・趣味・娯楽

志摩

芥屋ゴルフ倶楽部 ＫＢＣオーガスタ開催コース 092-327-0261

コロニーサーフ 10枚以上使用でWAX1個プレゼント 092-327-2721

池のほとりの写真スタジオ　ササイカメラ 商品・店舗・メニュー・家族写真撮影します 090-7161-5510

オフィスパル 旅行代金の他ＴＡＢＩｃａｆｅでも利用可能 092-332-8507

二丈

F2㈱ マスク・ペットケアシート等ご購入頂けます 092-325-3388

二丈温泉きららの湯 ラドン温泉とおいしい食事でストレス発散！ 092-325-1126

福吉ジャズ ジャズ、音楽イベントを開催中！ 090-9793-9382

まごころ葬儀　羅漢 お葬式・仏事用品でご利用いただけます。 092-331-6666

寝具

前原

藤田ふとん店 お気軽にお越しください。 092-322-3813

寝具のオサダ 商品券ご使用で５％ＯＦＦ 092-322-2997

わたなべふとん店 092-322-2478

雑貨・クラフト

前原

伊都桃山窯 白磁と和紙染め工房 092-324-6616

和食器専門店「砥部工房　からくさ」 お洒落な和食器だからギフトにもおすすめ♪ 092-980-5233

糸島くらし×ここのき 糸島生まれの食とクラフトの生活道具店 092-321-1020

DURAM　FACTORY　SHOP　糸島 ギフトにもオススメ。手作りの革小物 092-332-9208

志摩

DOUBLE=DOUBLE FURNITURE オーダー家具、器、カトラリーの製作販売 092-328-2010

犬服工房　モグモグファクトリー ワンちゃんと一緒に遊びにいらして下さい 080-9103-0038

SUKIHANA　Itoshima 商品券ご利用で選べるミニプレゼント進呈！ 050-3579-8711

唐津焼　高麗窯 展示場ではコロナ対策してお待ちしております。 092-328-2353

トルコノトリコ 商品券３枚以上の使用でマスクチャームプレゼント 090-3883-9313

アトリエ　エトルリア 商品券5枚以上の使用で硝子製箸置2個進呈 092-327-5700

Green まごころで皆様のお手伝を致します。 092-332-8726

うつわと手仕事の店　研 お気軽にお越しください。 092-327-2932

いとしま応援プラザ 糸島で作られたクラフト・加工食品を販売 092-334-2066

アロマの工房　香の宮 商品券使用でお香サンプルプレゼント！！ 092-327-2964

タビノキセキ 製作体験実施、アロマアクセサリー販売 092-327-1115

風唄窯 手作り器販売。オーダー注文受けれます。 092-327-2931

雑貨店　Teez 小さなお店ですが遊びに来て下さい！ 090-7159-0956

KURUMIAN アート＆クラフト、かごやオーガニック商品 092-328-2515

二丈
ぎゃらりー和楽 雑貨～お洋服販売、サイズ直し、リフォーム。 090-3664-3751

革細工とニュージーランド雑貨のお店 BLESS ワークショップもやっています。 092-338-8043

文房具・本

前原 ㈲大石金光堂 本のお取り寄せ、スピードアップ！ 092-323-2659
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

文房具・本

前原

古川文房堂 文具全般扱っております。 092-322-1122

吉清教材店 小学校・中学校の学用品はぜひヨシキヨで！ 092-322-2023

荻原印房 珍名さんいらっしゃい 092-322-2526

糸島の顔がみえる本屋さん 昨年９月オープンの棚シェア型古書店です！ 090-7982-8930

（資）小林文機 店頭にない商品はお問合せ下さい 092-322-1135

志摩 福岡金文堂　志摩店 ご来店お待ちしております。 092-327-5260

時計・宝石・眼鏡・補聴器

前原

あさひ補聴器　前原店 補聴器のお試しできます。ご相談ください。 092-324-1510

眼鏡の一心堂　糸島店 他店購入の眼鏡修理、調整受け付けます。 092-324-0278

メガネのヨネザワ　前原美咲が丘店 見え方と聞こえ方の手助けになれば幸いです 092-331-8611

武田メガネ　伊都パーク店 皆様のご来店をお待ちいたしております。 092-324-0009

いとしまコンタクト まとめ買いで更にお得です‼ 092-332-8120

マキゾノ時計店 信頼と技術で４５年。お気軽にどうぞ！ 092-322-0818

メガネ・補聴器のひとみ堂 商品券使用で５％ＯＦＦ 092-322-0023

めがねのとみおか メガネの洗浄ネジ点検お気軽にお持ち下さい 092-324-0210

リオネットセンター　糸島店 聴こえの専門店補聴器専門店リオネット糸島 092-332-2510

時計、メガネ・宝石　キタハタ 時計メガネ宝石類の加工修理いたします。 092-322-6705

花・植物

前原

三苫洋蘭園 農場より全国へお届け致します 092-322-7263

フラワーショップTSUKASA お気軽に、ご来店下さい。 092-322-4800

マルヒデ（花） 花束、アレンジメントは当店へ 092-323-2660

PLAISIR お家時間に花とグリーンを。 092-321-0036

㈱みとま花園 花のある暮らしを提案します。 092-323-3448

志摩 cocoha 観葉植物、多肉植物等癒しのグリーンが多数 092-332-2388

電化製品

前原

エディオン美咲が丘店 電化製品、住宅リフォームお任せください。 092-323-3381

ハルタ電気 家電製品のことなら当店まで。 092-322-5870

㈲榎本電機 092-322-3024

㈲南松堂 街の電器屋です。様々対応できます。是非！ 092-322-3551

㈲藤田ラジオ店 092-322-2303

auショップ前原 料金見直しも大歓迎です！他社も大歓迎！ 092-324-8580

田中電機 お気軽にご連絡ください。 092-322-3116

二丈

エレトップ・カツキ 暮らしの困りごとに寄り添う街の電気屋 092-326-5449

㈲ハイ・ハート ほったデンキ お気軽にお問い合わせください。 092-325-0121

㈱エル・スポット・カタヤマ 家電製品の事はなんでもご相談下さい 092-325-0047
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

靴

前原

シュープラザ糸島前原店 アプリ登録で1100円以上の品5％ OFF 092-331-1185

リペアショップ　ケルン 靴やバッグの修理はお気軽にご相談ください 092-338-8060

オサダ靴店 足のお悩みアドバイス。靴・はきもの修理の店 092-322-2240

志摩 ABC-MART TV・雑誌でも話題の靴をご用意してます。 092-327-5325

衣料

前原

㈲ウッド・ドアー コロナ対策に貴方も私も除菌抗菌剤エコ美人 092-323-3186

ビッグピンク オリジナルTシャツの事なら当店へ!! 092-338-8032

エレガンス　やました お買い得で素敵な商品を取り揃えております 092-322-0151

モードハウス　ＶＩＰ セレクトショップですお気軽にお越しください 092-324-5581

藤田洋品店 お気軽にお越しください。 092-322-3813

㈲原田洋品店 092-322-2021

モーダマスダ 092-322-5215

藤田学生服専門店 お気軽にお越しください。 092-323-3300

㈱長田百貨店 紳士・婦人服・肌着など販売しています。 092-322-0368

呉服のオサダ 着物診断承ります。お気軽におこしやす!! 092-322-2201

オーダースーツ SHOP ビガット 商品券使用で５％ OFF 092-324-2777

ファッションハウスゆうき 婦人服化粧品靴バック小物雑貨何でも揃う店 092-323-5484

ファッションプラザ ロジェ インスタをご覧下さい！rogie_style 092-323-0220

㈱伊都プランニング 092-332-8883

志摩

イオン志摩　シューラルー トータルコーディネートご提案致します！ 092-330-5153

タツミヤ ミセスの婦人服、ゆったりサイズもあります 092-327-5323

ハニーズ志摩店 トレンドアイテムもリーズナブルプライス！ 092-327-5302

地球文化屋 可愛い雑貨にナチュラルな洋服のお店です。 092-327-5220

その他小売店

前原

Ａープライス前原店 お得なＡ－プライスアプリをご利用下さい。 092-321-3530

SIMCLEAR 商品券使用でエコバッグプレゼント 050-5360-9543

ろわぶー舎 年代とわず楽しんでいただけます 090-1365-3925

糸島 Sunショップ 厳選された糸島のお土産を沢山置いてます！ 090-3192-5533

リサイクルショップ　サイクル 買取・販売・珍品をお探しの方必見！！ 092-321-1001

スターカメラ 写真・カメラに関する事何でもご相談下さい！ 092-323-2526

伊都ライフケア 092-332-2945

大江進物店 商品券ご利用で商品１割引 092-322-3216

㈱紅屋 盆提灯と節句人形を取り扱っています。 092-322-2012

田中農機商会 実績と技術力でお客様の要望にお応えします 092-322-2854

サイクルベースあさひ糸島店 豊富な品揃えでお待ちしております。 092-321-3066
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

その他小売店

二丈
ジェムクラ よろしくお願いいたします 080-3680-4114

いきさん牧場 一貴山豚の商品を多数ご用意しております。 092-325-1488

美容室・理容室

前原

美容サロン 青樹・木と風 眉カット、サービス。新規の方２０％ OFF 092-332-2335

美容室　ポエジィー　井原店 商品券2枚以上使用でトリートメント無料 092-322-7177

美容室  LIFE カット２２００円　ご来店お待ちしております 092-324-1088

hair  LAIMU 抜毛・薄毛の悩みの解決が得意なお店です。 092-324-0313

ヘアーサロンオオバ リニューアルしましたので是非来て下さい 092-324-2139

美容室Leaf 092-323-3327

Hair Salon DOT　 髪のお悩みはドットまで！ 092-332-2575

アイラッシュ＆ヒーリングサロン　Lemuria マツエク＆パーマ～癒やしのヘッドスパまで 090-8396-4115

ヘアーサロン泉 商品券利用でポイント２倍 092-322-0604

hairplace　Shawty 男性も女性もご来店お待ちしております！ 092-323-2011

ビューティサロン木下 092-322-3147

LINDA前原店 アットホームなお店です！ 092-324-8180

美容室　ポエジィー　前原店 商品券2枚以上使用でトリートメント無料 092-323-3216

フィールヘアーデザイン こうなりたいを伝え易いサロンを目指します 092-321-0107

COCOIRU. 一緒に綺麗で艶々な髪とお肌になりましょう 080-5214-8262

ヘアースタジオハッピー 御来店お待ちしてます！ 092-323-5526

カットスタジアム　トミー 092-322-2078

美容室ぷれじーる キレイ・かわいいになりませんか 092-322-5400

資生堂　ミックヘア みなさまのご来店をお待ち致しております。 092-324-0721

理容室　髪人 ご来店お待ちしております。 092-323-2400

hair space Time　 美容の事お任せ下さい 092-323-3373

Beauty Salon Rion 商品券使用でプチスパをサービス☆ 092-338-8179

髪工房かいじま 092-323-4076

さわや館 清潔、丁寧、お待たせしないがモットーです 092-324-8880

シャロム美容室　南風台店 092-324-2700

美容室コア 商品券使用でポイント2倍プレゼント 092-323-3656

ドロワーオブヘア マンツーマンの完全プライベートサロンです 092-324-8365

志摩

松尾年行理容室 スポーツ刈り、アイパー専門店 092-328-2214

ヘアーサロンもとおか 092-328-2403

ヘアメイクPio ヘアカラーキャンペーン中　粗品プレゼント 092-328-1575

松尾理髪館 髪型ご相談ください 092-327-0181

二丈 ヘアサロン　よりみち 男性・女性カット、カラー、顔そり、エステ 092-338-8086
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

美容室・理容室

二丈

麦　Style 商品券2枚以上使用でトリートメント無料 092-325-2230

美容室　優 頭皮ケア無料診断しております 092-325-3515

カットショップ　ヤマサキ ｏｔｏｎａｒｉアプリも利用できます。 092-325-0238

Hair　Design　麦（むぎ） 商品券2枚以上使用でトリートメント無料 092-325-1677

クリーニング

前原

ハニー東京　マックスバリュ前原店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5261-7054

ハニー東京　荻の浦店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5267-4519

ハニー東京　ポルタ店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5040-3759

ハニー東京　前原本店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5663-1831

ハニーワンドリー　前原店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5267-2273

ハニー東京　マルショク南風店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5653-8394

ハニー東京　波多江店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-6929-9467

ハニー東京　工場店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5342-9476

志摩
ハニー東京　志摩店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 070-5348-3846

パンジークリーニング　イオン志摩店 安心・安全なクリーニングをお届けします。 092-327-5215

ガス

前原

㈲浦ガス ガスコンロ・給湯器ほか・配管工事 092-322-2644

㈱松浦商会 092-322-1106

㈲西川商店 ガス器具購入の際ご利用下さい 092-322-2620

二丈 ㈱那須商店 ガス器具使えます！ 092-325-0017

ガソリンスタンド

前原
㈲玄海砿油　有田給油所 洗車会員募集中です。 092-324-8449

JASS　本店給油所 商品券ご利用時間は午前9時から午後6時まで 092-322-2760

志摩

配送センター ご利用は配送センターでの給油のみです。 092-327-0444

JASS　アグリ給油所 商品券ご利用時間は午前９時から午後６時 092-327-0444

㈲大櫛石油店　志摩給油所 オイル交換、タイヤ交換も致します 092-328-2629

二丈 JASS　一貴山給油所 糸島では数少ない店員給油のお店です 092-325-3855

畳・襖・建具

前原

大町建具店 木製建具の製作・取付をしております。 092-322-1954

たたみ屋　はらだ 畳、襖、障子工事！！和紙取り扱ってます♪ 092-323-8151

幸田畳店 親切、丁寧に。金額等ご相談に応じます。 092-322-2691

かすがタタミ・フスマ店 創業100年を超える老舗工事店です 092-322-3773

建具屋すぎお 網戸はりかえ！一軒まるごと３万円！ 092-323-3245

木下建具店 見積無料お気軽にご相談下さい 092-322-3147

末増畳店 フローリング畳もできます。 092-323-1599
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

畳・襖・建具

前原 津上素心堂 襖・内装工事の事ならご相談ください。 092-322-0407

志摩

たたみの神田 畳の事ならおまかせ下さい。 092-327-2111

田中畳店 畳の事なら何でもご相談を。 092-327-0026

江川畳店 見積無料！！ 092-327-1166

二丈
篠原畳・襖店 見積無料！アミ戸の張替致します。 092-325-0113

行弘畳・襖店 １枚からOKです。お気軽にご相談ください 092-325-0141

造園工事

前原

アートグリーン　緑化センター 庭のリフォーム等商品券使用で５％ OFF 092-324-3320

㈱ヤマダグリーン匠 新築外構リフォーム工事等お気軽に御連絡。 0120-391-284

伐採屋　コーリン 木一本からでも伐採いたします 080-3983-5500

志摩
寺山造園 インスタグラム：terayamazoen 092-328-2300

㈱旭造園 見積無料お気軽にご相談ください 092-332-7528

二丈 桜井造園 雑草にお困りの方、ご相談ください。 092-325-0111

建設・住宅リフォーム、設備関連

前原

㈱IKJ 見積り無料お気軽にご相談ください 092-866-8100

OUR　TIME㈱ エアコン工事も受付ます 090-1345-2825

㈲後藤陶業 お気軽に御相談下さい。 092-322-7206

㈱雅住建　糸島支店 プチリフォームからご対応致します。 092-323-1084

㈱稗田設備工業 水廻りのお悩み、リフォームはご相談下さい 092-322-2779

㈱山下工務店 小さなことでもお気軽にご相談ください 092-322-1882

ホームズ 敷地内にあるもの全てのご相談受付けます！ 092-321-1940

ハタエ水資源㈲ 井戸水の事なら、当社にご相談ください。 092-322-5651

重松住宅機器サービス 修理からリフォームまで相談・見積無料！ 092-323-0576

熊澤建設㈱ 見積無料お気軽にご相談ください 092-331-5011

㈱夢工防 見積無料お気軽にご相談ください 092-332-9715

吉岡製作所 全額商品券使用での高圧ホース製作１０％引 092-322-3763

㈱朝日商会 水回りのＤＩＹ等、お気軽にご相談ください 092-322-4791

半田アルミ工業 窓、エクステリアお気軽にご相談ください 090-8767-7056

㈱山﨑設備工業 092-322-9284

佐藤建設 住まいの事なら何でもご相談ください 090-7988-0154

片山設備 092-324-0198

建秀ブロック㈱ 各種ブロックの製造から責任施工まで 092-322-3502

㈲椎葉商会 見積無料お気軽にご相談ください 092-322-4495

㈱伊都住建 住宅リフォーム、お気軽にご相談ください 092-323-1992

宮本建設 新築もリフォームもご相談下さい。 092-322-0777
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

建設・住宅リフォーム、設備関連

前原

中村タイル工業 技術サポートしています。ご相談ください。 092-322-1856

松吉建設㈱ リフォームから新築まで何でもご相談下さい 092-323-3960

三兄建設 お気軽にお声かけください。 092-324-1080

㈱糸島住設 水まわりの改修には、住宅改修給付金制度有 092-322-3741

㈲三﨑バーナー商会 見積無料お気軽にご相談ください 092-322-2388

夢ホーム㈱溝口製材所 住まいのかけこみ処。お気軽に御相談下さい 092-322-2126

安部ガラス店 092-322-2184

やまさき建装㈱ お見積り無料です。お気軽にご相談ください 092-321-3315

㈱TANAKA HOME タナカホーム 御見積無料お気軽に御相談ください。 092-321-2737

㈱へいせい お家に関することならお気軽にへいせいへ♪ 092-324-1111

小池住宅産業㈱ 快適な住まいを提案します。見積無料！ 092-322-1822

㈱舘ホームサービス 建築リフォームの相談何でもご相談を！ 092-323-3537

怡土苑総合設計事務所 お気軽にご相談ください。見積り無料です。 092-324-1622

N’s　WORKS　　 外壁塗装見積無料　大切な財産お守りします 092-321-2110

㈲末永工務店 見積無料　お気軽にご相談ください 092-322-5655

徳永工務店 住宅の新築、リフォームご相談下さい 092-322-9496

蔵持工業 外構・左官工事などお気軽にご相談ください 092-323-6201

㈱保利建設社 家の事なら何でもお気軽にご相談下さい。 092-322-4779

㈲冨岡木材店 お見積等お気軽にご相談下さい。 092-322-2044

㈱冨岡ガラス店 アルミ・サッシ・エクステリア・シャッター 092-323-4134

Ouchi工房　伊都かなざわや 小さな修理～大きな工事迄何でも相談下さい 0120-89-0170

岡﨑建設 092-322-1208

インテリア　アス 080-9240-4314

㈱髙木建設 車庫・庭他外構工事等お気軽にご相談ください 092-323-5236

㈱大松産業 家の事なら何でもご相談ください解決します 092-329-1010

有田泰和建設 092-323-0904

馬場建築施工 080-6414-5133

㈱佐子電工サービス 困った時、何でも相談して下さい。 092-324-9172

林板金事業所 092-322-1998

関工務店 見積無料お気軽にご相談下さい 092-324-7939

㈲ミネヒロ塗装 092-324-0212

白水ペイント 住宅リフォーム見積もり無料！！ 092-332-7988

和田内装工事 お気軽にお電話下さい。 092-324-1459

志摩
畠中技工 伝統工法から最新工法まで 090-3196-8003

㈱西工務店 お住まいの事なら何でもご相談下さい 092-327-0087



21

地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

建設・住宅リフォーム、設備関連

志摩

西嶋商店 お気軽にお問い合わせください。 092-327-0022

松尾建設 見積無料家のことなら何でもご相談ください 092-328-1146

岡﨑建設 気軽にご相談下さい。 092-327-2668

㈱HANABUSA まごころで皆様のお手伝を致します。 092-332-8726

大江建設 お気軽にご相談下さい 092-328-0834

エヌケイ住宅㈱ 見積無料！なんでもご相談ください 092-327-5821

でんきのまつお お客様のお困りごと解決します。 090-5281-8111

ながおさ瓦店 屋根のお悩み解決します！お見積無料です。 080-1720-6412

㈲アールピーエム空調設備 エアコンの事ならご相談下さい。 092-332-9986

山本建設 092-328-2589

二丈

藤原建設 この機会に家の修理などはいかがでしょうか 092-326-6536

㈱関製材所 新築リフォーム不動産のご用命は当社へ 092-326-5334

㈱藤栄建設 お気軽にご相談ください 092-325-0129

竹内ガラス店 ガラス、サッシの事ならなんでも当店へ 092-325-0191

㈲河上設備 小さな修理からお使いいただけます 092-325-0352

永田製材所 どなたでも木材買いに来てくださいね。 092-325-0073

農建産業㈱ 創業３８年、農業資材からリフォームまで 092-323-3801

㈱水栄設備 見積無料お気軽にご相談ください 092-325-9700

アンドハート 店舗のデザイン設計はお任せください 092-325-3822

吉村塗装 090-3322-5512

満生襖内装店 お気軽にご相談下さい 090-1197-5005

学習塾・教室

前原

いとのもりのおうち 教室（洋裁・お菓子）、雑貨・野菜販売 090-5381-5266

糸島美咲塾 商品券の利用で、ご入塾時の月謝が無料！ 092-338-8012

くもん式高田教室 お気軽にお問い合わせ下さい 080-4317-5400

ｅー春風塾 最先端のプログラミング学習をこの機会に！ 080-1323-0269

進学塾　学び舎 ご使用の際は、お気軽にお申し出ください！ 092-335-3654

志摩
アクションパラグライダースクール 商品券でパラグライダー体験しませんか 090-5082-2202

みつばちおうちえん 3歳から園児・保育スタッフ大募集中です。 090-6004-7038

二丈
まんまるくらし園 保育料でもご利用できます。 090-9472-8911

NPO法人　産の森学舎 商品券でのご寄付もお受けしております。 090-9954-2587

美容・健康・温浴施設・整骨院

前原

福豊 頭皮の悩み相談。糸島育ちのドレッシング！ 070-4445-1319

糸島健康ダイエット 健康的に痩せるダイエット教室開催中！ 092-334-1741

癒し手　もんじゃる 健やかな暮らしを応援します♪ 092-332-2340
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

美容・健康・温浴施設・整骨院

前原

脱毛サロン　ＭＹＯＮ 全身脱毛１回10,000円 092-324-1088

beauty  salon La beaut'e  ハーブピーリング 肌再生改善専門サロン

CPサロン　Ange お肌でお悩みならぜひサロンへいらして下さい 092-324-1161

リラクゼーションサロン　いとゆらり 商品券４枚使用で５分施術サービスします。 090-9483-0212

㈱ナガセビューティケァ　糸島サロン 美と健康のお手伝いをお気軽にご相談下さい 092-322-1701

治療室ふくろう。 身体の姿勢でお悩みの方ご相談ください 092-332-1002

ありむら整骨院 最高の治療と最高のコーヒー。 092-332-8274

キングス　ジム ダイエット体力作り等楽しく行えます。 092-334-1767

ほぐしのまるリラ おきらくにおこしください。お願いします。 092-329-0303

むらかわ整骨院 お身体のご相談をお受けします。 092-334-1741

Fukuoka 加圧 STUDIO-α 生活に運動を取り入れて健康に！ 092-331-8011

いとしま整体処　凪 どんな痛みも楽にします。 080-4166-7234

糸島いしい整骨院 お体の痛み、お気軽にご相談ください 092-335-3470

CPサロン　Shin 新規ご入会の方にお得な特典あり。 092-322-2254

㈱アスリートスタイル ボディメイクをフルサポート致します 092-332-2919

CPサロン　未来 マスクによる肌トラブルお任せ下さい。 092-324-0559

ありあり整骨院　整体院 整体メニューにてご利用いただけます。 092-321-1055

ビューティーサロン樹・樹 ネイル　マツエク　まつ毛カール　リンパ　モイスティーヌ 092-321-2210

ＣＰサロン　Varnish 商品券使用でミニミニクレンジング１個進呈 092-322-9576

ワン・ツウ・スポーツクラブ中央 フィットネス・スイミングスクール 092-323-1212

武蔵鍼灸整骨院南風台 商品券の利用で矯正などの回数券が５％引き 092-332-8634

伊都整骨院 身体のご相談お任せ下さい 092-332-8884

元気くらぶ　伊都の湯どころ 心も体も当館でリフレッシュ！！ 092-331-1000

糸島マラウェイ整体院 あなたの腰痛を根本から改善します！ 070-1254-7433

安徳鍼灸院 自然治癒力を最大限引き出すお手伝をします 090-7161-1791

エナジーテラピー専門店RaySoelte お肌と体のメンテナンスはお任せ下さい！ 090-7267-7280

志摩

精華智能氣功学院 眼圧を下げたい方は当院へ商品券使用で5%off 090-7542-9801

ＣＰサロン　プラージュ お肌のお悩み相談、化粧の相談受付中 092-327-2487

整骨院悠々 自費施術にご使用ください。 092-327-5248

ぐっさん整骨院 健康に関する悩みをお気軽にご相談下さい 070-1189-3966

二丈

まむしの湯 入浴・お食事・売店にご利用できます。 092-329-3003

いとしま整骨院 商品券歓迎！！まとめて支払いも可能です。 092-338-8016

鍼灸しずいろ 女性専用（肩腰頭痛・妊活・更年期など） 092-338-9279

自動車・バイク

前原 イエローハット　前原店 タイヤ買うならイエローハット！！ 092-324-4041
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

自動車・バイク

前原

㈲新生モータース お見積無料。お気軽にご来店下さい。 092-323-6300

㈱山尾モータース 車検・整備・販売承ります。 092-322-2366

山下自動車 信頼の技術とサービスでお待ちしてます。 092-323-0031

オートサービス計盛 自動車のことは何でもご相談ください。 092-323-2430

西南自動車工業㈱　前原工場 車検・点検・お車の修理の事なら当社迄！ 092-324-0345

松本自動車 オイルのメンテナンスお任せください！ 092-322-4675

中園自動車整備工場 車の事なら中園自動車にお任せ下さい！ 092-322-3056

㈱髙城自動車 商品券使用で５％ OFF見積無料代車無料！ 092-322-2953

小西自動車鈑金塗装 車の事なら何でもご相談下さい。 092-323-0103

藤田タイヤサービス タイヤ無料点検実施中！！ 092-323-0231

ITO株式会社 商品券使用で千円分のクーポンプレゼント！ 092-332-0848

古川サイクル 電動自転車・家のカギなどご相談ください。 092-322-4635

前原自動車 092-322-1272

福井モータース㈱ 車のお悩み、ご相談はお気軽に当社まで。 092-322-1501

モトガレージ　プライム オートバイの事なら、なんでもご相談下さい 092-332-8399

ALL CARS N 車のことならなんでもご相談下さい 092-322-3127

井手モータース 車の販売・車検整備等何でもご相談下さい。 092-322-2403

河原自動車 092-322-7027

谷口自動車 092-322-5810

Fan Motor 商品券使用でオイル交換１０％割引 090-4482-4521

坂本モータース チケット使用で工賃１０％引き 092-322-3296

荒崎BPワークス 車の板金塗装専門店です。見積無料です。 092-332-0013

N’Sカーショップ 車の事なら何でもご相談ください。 092-324-7157

㈱楢﨑自動車 民間車検工場です。お車のご相談は当店へ！ 092-322-2917

高鍋自動車 １級整備士におまかせ下さい 092-322-7443

TS PLATINUM 車の事ならお任せください！！高価買取中！ 092-329-6570

九州オートサービス 092-324-4047

Ｕ・Ｓ自動車 車のことならお気軽にご相談下さい。 092-323-2429

ミスタータイヤマン前原店 タイヤ交換はおまかせお気軽にご来店下さい 090-322-2050

有田自動車整備販売 092-327-0244

志摩

ペイント中村 092-327-2237

ピット・スタッフ 商品券でお得生活！車検に使うとお得です 092-321-6820

引津自動車整備工場 大切な車だから心を込めて整備します 092-328-1231

株式会社ガレージフジノ 車のことならおまかせください 092-327-4747

ぴたっと車検センター お客様のご予算に応じたご提案を致します。 092-327-2299
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地区 事業所名 ひと言PR 電話番号

自動車・バイク

志摩

中村自動車販売 092-327-2323

志摩モータース お見積りなど、お気軽にご相談ください。 092-327-0011

ポリマーシーク・サービス PIT IN ボディコーティング、フィルム施行は当店へ 090-8228-1444

㈱三坂自動車 商品券・ペイペイ支払いOKです。 092-328-2211

株式会社　イシシ 旧石志自動車整備工場 092-327-1961

㈱KURUMAYA 車の事なら何でもご相談下さい‼ 092-327-2777

タイヤセンター　ナカニシ タイヤのことならお任せ下さい！ 092-327-4067

二丈

カーペインター ワイルド・サム 092-325-3630

㈲高田自動車整備工業 車の事は何でもご相談して下さい。 092-325-0285

カーメンテナンスエイチツー 092-325-2323

いきさん自動車 おまちしております。 092-325-0858

オートサービス友 お気軽に連絡下さい。 092-325-3588

IT関連

前原

糸島企画 糸島企画ＩＴお助け隊にぜひご相談ください 070-8398-6248

㈱ユアシス 「ホームページ制作糸島市」で検索してください 092-321-2386

ネットファン パソコンのお困りごとを迅速に解決します 090-4349-9604

二丈 ㈲メディコン ホームページ制作の実績多数あります。 050-5316-4792

不動産

前原 吉住開発 賃貸・売買仲介手数料に使用できます。 092-323-4672

志摩 坂本産業不動産部 仲介手数料のみの使用可 092-327-0031

税理士・行政書士・司法書士・その他士業

前原

行政書士　住吉健一事務所 無料相談実施中！ 0120-411-513

井上明彦税理士事務所 税金、相続や贈与のお悩みは相談下さい。 092-332-8808

やなぎ司法書士事務所 相続・遺言・成年後見等お気軽に相談下さい 092-321-1331

行政書士　大野事務所 お気軽にお問い合わせ下さい 092-321-1250

池田清勇税理士事務所 よろしくお願い致します。 092-334-2106

二丈 稲葉和彦税理士・社労士事務所 税金のことならなんでもご相談下さい。 092-334-1077

その他

前原

㈲三和 092-323-5495

前原相互印刷㈱ 小ロットから大量ロットまで『真心』こめて 092-322-3445

㈱糸島環境開発 092-322-1411

㈱トータルサポートオーク 皆様の生活をトータル的にサポート致します 092-323-4367

(社)糸島市シルバー人材センター 丁寧な仕事で喜ばれています 092-322-5111

昭和タクシー 信頼と実績、安心・安全のサービス 0120-408-365
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その他

前原

サインシステム　ササキ 080-9064-9382

発達支援ほほえみ 子どもの発達学習運動等お悩みを解決します 080-5243-8873

㈱冨澤金物店 金物のご用命は当店に 092-322-3456

一般社団法人　糸島市観光協会 オリジナル商品糸島カキめんべい好評発売中 092-322-2098

古川写真館 商品券ご利用で証明写真割引あり 092-322-2287

ＪＡ糸島　経済部　生活燃料課 092-322-5914

㈱重富印刷 店頭にて商品券使用の方に粗品プレゼント 092-322-0191

㈱環境技研 収集料金などのお支払いにご利用ください 092-322-1737

㈱髙江美装 室内やエアコン清掃など受け付中！見積無料 080-5202-1141

㈲亜細亜タクシー 早くて安心 092-322-4677

志摩
(社)糸島市シルバー人材センター 志摩出張所 丁寧な仕事で喜ばれています 092-327-4182

進藤商会 砂・砂利・真砂土、御売！！ 092-327-1036

二丈 (社)糸島市シルバー人材センター 二丈出張所 丁寧な仕事で喜ばれています 092-325-2898



TEL :092-322-3535
平日8:30～ 17:15( 土日祝除く )
土・日・祝日・お盆休み（令和4年8月15日）
年末年始（令和4年12月 29日から令和5年1月3日まで）を除く

加盟店舗最新版は
プレミアム付商品券専用ホームページ

をご参照ください

https://premium.ishokokai.net/

加盟店舗は、随時募集しています。
最新版の加盟店舗一覧は
プレミアム付商品券専用の

ホームページをご確認ください。

E-mail : itoshima@shokokai.ne.jp

お問い合わせ


