
分類 地域 名称 電話番号 事業所住所
食事処・レストラン 前原 小富士 322-2529 糸島市前原中央3-1-15
食事処・レストラン 前原 MiNo田゛ 322-5051 糸島市高田2-1-20
食事処・レストラン 前原 Trattoria＆PizzaBanzo 323-2272 糸島市南風台8-1-12
食事処・レストラン 前原 グリル　三幸 322-0347 糸島市前原北1-1-2
食事処・レストラン 前原 ゲストハウス　Sankai　伊都ハウス 332-8160 糸島市南風台8-3-7
食事処・レストラン 前原 とうふ家　酒瀬川 332-9541 糸島市南風台8丁目4-7
食事処・レストラン 前原 とんかつ浜勝　福岡前原店 321-1288 糸島市浦志66
食事処・レストラン 前原 マザーズキッチン　きっさこ 332-9606 糸島市前原東1-5-1
食事処・レストラン 前原 まんまる食堂 329-0077 糸島市前原中央3丁目16-18
食事処・レストラン 前原 レストラン　ITOSHIMA 323-1593 糸島市泊647-2
食事処・レストラン 前原 角屋食堂 322-2214 糸島市前原中央3-20-1
食事処・レストラン 前原 割烹　山水 322-2115 糸島市前原中央3-2-31
食事処・レストラン 前原 糸島うなぎ屋 323-6345 糸島市浦志2-21-11
食事処・レストラン 前原 旬菜工房　きらら庵 325-1615 糸島市二丈深江598-1　きららの湯内
食事処・レストラン 前原 小麦屋　GIOGIO 322-3339 糸島市前原駅南1-22-31
食事処・レストラン 前原 食彩庵　ざ魚 323-5511 糸島市前原西1-6-3
食事処・レストラン 前原 新喜楽 323-1713 糸島市三坂342-6
食事処・レストラン 前原 美咲亭 321-1039 糸島市荻浦495-2
食事処・レストラン 前原 本場インド料理　サフラン 322-0455 糸島市神在1301-1
食事処・レストラン 前原 味処まさ 323-5514 糸島市前原東3-9-1
食事処・レストラン 前原 ㈲割烹　丸一 322-2613 糸島市前原中央3-1-27
食事処・レストラン 前原 鮨割烹　ふるかわ 322-2878 糸島市前原北2-10-23
食事処・レストラン 前原 ㈲プティ－ル倶楽部伊都国 331-2220 糸島市浦志366-2
食事処・レストラン 志摩 うなぎ初 327-3090 糸島市志摩初１７－１
食事処・レストラン 志摩 グラン　デリ 328-2400 糸島市志摩久家１７０１－２
食事処・レストラン 志摩 グローウェルカフェ 327-1858 糸島市志摩稲留5
食事処・レストラン 志摩 しまうま 327-2941 糸島市志摩初１番地
食事処・レストラン 志摩 てら崎 327-2455 糸島市志摩野北2633
食事処・レストラン 志摩 べんてん 331-7333 糸島市志摩松隈１６－１
食事処・レストラン 志摩 レストラン志摩 328-1121 糸島市志摩芥屋４６７
食事処・レストラン 志摩 海の家　朝日屋 328-3017 糸島市志摩芥屋８９５
食事処・レストラン 志摩 ㈱いとしのいとしま 327-4033 糸島市志摩津和崎33-1
食事処・レストラン 志摩 御飯屋　おはな 327-1117 糸島市志摩野北２４６１－２
食事処・レストラン 志摩 四季百膳　ほもり 327-0038 糸島市志摩桜井２４３１－１
食事処・レストラン 志摩 雛游庵 327-2166 糸島市志摩津和崎１３１－３
食事処・レストラン 志摩 太郎茶屋　鎌倉　糸島店 327-1722 糸島市志摩吉田１６４０
食事処・レストラン 志摩 味処どんどん 328-0669 糸島市志摩小富士２５２８－２
食事処・レストラン 志摩 立石 328-2519 糸島市志摩芥屋９０８
食事処・レストラン 志摩 料亭ふる里 328-2635 糸島市志摩新町２１－１
食事処・レストラン 志摩 ベーカリーレストランCURRENT 330-5789 糸島市志摩野北2290
食事処・レストラン 二丈 ウッチーノ食堂 325-0796 糸島市二丈深江５６８
食事処・レストラン 二丈 創作カレー　スプーンソング 325-2569 糸島市二丈松末1253-2
食事処・レストラン 二丈 網焼きダイニング　はな鳥 326-5101 糸島市二丈吉井3117-2
食事処・レストラン 西区 食事処きし活 806-7724 福岡市西区太郎丸1-3-19

旅館 志摩 なぎさ 328-2047 糸島市志摩芥屋８６５
旅館 志摩 みどり松旅館 328-2021 糸島市志摩芥屋８９８－１
旅館 志摩 玄洋館 328-2336 糸島市志摩芥屋８７７－７
旅館 志摩 朝日屋 328-2634 糸島市志摩芥屋８７４－３
旅館 志摩 天神堀 328-1171 糸島市志摩芥屋９１８
旅館 志摩 梅屋　旅館 328-2331 糸島市志摩芥屋８７４－１
旅館 志摩 ㈲磯の屋 328-2056 糸島市志摩芥屋６７７－５
旅館 志摩 ㈲芥屋倶楽部　筑前海 328-2301 糸島市志摩芥屋８９０
旅館 志摩 ㈲初音旅館 328-2038 糸島市志摩新町４７６－１
旅館 二丈 ㈲喜八荘 326-5011 糸島市二丈吉井3504-1

うどん・そば 前原 ひなたうどん 323-8957 糸島市高祖283
うどん・そば 前原 ㈱釜揚げ牧のうどん 322-6111 糸島市神在1010
うどん・そば 前原 椚のそば屋 323-8133 糸島市高祖303-3
うどん・そば 志摩 そばきり　桜花 327-3444 糸島市志摩桜井５４７８

すし 前原 すし勝 324-2806 糸島市前原中央3-2-1
すし 前原 すし和 322-0650 糸島市波多江駅南1-9-10
すし 前原 一慶寿し 324-1861 糸島市神在1350-2　
すし 前原 ㈱味楽寿司　　　 322-2238 糸島市加布里43-2
すし 前原 侍寿し 322-3305 糸島市前原西1-6-18
すし 前原 大磯寿司 322-2380 糸島市前原中央3-17-5
すし 志摩 にし川 328-2322 糸島市志摩御床２１６２－３７
すし 志摩 海扇寿し 327-2266 糸島市志摩初４６－１
すし 志摩 朝日寿司 328-0555 糸島市志摩芥屋８９３－３
すし 二丈 すし廣 325-1890 糸島市二丈深江1807-6
中華 前原 中華こうよう 324-3033 糸島市前原中央2-10-55－１F
中華 前原 龍上 323-3316 糸島市前原中央1-2-11
中華 前原 餃子の味楽 322-6667 糸島市前原中央2-10-30

ラーメン 前原 ラーメン笑喜屋 322-9700 糸島市高田5-24-8
ラーメン 前原 元祖ラ－メン 322-2993 糸島市浦志2-14-10
ラーメン 前原 糸島ラーメンゆうゆう 332-8816 糸島市前原中央３－２０－１９
ラーメン 志摩 億万両　 327-3384 糸島市志摩津和崎313-16
ラーメン 二丈 長浜ラーメン 326-5378 糸島市二丈福井2460-1

糸島市商工会商品券　使えるお店・事業所一覧表　(平成２８年８月末現在）
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喫茶・カフェ 前原 カフェReiki 323-4321 糸島市前原駅南2-10-7
喫茶・カフェ 前原 ジャムCafe可鈴 322-5695 糸島市加布里63-74
喫茶・カフェ 前原 喫茶Santos 323-4640 糸島市浦志2-1-30
喫茶・カフェ 志摩 Petani coffee 332-8454 糸島市志摩初47-1
喫茶・カフェ 志摩 カフェ　アルカネット 327-5353 糸島市志摩師吉８－３４
喫茶・カフェ 志摩 コーヒハウスアクアマリン 328-3434 糸島市志摩久家2779

焼肉 前原 焼肉・韓国料理　鳥飛里 322-1609 糸島市前原中央2-3-59
焼肉 前原 焼肉はなふさ 323-1087 糸島市前原中央3-8-28
焼肉 志摩 勢龍 328-1919 糸島市志摩小富士９６１－６

居酒屋・焼鳥 前原 やきとり味源 323-5959 糸島市井田513-7
居酒屋・焼鳥 前原 韓国風居酒屋　漢江 324-3901 糸島市前原中央3-20-20
居酒屋・焼鳥 前原 居ざけ家BamBoo 323-2234 糸島市前原中央3-20-50-1
居酒屋・焼鳥 前原 五右エ門 324-6808 糸島市前原中央2-1-14
居酒屋・焼鳥 前原 四季旬彩居魚家まつげん 321-0460 糸島市前原駅南2-1-1
居酒屋・焼鳥 前原 旨味屋とんとん 322-1002 糸島市前原中央２丁目10-28
居酒屋・焼鳥 前原 焼き鳥魁 322-2107 糸島市前原東1-1-1
居酒屋・焼鳥 前原 赤ひげ　高田店、前原店 323-6325 糸島市高田1-6-27
居酒屋・焼鳥 前原 天ぷら居酒屋　中々家 324-7252 糸島市前原西1-7-29
居酒屋・焼鳥 前原 天橋天 322-2359 糸島市前原北1-2-7
居酒屋・焼鳥 前原 炉端焼鳥　無吉鳥 321-2218 糸島市前原中央2-3-51
居酒屋・焼鳥 志摩 居酒屋  鷹将 327-2211 糸島市志摩師吉１０－１
居酒屋・焼鳥 志摩 梁山泊 327-2320 糸島市志摩桜井５４７８
スナック・バー 前原 スナックえみ 323-1622 糸島市前原中央2-5-14
スナック・バー 前原 スナック志麻 322-2251 糸島市前原中央2-3-3
スナック・バー 前原 エンジェルハート 324-7771 糸島市前原中央2-3-48小関ビル1F

産直市場・直売所 前原 JA糸島　産直市場　伊都菜彩 324-3131 糸島市波多江567-1
産直市場・直売所 前原 伊都安蔵里 322-2222 糸島市川付882
産直市場・直売所 前原 ねぎぼうず 324-8050 糸島市飯原1675-1
産直市場・直売所 志摩 ファームハウス 327-3505 糸島市志摩桜井５４５６
産直市場・直売所 志摩 ㈱ＪＦ糸島　志摩の四季 327-4033 糸島市志摩津和崎33-1
産直市場・直売所 志摩 ㈲緑の農園 327-2540 糸島市志摩桜井4767
産直市場・直売所 二丈 ㈲福ふくの里 326-6886 糸島市二丈福井6333

スーパー・ホームセンター 前原 Aコープ前原駅南店（JAポルタ） 322-2861 糸島市前原駅南2-2-1
スーパー・ホームセンター 前原 グッデイ　加布里店 322-2511 糸島市神在1389-1
スーパー・ホームセンター 前原 グッデイ　周船寺店 322-9422 糸島市高田4-16-1
スーパー・ホームセンター 前原 岩田屋　前原サロン 323-5121 糸島市浦志1-1-1
スーパー・ホームセンター 前原 ㈱マルコ－ 322-2409 糸島市波多江駅北1-4-8
スーパー・ホームセンター 志摩 JA糸島　アグリ店舗 327-2740 糸島市志摩小富士14-34
スーパー・ホームセンター 志摩 イオンスーパーセンター志摩店 330-5020 糸島市志摩津和崎29-1
スーパー・ホームセンター 志摩 Aコープ志摩店 327-0049 糸島市志摩初192-1

コンビニエンスストア 前原 セブンイレブン　前原上町中央店 322-2263 糸島市前原中央1-1-21
コンビニエンスストア 前原 ポプラ　南風台店 321-4082 糸島市南風台7-1-2
コンビニエンスストア 前原 有田屋 322-3054 糸島市有田580-1
コンビニエンスストア 志摩 コンビニエンスストアー中村屋 328-2841 糸島市志摩久家２４７２－3
コンビニエンスストア 志摩 セブンイレブン　志摩井田原店 327-0458 糸島市志摩井田原５５－１４

JA各支店（※麺・ジュースに限る） 前原 JA糸島　加布里支店 322-2950 糸島市神在505-7
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 前原 JA糸島　前原支店 322-2266 糸島市前原東2-7-1
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 前原 JA糸島　波多江支店 322-2601 糸島市波多江駅北4-3-11
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 前原 JA糸島　雷山支店 322-3134 糸島市蔵持719-1
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 前原 JA糸島　怡土支店 323-8211 糸島市大門68-1
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 志摩 JA糸島　引津支店 327-2800 糸島市志摩小富士14-34　営農総合センター内
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 志摩 JA糸島　志摩支店 327-0215 糸島市志摩初223-1
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 二丈 JA糸島　西部支店 325-0231 糸島市二丈石崎19-2
JA各支店（※麺・ジュースに限る） 二丈 JA糸島　福吉支店 326-5311 糸島市二丈吉井4086-1

米穀店 前原 吉住米穀店 322-0211 糸島市高田4-15-1
米穀店 前原 吉積米穀店 322-2472 糸島市前原中央1-5-3
米穀店 前原 三島商店 322-2053 糸島市前原中央3-19-40
米穀店 前原 松尾商店 322-2720 糸島市加布里967　
米穀店 前原 西嶋米穀店 323-0883 糸島市加布里568
米穀店 前原 楢﨑米穀店 322-2305 糸島市前原西4-6-21
米穀店 二丈 納富米穀店 325-0016 糸島市二丈深江903

野菜・果物 前原 マルヒデ青果 323-2660 糸島市前原中央2-7-14
野菜・果物 前原 吉田フル－ツ 322-1000 糸島市前原中央3-1-15
野菜・果物 前原 川﨑青果 321-0407 糸島市荻浦597-5
野菜・果物 志摩 日高商店 328-2772 糸島市志摩岐志１－４

精肉・食肉加工食品 前原 肉の吉永 324-0579 糸島市前原中央3-1-15
精肉・食肉加工食品 前原 ㈱トラヤ・ミート・センター 323-8031 糸島市末永418-8
精肉・食肉加工食品 志摩 志摩スモークハウス 327-3451 糸島市志摩初４３－７
精肉・食肉加工食品 二丈 浮嶽くじら処理加工組合 326-6255 糸島市二丈吉井834-3
精肉・食肉加工食品 二丈 ㈲いきさん牧場 325-1488 糸島市二丈上深江126
鮮魚・水産加工食品 前原 ㈱やますえ 321-0123 糸島市多久523-1
鮮魚・水産加工食品 前原 吉村乾物店 322-1711 糸島市前原中央3-5-34
鮮魚・水産加工食品 前原 相田鮮魚店 323-2200 糸島市波多江駅北2-3-8
鮮魚・水産加工食品 前原 村島蒲鉾店 322-2010 糸島市前原中央2-7-15
鮮魚・水産加工食品 前原 ㈲博多海苔 321-2700 糸島市前原西1-7-20
鮮魚・水産加工食品 前原 ㈱ふくや　前原店 322-6550 糸島市前原東2-11-28
鮮魚・水産加工食品 志摩 やま一鮮魚店 328-2107 糸島市志摩新町４９７
鮮魚・水産加工食品 志摩 中田鮮魚店 328-2048 糸島市志摩船越４３－２０
鮮魚・水産加工食品 二丈 日本鮮食㈱ 325-1278 糸島市二丈深江2142-3
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酒・醤油 前原 おおがみ酒店 322-9467 糸島市新田1073-3
酒・醤油 前原 ひさや商店 322-2704 糸島市加布里944
酒・醤油 前原 持田酒店 322-2124 糸島市前原中央1-5-40
酒・醤油 前原 酒屋いとう 323-4841 糸島市篠原西1-9-6
酒・醤油 前原 水崎酒店 323-3002 糸島市前原西5-9-33
酒・醤油 前原 西原酒店 322-2282 糸島市前原中央2-3-32
酒・醤油 前原 ㈲カノオ醤油味噌醸造元 322-2710 糸島市加布里909
酒・醤油 前原 ㈲　白糸酒造 322-2901 糸島市本1986
酒・醤油 前原 ㈱　蔵屋 322-2881 糸島市浦志1-7-5
酒・醤油 前原 江川酒販㈲ 322-2634 糸島市前原中央3-17-8
酒・醤油 前原 ㈲川久保酒店　 330-8001 糸島市南風台8-3-3
酒・醤油 志摩 酒みせ　ちきゅう屋 330-5630 糸島市志摩小金丸２１０５－１
酒・醤油 志摩 楢崎酒店 328-2041 糸島市志摩新町４３４
酒・醤油 志摩 ㈲北伊醤油 328-2204 糸島市志摩船越８４
酒・醤油 二丈 Ｙショップ二丈町店 淀川酒店 325-0737 糸島市二丈深江1775-5
酒・醤油 二丈 ㈲ミツル醤油醸造元 325-0026 糸島市二丈深江925-2

惣菜・漬物 前原 SEISUI 335-3302 糸島市加布里1013-1
惣菜・漬物 前原 ピザポケット　前原店 324-4455 糸島市荻浦580-1
惣菜・漬物 前原 ミートDELICA　クローバー 321-0116 糸島市前原東3-8-23友池ビル
惣菜・漬物 前原 糸島からあげ大地 324-5400 糸島市波多江631-1
惣菜・漬物 前原 若林商店 322-5128 糸島市高田4-6-21
惣菜・漬物 前原 中山食品 332-3939 糸島市前原西2-2-6
惣菜・漬物 志摩 ㈱玉広食品 327-2143 糸島市志摩井田原55-6
惣菜・漬物 二丈 伊都ホットサンド笑顔 325-1125 糸島市二丈深江514-10
惣菜・漬物 市外2 谷口商店 410-7892 糟屋郡粕屋町江辻1105-2

パン 前原 ＢＡＫＥＲＹ　ＨＡＲＥ 321-2839 糸島市前原北4-8-14
パン 前原 石窯パン工房　童夢の森 330-7130 糸島市浦志3-3-3
パン 前原 天然パン工房楽楽 323-4499 糸島市浦志1-12-14
パン 志摩 パン工房　つばさ 328-2705 糸島市志摩岐志７１２－１
パン 志摩 フレッシュベ－カリ－麦パン 327-3292 糸島市志摩小金丸１５６１－４
パン 志摩 天然酵母パン工房　イチマル 328-0117 糸島市志摩御床１８１４－１
パン 二丈 ベーカリークラウド 329-2333 糸島市二丈深江2055-7

和・洋菓子 前原 ケーキショップ　T.stern 324-1612 糸島市荻浦594-1大原店舗1F
和・洋菓子 前原 パティスリー　グリュック 323-1660 糸島市前原西5-9-33
和・洋菓子 前原 ㈱さかえ屋　前原店 324-5370 福岡市西区今宿町１２８－８
和・洋菓子 前原 後藤屋 323-8595 糸島市井原1097-6
和・洋菓子 前原 日髙製菓　加布羅饅頭店 322-4401 糸島市新田1073-1
和・洋菓子 前原 ㈲ケ－キハウストミタ 324-4118 糸島市波多江駅南2-1-10
和・洋菓子 前原 ㈲シャトーハギワラ 323-5736 糸島市前原中央1-5-11
和・洋菓子 前原 ㈲菓舗そのだ 322-1178 糸島市南風台8-4-1
和・洋菓子 志摩 甘いさくらんぼ 328-3600 糸島市志摩御床2238-1
和・洋菓子 二丈 糸島だんご本舗 331-6965 糸島市二丈武499
和・洋菓子 二丈 笑顔R202 325-1125 糸島市二丈深江514-10
和・洋菓子 二丈 大楠 325-3539 糸島市二丈福井413-11
茶・たばこ 前原 ㈱お茶の山口園 322-2257 糸島市前原東3-11-1
茶・たばこ 志摩 山内商店 328-2224 糸島市志摩船越６４
電化製品 前原 ㈲南松堂 322-3551 糸島市前原中央3-18-25
電化製品 前原 ㈲榎本電機 322-3024 糸島市前原西4-1-12
電化製品 二丈 エレトップ・カツキ 326-5449 糸島市二丈吉井4137-7
電化製品 二丈 ㈲ハイハート 325-0121 糸島市二丈深江1147-7

事務機・文具 前原 荻原印房 322-2526 糸島市前原中央3-1-23
事務機・文具 前原 古川文房堂 322-1122 糸島市前原中央3-7-1
事務機・文具 前原 ㈲吉清教材店 322-2023 糸島市前原駅南3-12-17
事務機・文具 前原 ㈾　小林文機 322-1135 糸島市前原中央2-11-5
薬局・薬店 前原 新生堂薬局　加布里店 329-7115 糸島市加布里30-1
薬局・薬店 前原 ㈲とみおか薬局 323-1341 糸島市前原中央1-4-1
薬局・薬店 前原 ㈲糸島薬局 322-2241 糸島市前原中央2-3-33
薬局・薬店 志摩 二本木薬品 327-5221 糸島市志摩津和崎２９－１　イオン志摩ショッピングセンター内
薬局・薬店 二丈 ふくよし薬局 326-5517 糸島市二丈吉井4086-11

寝具 前原 寝具のオサダ 322-2997 糸島市前原中央3-5-32
寝具 前原 渡辺ふとん店 322-2478 糸島市前原東2-1-34
寝具 前原 藤田ふとん店 322-3813 糸島市前原中央2-8-21

生花・園芸 前原 ア－トグリ－ン 324-3320 糸島市井田字二ノ坪459-1
生花・園芸 前原 マルヒデ 323-2660 糸島市前原中央2-7-14
生花・園芸 前原 みとま洋蘭園 322-7263 糸島市井原2067
生花・園芸 前原 花のこうじろう 323-8957 糸島市高祖282
生花・園芸 前原 ㈱みとま花園 323-3448 糸島市前原東2-1-28
生花・園芸 前原 フラワーショップつかさ 322-4800 糸島市神在1390-1サニー加布里店内
生花・園芸 志摩 花神社 327-0600 糸島市志摩稲留１４６－１
生花・園芸 志摩 静幸園 327-4665 糸島市志摩津和崎１５１
生花・園芸 志摩 石志園芸 327-1170 糸島市志摩師吉４６４－３
農業機器 前原 JA糸島　本店（農機施設課） 322-2761 糸島市前原東2-7-1
農業機器 前原 田中農機商会 322-2854 糸島市前原東1-7-3

金物・建築材料 前原 ㈱友池金物店 322-1123 糸島市前原駅南3-12-15
金物・建築材料 前原 ㈱朝日商会 322-4791 糸島市高田1-17-5
金物・建築材料 前原 ㈱冨澤金物店 322-3456 糸島市前原西4-6-25

薪・木材 前原 伊都山燦 331-5020 糸島市高来寺342-1
薪・木材 志摩 英工業 327-1146 糸島市志摩松隈514-5
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スポーツクラブ・温浴施設 前原 伊都の湯どころ　元気くらぶ伊都 331-1000 糸島市泊765
スポーツクラブ・温浴施設 前原 ワン・ツウ・スポーツクラブ中央 323-1212 糸島市前原北2-1-55
スポーツクラブ・温浴施設 二丈 きららの湯 325-1126 糸島市二丈深江598-1

書籍・新聞 前原 ㈲大石金光堂 322-2073 糸島市前原中央1-1-20
書籍・新聞 志摩 西日本新聞エリアセンター志摩 327-2369 糸島市志摩師吉４５５－１２

旅行・レンタカー 前原 オフィス・パル 324-6932 糸島市神在1048-6-308
旅行・レンタカー 前原 ふくおかレンタリース 331-1155 糸島市南風台6-1-1
旅行・レンタカー 前原 昭和トラベラ－ズクラブ　福岡支店 322-1461 糸島市前原北1-1-1
旅行・レンタカー 前原 ㈲パル旅行社 321-1550 糸島市前原西1-15-24
旅行・レンタカー 前原 ㈱ロータス 324-6254 糸島市前原西１－5-22第2サンビル2Ｆ

カラオケ 前原 サウンドパークNEO 伊都店 321-3038 糸島市高田5－23－6 ドットあーるZone前原2F
おもちゃ 前原 おもちゃの由比 322-2386 糸島市前原中央3-7-21
ゴルフ 前原 オレンジゴルフ前原 324-4741 糸島市泊917
ゴルフ 志摩 志摩シーサイドカンツリークラブ 327-2131 糸島市志摩野北575
ゴルフ 志摩 芥屋ゴルフ倶楽部 327-0261 糸島市志摩芥屋１－１

サーフィン・釣り 志摩 Ｈ1サーフ 327-5573 糸島市志摩野北２７５７－９２
サーフィン・釣り 志摩 中原釣具店 321-3082 糸島市加布里８６－１
クラフト・アート 前原 ここのき 321-1020 糸島市前原中央3-9-1
クラフト・アート 前原 トルコノトリコ 090-3883-9313 糸島市加布里950-1
クラフト・アート 前原 ㈲ウッド・ドア－ 323-3186 糸島市潤2-16-21
クラフト・アート 志摩 DOVER 327-3895 糸島市志摩桜井４６５６
クラフト・アート 志摩 ㈱トレ・ドスシエロス 327-3644 糸島市志摩野北1320-8
クラフト・アート 志摩 工房はーべすと 328-0401 糸島市志摩芥屋１８２－２
クラフト・アート 志摩 高麗窯 328-2353 糸島市志摩芥屋１５７
クラフト・アート 二丈 ぎゃらりー和楽 090-3664-3751 糸島市二丈深江660
音楽・ダンス 前原 yoppy's little HIP HOP 090-5941-6080 糸島市篠原東1-9-27
音楽・ダンス 前原 光文堂楽器 322-3132 糸島市前原中央3-19-12
陶器・贈答品 前原 マルシン陶器 322-2885 糸島市前原中央3-1-16
陶器・贈答品 前原 大江進物店 322-3216 糸島市前原中央3-18-8
陶器・贈答品 前原 辰美陶器店 322-2105 糸島市前原中央3-6-43

学習塾 前原 糸島松陰塾　前原校 338-8012 糸島市荻浦594-1-202
衣料品 前原 エレガンス　やました 322-0151 糸島市前原中央2-2-21
衣料品 前原 オーダースーツ　ビガッド 324-2777 糸島市前原東1-4-12
衣料品 前原 オサダプランニング 332-8883 糸島市荻浦594-2-B101
衣料品 前原 オサダ呉服店 322-2201 糸島市前原中央3-6-47
衣料品 前原 とくまる商店 322-2557 糸島市前原中央3-18-11
衣料品 前原 ㈱長田百貨店 322-0368 糸島市前原中央3-6-1
衣料品 前原 藤田洋品店 322-3713 糸島市前原中央2-8-21
衣料品 前原 ㈲ブティック妙子 324-2609 糸島市前原中央2-3-53
衣料品 前原 ㈲原田洋品店 322-2021 糸島市前原中央3-20-30
衣料品 前原 ロジェ㈱ 323-0220 糸島市南風台8-4-6
靴・履物 前原 オサダ靴店 322-2240 糸島市前原中央3-20-32

エステ・化粧品 前原 CPサロン未来 324-0559 糸島市前原東2-3-20
エステ・化粧品 前原 福豊 322-7539 糸島市波多江駅南1-7-11-103

理容・美容 前原 GLAMOROUS 323-3923 糸島市前原東2-12-2
理容・美容 前原 HAIR　SPACE　EN 321-0394 糸島市篠原西1-5-3
理容・美容 前原 hair　space　Time 323-3373 糸島市前原東2-5-1前原シティビル１F
理容・美容 前原 カットスタジアムトミー 322-2078 糸島市前原中央2-3-30
理容・美容 前原 サロンド・ゆひな 324-3296 糸島市前原東3-8-23-102
理容・美容 前原 フィールヘアデザイン 321-0107 糸島市前原西4-7-20
理容・美容 前原 ヘアースタジオ　ハッピー 323-5526 糸島市前原中央2-12-8
理容・美容 前原 彩華 324-4555 糸島市前原東1-4-18
理容・美容 前原 髪工房　かいじま 323-4076 糸島市前原北3-3-1
理容・美容 前原 美容室Ｌｅａｆ 323-3327 糸島市三坂745　
理容・美容 前原 美容室コア 323-3656 糸島市神在505-10
理容・美容 前原 美容室ちは 323-3038 糸島市有田中央2-13-40
理容・美容 前原 美容室パ－ル 324-3035 糸島市前原西5-9-36
理容・美容 前原 理容　髪人 323-2400 糸島市前原中央３－１８－２４
理容・美容 前原 理容エンゼル 322-1230 糸島市加布里63-83
理容・美容 前原 理容ながおさ 322-3006 糸島市前原中央2-7-37
理容・美容 前原 ㈲シャロム 324-2700 糸島市前原中央2-5-14
理容・美容 志摩 Ｌａ　Ｍａｒｉｅ 327-3002 糸島市志摩稲留460-22
理容・美容 志摩 サロンドＪＵＮ 328-1048 糸島市志摩小富士２５１５
理容・美容 志摩 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝミスミ 327-1763 糸島市志摩初７３－６
理容・美容 志摩 ヘアーアンドメイク　ジェイ 328-2101 糸島市志摩御床２１５０－７
理容・美容 志摩 ヘア－サロンもとおか 328-2403 糸島市志摩久家１７４１－３
理容・美容 志摩 貝嶋理容室 327-0014 糸島市志摩初４７－５
理容・美容 志摩 高森理容院 328-2524 糸島市志摩新町４５９
理容・美容 志摩 松尾年行理容室 328-2214 糸島市志摩御床２２５３－２
理容・美容 志摩 松尾理髪館 327-0181 糸島市志摩野北２１７１
理容・美容 志摩 松尾理容院 328-2528 糸島市志摩岐志６９８
理容・美容 志摩 尾川美容院 327-0164 糸島市志摩野北２１７９
理容・美容 志摩 理容ホッタ 327-0069 糸島市志摩初２０６－４

時計・宝石・眼鏡 前原 めがねのとみおか 324-0210 糸島市前原中央2-8-23
時計・宝石・眼鏡 前原 メガネのヨネザワ　前原美咲が丘店 331-8611 糸島市荻浦497-1
時計・宝石・眼鏡 前原 時計・眼鏡のキタハタ 322-6705 糸島市前原中央3-19-20ダイヤモンドスクエア前原１Ｆ
時計・宝石・眼鏡 前原 徳丸時計店 322-2970 糸島市前原中央2-8-26
時計・宝石・眼鏡 前原 ㈲ひとみ堂 322-0023 糸島市前原中央2-7-5
時計・宝石・眼鏡 前原 ㈱武田メガネ　伊都パーク店 324-0009 糸島市高田2-18-15
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ガソリンスタンド 前原 大宝商事㈱ 322-0185 糸島市前原北1-7-11
プロパン・LPガス・酸素 前原 ㈱松浦商会 322-1106 糸島市前原駅南1-1-11
プロパン・LPガス・酸素 志摩 西嶋商店 327-0022 糸島市志摩吉田５０４－２
プロパン・LPガス・酸素 二丈 ㈱吉田酸素 325-1588 糸島市二丈松国342番地6
プロパン・LPガス・酸素 二丈 ㈱那須商店 325-0017 糸島市二丈深江1238

衣服リフォーム 前原 リフォームたかた 322-4455 糸島市高田4-1-5
クリーニング・京染め・しみぬき 前原 ハニー東京 322-2376 糸島市前原中央2-3-6
クリーニング・京染め・しみぬき 前原 井手京染店 322-3004 糸島市前原西4-3-2

福祉施設 志摩 障害者支援施設　小富士園 327-0771 糸島市志摩東貝塚７７７－２
整骨院 前原 伊都整骨院 332-8884 糸島市波多江駅北4-5-11
整骨院 西区 九大前整骨院 407-1155 福岡市西区九大新町1-5-102
ペット 前原 ペットサロン・メイプル 323-1639 糸島市高田4-1-1
ペット 二丈 ドッグハウス　すえなが 325-9777 糸島市二丈石崎18-3
IT関連 前原 ネットファン 329-1405 糸島市美咲が丘1-18-8

印刷・デザイン 前原 ㈱重富印刷 322-0191 糸島市前原東3-1-8
印刷・デザイン 前原 前原相互印刷㈱ 322-3445 糸島市浦志2-19-5

写真館 前原 古川写真館 322-2287 糸島市前原東1-4-14
写真館 前原 ㈲スターカメラ 323-2526 糸島市前原中央2-1-18　

結婚相談所 前原 ふくおか縁結び倶楽部 323-4321 糸島市前原駅南2丁目10-7(カフェＲeiki内)
葬祭・霊園 前原 ㈱牛原公善社 322-4444 糸島市前原西1-5-14
葬祭・霊園 志摩 二見ヶ浦公園聖地 327-2408 糸島市志摩桜井３８１０
葬祭・霊園 二丈 ㈲羅漢 331-6666 糸島市二丈松末1184-1

不動産 前原 （同）ネクスト・マーケット魁 324-3948 糸島市神在460-40
不動産 前原 西原技建 322-3670 糸島市前原中央1-4-8
不動産 前原 ㈲中村商事 322-0751 糸島市浦志2-11-12
清掃 前原 ㈲三和 323-5495 糸島市前原東2-12-26
清掃 志摩 ダスキン　トクナガ 327-2122 糸島市志摩稲留１８６－８

運輸業 前原 ㈲　重松商店 324-8220 糸島市前原北4-16-46
運輸業 志摩 進藤商会 327-1036 糸島市志摩西貝塚６０４－１

自転車・バイク 前原 サイクルショップ小川 322-2488 糸島市前原中央3-9-32
自転車・バイク 前原 モトガレージ プライム 332-8399 糸島市前原東1-6-3
自転車・バイク 前原 モトショップとよしま 323-1701 糸島市浦志1-8-8
自転車・バイク 前原 古川サイクル 322-4635 糸島市前原西1-8-31
自転車・バイク 前原 神代自転車預り所　 322-2550 糸島市前原中央2-1-19
自転車・バイク 二丈 浦サイクル 325-0019 糸島市二丈深江925-3
船舶機器・整備 志摩 柴田商会 328-1859 糸島市志摩小富士１６６０
船舶機器・整備 志摩 ㈲山崎ヤンマー 328-2340 糸島市志摩岐志３６２－１

建築・住宅リフォーム関連 前原 ホームズ 321-1940 糸島市香力146-3
建築・住宅リフォーム関連 前原 ヤマダ塗装 323-3795 糸島市篠原西2-8-21
建築・住宅リフォーム関連 前原 阿部左官業 322-1026 糸島市加布里82-17
建築・住宅リフォーム関連 前原 三昭建設㈲ 322-7140 糸島市大門348-2
建築・住宅リフォーム関連 前原 ㈱　TANAKA　HOME 321-2737 糸島市前原西4-14-26
建築・住宅リフォーム関連 前原 ㈱舘ホ－ムサ－ビス 323-3537 糸島市前原北2-8-25
建築・住宅リフォーム関連 前原 ㈱　TAIYO 324-8686 糸島市前原東2-1-18イトプラザ1F
建築・住宅リフォーム関連 前原 ㈱コアネス 332-9776 糸島市曽根660-17
建築・住宅リフォーム関連 志摩 英工業 327-1146 糸島市志摩松隈514-5
建築・住宅リフォーム関連 志摩 ㈲林組 327-2607 糸島市志摩小金丸１５５５
建築・住宅リフォーム関連 志摩 三角建設㈱ 327-1763 糸島市志摩初７３－６
建築・住宅リフォーム関連 二丈 ㈱関製材所 326-5334 糸島市二丈吉井4030-6
建築・住宅リフォーム関連 二丈 藤原建設 326-6536 糸島市二丈吉井1952

造園工事 前原 ㈲綜合緑研 322-7181 糸島市高祖269-1
造園工事 前原 建秀ブロック㈱ 322-3502 糸島市潤2-5-25
設備工事 前原 ㈲三崎バーナー商会 322-2388 糸島市前原駅南3-12-1　
設備工事 前原 ㈲椎葉商会 322-4495 糸島市神在1299-2　
設備工事 前原 小池住宅産業㈱ 322-1822 糸島市前原中央2-6-7
設備工事 志摩 ㈱山崎設備工業 322-9284 糸島市志登５０６－２
設備工事 志摩 ㈲西村住宅設備 328-1530 糸島市志摩御床２１６５－１２３
電気工事 前原 上坂電気管理事務所 324-1650 糸島市波多江駅南2-11-8

道路舗装工事 志摩 越智建設工業㈱ 327-4025 糸島市志摩桜井５７７２
防水工事 前原 ㈱　福心興業 324-4038 糸島市前原駅南1-26-33
畳・ふすま 前原 幸田畳店 322-2691 糸島市高田1-17-2
畳・ふすま 前原 春日畳襖製作所 322-3773 糸島市神在1116-1
畳・ふすま 志摩 江川畳店 327-1166 糸島市志摩小金丸２８６０
畳・ふすま 志摩 小富士製畳 328-2729 糸島市志摩小富士２５２５－２
畳・ふすま 志摩 田中畳店 327-0026 糸島市志摩初１２－１
畳・ふすま 志摩 ㈲神田工産 327-2111 糸島市志摩桜井２４０７－３
畳・ふすま 二丈 篠原畳襖店 325-0113 糸島市二丈深江871-1

ガラス・サッシ 前原 安部ガラス店 322-2184 糸島市前原西1-5-21
ガラス・サッシ 志摩 ウインドサ－ビス　　シモヤマ 327-3580 糸島市志摩師吉４－１７
ガラス・サッシ 志摩 中川美窓 328-2483 糸島市志摩新町２５
建具・表具 前原 大神表具店 324-2197 糸島市浦志2-20-14
建具・表具 前原 木下建具店 322-3147 糸島市前原駅南3-10-1

産業廃棄物処理 前原 ㈱九州北部サービス 323-8898 糸島市高祖19-1
産業廃棄物処理 前原 ㈱環境技研 322-1737 糸島市前原北1-6-34

採石 志摩 ㈲女天砿業所 327-0046 糸島市志摩桜井２１４４
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自動車 前原 Ｕ・Ｓ自動車 323-2429 糸島市有田中央2-14-1
自動車 前原 オートサービス光 332-1266 糸島市白糸630
自動車 前原 オ－トサ－ビス計盛 323-2430 糸島市高上262-1
自動車 前原 カーペインタ－ワイルド・サム 325-3630 糸島市二丈上深江555
自動車 前原 ぴたっと車検センター 327-2299 糸島市南風台6-1-1
自動車 前原 ポリマーシークサービスＰＩＴＩＮ 323-4131 糸島市前原東3-8-23-105
自動車 前原 山下自動車 323-0031 糸島市香力99
自動車 前原 重元自動車整備工場 322-4057 糸島市波多江駅北2-18-3
自動車 前原 中園自動車整備工場 322-3056 糸島市潤2-11-1
自動車 前原 徳永自動車工業 324-0181 糸島市三坂180-3
自動車 前原 日産プリンス福岡　糸島店 322-5181 糸島市潤3-1-12
自動車 前原 ㈲タイヤショップヨシムラ 322-2013 糸島市前原西2-1-3
自動車 前原 福井モータース㈱ 322-1501 糸島市前原東1-6-16
自動車 前原 ㈲新生モ－タ－ス　カーコンビニ倶楽部323-6300 糸島市荻浦496-2
自動車 前原 ㈱山尾モータース 322-2366 糸島市加布里74-6
自動車 志摩 ガレ－ジ　フジノ 327-4747 糸島市志摩桜井４６４３－１
自動車 志摩 ピット・スタッフ 321-6820 糸島市志摩芥屋１２４－２
自動車 志摩 ボディ－ショップ西崎 327-1521 糸島市志摩野北２２０３
自動車 志摩 引津自動車整備工場 328-1231 糸島市志摩新町２１３７
自動車 志摩 ㈱三坂自動車 328-2211 糸島市志摩小富士９５７－１
自動車 志摩 船越板金塗装工場 328-1086 糸島市志摩御床２１４２－１
自動車 志摩 中村自動車販売 327-2323 糸島市志摩師吉６－４
自動車 二丈 オ―トサービス友 325-3588 糸島市二丈武121-14
自動車 二丈 一貴山自動車整備工場 325-0858 糸島市二丈波呂1104-2
自動車 二丈 ㈲高田自動車整備工業 325-0285 糸島市二丈深江515-1
自動車 二丈 仁光機械㈲ 325-0577 糸島市二丈松末1146-4

税理士・行政書士等 前原 井上明彦税理士事務所 332-8808 糸島市篠原西1-12-88
税理士・行政書士等 前原 行政書士糸島総合事務所 332-0084 糸島市前原中央1-5-8
税理士・行政書士等 前原 森博己税理士事務所 332-9872 糸島市美咲が丘3-7-5-102
税理士・行政書士等 前原 西事務所 322-1118 糸島市前原西1-3-5
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