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№ 店舗名 店舗所在地 業種 ℡ 主な取扱商品

1 ひまわり調剤薬局 糸島市前原中央3-4-12 調剤薬局 322-1885 保険医薬品

2 紳士服フタタ　前原店 糸島市高田2-2-20 衣料品小売 324-0333 ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ（ｽｰﾂ・ｼﾞｬｹｯﾄ・礼服・ﾜｲｼｬﾂ・ﾈｸﾀｲ・ｶｼﾞｭｱﾙ・ｻｸｾｻﾘｰほか）

3 時計・メガネ・宝石　キタハタ 糸島市前原中央3-19-20ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｽｸｴｱ前原102 時計・眼鏡・宝石販売、修理 322-6705 時計・眼鏡・宝石

4 グッディ周船寺店 糸島市高田4-16-1 小売業 322-9422. 日用品・文具・工具・園芸

5 ㈲原田洋品店 糸島市前原中央3-20-30 婦人洋品 322-2021 婦人洋品

6 ㈱トラヤミートセンター 糸島市末永418-8 食肉、弁当他 323-8031 食肉全般、弁当、惣菜、野菜、酒類他

7 サイクルベースあさひ糸島店 糸島市波多江駅北2-7-12 小売業 090-6900-0476 自転車

8 ㈲ハロー薬局前原店 糸島市前原1018-4 薬局 331-8770 調剤

9 Nail ＆ Beauty GLADYS 糸島市前原駅南1-1-2　1F ネイルサロン 334-1768 ネイル、化粧品

10 ヤマダグリーン 糸島市前原南2-20-32ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙｽﾞA-101 外構リフォーム 324-9477 外構工事、リフォーム、造園

11 キックボクシングジムKINGS 糸島市前原駅南1-1-2　2F トレーニングジム 334-1767 トレーニングジム

12 焼とり　雲海 糸島市前原西1-8-23 焼とり 323-6133 焼とり、一品料理、魚類、メシその他

13 すし廣 糸島市二丈深江1807-6 飲食業 325-1890 寿司

14 玄界灘一望の宿　喜八荘（旅館）、　　御食事処きはち（食事処） 糸島市二丈吉井3504-1 飲食、泊業 326-5011 宿泊、食事、立ち寄り湯

15 グッディ加布里店 糸島市神在1389-1 小売業 322-2511 日用品・工具・園芸

16 ベスト電器　前原店 糸島市前原西3-1-1 家電販売、住宅リフォーム 323-6823 一般家電、住宅リフォーム

17 フィールヘアーデザイン 糸島市前原西4-7-20 美容室 321-0107 カット、パーマ、カラー等の技術とシャンプー、トリートメントなどの商品販売

18 志摩スモークハウス 糸島市志摩初43-7 食品製造 327-3451 ハム・ソーセージ

19 GEO　前原店 糸島市前原西3-1-1 小売業 321-0033 ﾚﾝﾀﾙDVD、ｹﾞｰﾑ、中古携帯電話

20 田中畳店 糸島市志摩初12-1 畳工事全般 327-0026 畳表、床その他、新調畳、表替え、修理

21 小麦屋　Gio　Gio 糸島市前原駅南1-22-31 飲食業 322-3339 パスタ・ピザ・手作りケーキ・アルコール等

22 つまんでご卵　ケーキ工房 糸島市志摩桜井5234-1 小売業 327-2540 つまんでご卵糸島ロール（ロールケーキ）、プリン

23 つまんでご卵直売店　にぎやかな春 糸島市志摩桜井5250-1 小売業 327-2540 つまんでご卵

24 とうふ家　酒瀬川 糸島市南風台8-4-7 豆腐製造、レストラン 332-9541 豆腐、酒瀬川湯豆腐御膳、伊都の花御膳

25 辻薬局　前原駅前店 糸島市前原中央2-2-22 調剤薬局 324-1123 医薬品

26 オレンジゴルフ前原 糸島市泊917 サービス業 324-4741 ゴルフ練習場

27 マキゾノ時計店 糸島市前原中央1-4-6 時計修理販売業 322-0818 時計、メガネ、宝飾

28 光文堂楽器 糸島市前原中央3-19-12 楽器販売、修理 322-3132 楽器全般

29 ㈱松浦商会 糸島市前原駅南1-1-11 ＬＰガス販売 322-1106 ＬＰガス機器及び住宅設備一式

30 ピット・スタッフ 糸島市志摩芥屋124-2 自動車整備 321-6820 自動車及び用品販売、整備

31 マルコーバリュー 糸島市波多江駅北4-4-1 生鮮スーパー 322-2628 食品全般、酒類、精肉、鮮魚

32 美容室ミックヘア 糸島市前原中央2-6-2 美容 324-0721 カット、パーマ、カラー

33 糸島のおもろい酒屋　ちきゅう屋 糸島市志摩小金丸2105-1 酒類小売業 330-5630 酒類全般、ジュース類、食品

34 曲り田の里 糸島市二丈石崎337-1 農産物海産物販売所 325-2349 農産物、海産物

35 つり具のまるきん　糸島店 糸島市二丈上深江973-1 小売業 325-8088 釣具

36 海扇寿し 糸島市志摩初46-1 飲食業 327-2266 すし、和食

37 大江進物店 糸島市前原中央3-18-8 贈答品・生活雑貨 322-3216 家庭用品

38 ㈲榎本電機 糸島市前原西4-1-12 家電製品販売及び修理 322-3024 家庭電化製品全般

39 オフィスパル 糸島市神在1048-6-308 旅行業 332-8507 旅行商品

40 トルコノトリコ 糸島市志摩久家21-4（ＴＡＢＩcafe内） 小売業 090-3883-9313 小売業

41 ドラッグコスモス糸島店 糸島市前原北2-5-8 ドラッグストア 331-8007 医薬品、化粧品、雑貨、食品

42 ドラッグコスモス波多江駅店 糸島市波多江駅北4-9-3 ドラッグストア 329-9060 医薬品、化粧品、雑貨、食品

43 ドラッグコスモス加布里店 糸島市加布里31-1 ドラッグストア 321-3001 医薬品、化粧品、雑貨、食品

44 ドラッグコスモス浦志店 糸島市浦志2-14-14 ドラッグストア 331-1060 医薬品、化粧品、雑貨、食品

45 ドラッグコスモス南風台店 糸島市南風台6-3-3 ドラッグストア 329-7055 医薬品、化粧品、雑貨、食品

46 ドラッグコスモス前原店 糸島市前原北4-15-30 ドラッグストア 321-4166 医薬品、化粧品、雑貨、食品

47 エレトップカツキ 糸島市二丈吉井4137 家電販売 326-5449 家電

48 マルショク南風店 糸島市南風台3-14-41 スーパー 321-3300 食品、雑貨

49 夢ホーム㈱溝口製材所 糸島市前原西1-13-20 建築、不動産 322-2126 注文住宅、リフォーム、不動産

50 カフェ・アルカネット 糸島市志摩師吉8-34 喫茶 327-5353 飲食物

51 ＨＩＮＯＤＥ 糸島市志摩野北2457 飲食店 327-3046 タコス、タコライス、ヤミーチキン、カフェ

52 あんくるふじや前原店 糸島市前原西2-1-19 酒類販売 322-6959 お酒、食料品

53 片山設備 糸島市篠原東1-2-71 給排水衛生設備 324-0198 水栓、便器、ボイラー等

54 武田メガネ　伊都パーク店 糸島市高田2-18-25 メガネ販売 324-0009 眼鏡

55 ピザポケット前原店 糸島市荻浦580-1 飲食業 324-4455 ピザ、お好み焼き

56 レストラン太陽の皿 糸島市泊837 フレンチベースのバイキングレストラン 332-8557 約40種類のバイキング（前菜からデザート）フレンチベース

57 タビノキセキ 糸島市志摩小金丸1870-11 製造・小売 327-1115 アロマアクセサリー

58 イエローハット前原店 糸島市浦志1-8-1 小売業 324-4041 カー用品、車輌整備、車検事業

59 呉服のオサダ 糸島市前原中央3-6-47 呉服小売業 322-2201 呉服全般（振袖、七五三、宮参り、ゆかた、和装小物etc）生地
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60 侍寿し 糸島市前原西1-6-18 飲食店 322-3305 すし、和食

61 二本木薬品 糸島市志摩津和崎29-1 医薬品販売業 327-5221 くすり、健康食品、化粧品、日用雑貨

62 ＪＡ糸島　経済部　生活燃料課 糸島市前原東2-7-1 食料品、生活用品 322-5914 食料品、生活用品

63 ＪＡ糸島　産直市場　糸　伊都菜彩 糸島市波多江567-1 農産物直売所 324-3131 米、野菜、精肉、加工食品、鮮魚

64 ＪＡ糸島　アグリ店舗 糸島市志摩小富士14-34 資材センター 327-2740 肥料、農薬、農業資材、食料品

65 はれるや 糸島市志摩御床293 飲食店 338-8189 定食、一品料理、酒

66 吉清教材店 糸島市前原駅南3-12-17 小売業 322-2023 文房具、学習ノート、教材、小学生体操服

67 マルヒデ 糸島市前原中央2-7-14 青果、花卉小売 323-2660 花、野菜、果物

68 マルヒデ青果 糸島市前原中央2-5-12 青果小売 323-2755 野菜、果物

69 グリル三幸 糸島市前原北1-1-2 飲食 322-0347 食事

70 アニバーサリー　～永遠 糸島市南風台8-7-32 飲食業（レストラン） 332-0018 フレンチ

71 有田屋 糸島市有田580-1 コンビニエンスストア 322-3054 野菜、食品、雑貨、酒、飲料、米他

72 松本自動車 糸島市高田4-15-27 自動車整備 322-4675 自動車整備

73 グローウェルカフェ 糸島市志摩稲留5 飲食業 327-1858 おさつポーク商品、パスタ、ピザ等

74 糸島薬局 糸島市前原中央2-3-33 医薬品、医薬部外品、毒物劇物並び化粧品販売業 322-2241 医薬品

75 モーダマスダ 糸島市前原中央3-20-37 婦人服 322-2433 婦人服、靴

76 ファッショナブル　フジタ 糸島市前原中央2-8-21 販売、小売 322-3813 婦人服、ワコール下着

77 藤田ふとん店 糸島市前原中央2-8-21 販売、小売 322-3813 羽毛、羊毛、ふとん、カーテン、ジュータン

78 ホームプラザナフコ　前原店 糸島市神在77-1 ホームセンター 321-3380 生活用品及び家具

79 マツモトキヨシ　前原店 糸島市浦志2-10-30 ドラッグストア 322-5132 医薬品、化粧品、日用品、食品

80 たたみの神田 糸島市志摩桜井2407-3 畳業 327-2111 畳、襖工事

81 ホームプラザナフコ　二丈店 糸島市二丈上深江977-1 ホームセンター 331-6661 大工道具、日用品、園芸他

82 ミニストップ糸島篠原西店 糸島市篠原西1-16-1 コンビニエンスストア 322-5070 おにぎり、ファストフード

83 前原相互印刷㈱ 糸島市浦志2-19-5 印刷業 322-3445 名刺、ショップカード、ちらし、ＤＭ、パンフ、冊子他

84 ドラッグ新生堂　加布里店 糸島市加布里30-1 ドラッグストア 329-7115 医薬品、雑貨

85 ココカラファイン薬局　波多江店 糸島市波多江駅南1-6-15 調剤薬局 331-8633 調剤薬

86 ココカラファイン　波多江店 糸島市波多江駅南1-6-15 ドラッグストア 331-8686 薬、化粧、日用雑貨、食品

87 セガミ調剤薬局　前原店 糸島市前原1791-6　渡辺整形外科前 調剤薬局 321-4600 調剤薬

88 ㈱大賀薬局　前原浦志店 糸島市浦志2-1-28 調剤薬局 329-1262 調剤薬

89 ダイソー＆アオヤマ　100ＹＥＮ　ＰＬＡＺＡ福岡前原店 糸島市波多江駅北2-7-14 小売業 331-8110 雑貨、食品

90 江川酒販㈲ 糸島市前原中央3-17-8 酒類販売 322-2634 酒類、飲料

91 紅屋 糸島市前原中央3-2-16 小売業 322-2012 節句人形、盆提灯

92 天橋天 糸島市前原北1-2-7 飲食業 322-2359 中華料理

93 小冨士 糸島市前原中央3-1-15 飲食業 322-2529 和食

94 ㈲白糸酒造 糸島市本1986 清酒製造業 322-2901 日本酒、梅酒、甘酒

95 ㈱髙江美装 糸島市泊1292 ハウスクリーニング 322-3050 ハウスクリーニング

96 ㈱蔵屋 糸島市浦志1-7-5 酒販売 322-2881 酒類、飲料

97 ドラッグストアモリ　前原店 糸島市前原西5-10-31 小売業 321-4747 医薬品、日用品、食料品

97 ドラッグストアモリ　荻浦店 糸島市荻浦592-1 小売業 332-8525 医薬品、日用品、食料品

97 ドラッグストアモリ　浦志店 糸島市伊都の杜1-6-16 小売業 332-7863 医薬品、日用品、食料品

100 積文館書店　前原店 糸島市前原東1-7-35 小売業 322-6151 書籍、雑誌、文具

101 幸田畳店 糸島市高田1-17-2 製造 322-2691 畳

102 ㈱お茶の山口園 糸島市前原東3-11-1 小売業 322-2257 お茶、乾物、茶道具、結納品

103 唐津焼　高麗窯 糸島市志摩芥屋157 陶器製造・販売 328-2353 陶器（日用和食器、花器、茶器）

104 中村タイル工業 糸島市神在485-2 タイル職 322-1856 住宅改修、外構工事

105 ㈲大櫛石油店　志摩給油所 糸島市志摩小富士2580-3 ガソリンスタンド 328-2629 ガソリン、軽油、灯油

106 建具屋　すぎお 糸島市神在41-22 建具修繕 323-3245 網戸張替

107 オーダースーツＳＨＯＰ　ビガッド 糸島市前原東1-4-12 紳士服小売 324-2777 オーダースーツ

108 吉住米穀店 糸島市高田4-15-1 米、灯油 322-0211 米、ゴミ袋、灯油

109 サウンドパークＮＥＯ　伊都店 糸島市高田5-23-6　ＭＲＲいとしま2Ｆ 接客　カラオケ 321-3038 カラオケ

110 カーペインター　ワイルド・サム 糸島市二丈上深江555 自動車鈑金・塗装 325-3630 自動車

111 産の森学舎 糸島市二丈福井2254 フリースクール 090-6004-7038 フリースクール、学習支援（小中学生対象）

112 みつばちおうちえん 糸島市志摩久家648-3 子育て支援 090-6004-7038 子育て支援利用料

113 とんかつ浜勝福岡前原店 糸島市浦志66 飲食業 321-1288 とんかつ

114 まむしの湯 糸島市二丈吉井2380-1 温浴施設、レストラン 329-3003 入浴、食事、売店

115 ㈲後藤陶業 糸島市井原1097-6 屋根工事業 322-7206 屋根材全般

116 後藤屋 糸島市井原1097-6 加工業 323-8595 焼きもち

117 ㈱寿苑 糸島市高田1-7-1 飲食業 322-2288 飲料、料理

118 たたみ屋　はらだ 糸島市高田1-8-8 たたみ製造 330-6262 タタミ表替、フスマ貼替、障子貼替、アミド張替

119 糸島ラーメンゆうゆう 糸島市前原中央3-20-19 飲食業 332-8816 ラーメン
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120 コンビニエンスストア中村屋 糸島市志摩久家2472-3 一般食品小売 328-2841 酒類、タバコ、青果類

121 アートグリーン　緑化センター 糸島市井田459-1 園芸店、造園業 324-3320 園芸資材、観葉植物、鉢花、苗物

122 江川畳店 糸島市志摩小金丸2860 畳 327-1166 畳全般、襖、障子張替

123 吉岡製作所 糸島市高田1-16-26 鉄工業 322-3763 鉄工、油圧ホース

124 行弘畳、襖店 糸島市二丈松末1654 畳工事全般 325-0141 畳全般、襖、障子張替

125 重松住宅機器サービス 糸島市高上234-4 官工事、住宅設備 323-0576 官工事、家電

126 篠原畳・襖店 糸島市二丈深江871-1 畳工事全般 325-0113 畳全般、襖、障子張替

127 かすがタタミ・フスマ製作所 糸島市神在1116-1 小売・製造 322-3773 畳・襖・内装工事など

128 中村自動車販売 糸島市志摩師吉6-4 自動車修理販売 327-2323 中古車販売、修理、車検

129 伊都ライフケア㈱ 糸島市前原中央3-1-22 ケアプラセンター　福祉用具ﾚﾝﾀﾙ・販売 332-2945 つえ、くつ、歩行器他

130 リサイクルマート糸島店 糸島市高田1-2-1 リサイクルショップ 329-1520 家具、家電、自転車、雑貨

131 洋服の青山　福岡前原店 糸島市波多江駅北3-17-27 洋服販売 322-9905 紳士服、婦人服、洋品販売

132 コーヒーハウスアクアマリン 糸島市志摩久家2779 飲食業 328-3434 喫茶、カキ小屋

133 寿し割烹にし川 糸島市志摩御床2162-37 飲食業 328-2322 寿し、刺身、料理

134 ＨＡＩＲ・ＳＰＡＣＥ・ＥＮ 糸島市篠原西1-5-3 美容業 321-0394 カット、カラー、パーマ他

135 山下自動車 糸島市香力99 自動車修理販売 323-0031 車検整備・修理

136 釜揚げ牧のうどん　加布里本店 糸島市神在1334-1 飲食店 322-6111 うどん、そば

137 めがね・補聴器のひとみ堂 糸島市前原中央2-7-5 小売業 322-0023 眼鏡・補聴器

138 藤原建設 糸島市二丈吉井1952 建築業 326-6536 建築全般

139 糸島内場農園 糸島市二丈鹿家1860-2 農業加工品販売 326-5807 糸島醗酵ハバネロ

140 ヘアメイクＰiＯ 糸島市志摩御床2248-1 美容業 328-1575 美容室

141 ＰＯＯL hair creation 糸島市前原東1-6-25 美容業 324-2468 美容室

142 新喜楽 糸島市三坂342-6 飲食業 323-1713 定食、宴会料理

143 三島商店 糸島市前原中央3-19-40 米穀、肥料、農薬小売 322-2053 米穀、肥料、農薬

144 ひなたうどん 糸島市高祖283 飲食業 323-8957 うどん、そば

145 ひなたうどん2号店 糸島市前原中央2-3-31 飲食業 321-2230 うどん、そば、一品

146 ホームズ 糸島市香力146-3 建設業（建築設計・施工） 321-1940 建築設計・施工（住宅ﾘﾌｫｰﾑ～店舗・事務所・倉庫等）

147 やますえ 糸島市多久523-1 製造業 321-0123 辛子明太子

148 かわはら整骨院　鍼灸院 糸島市南風台8-7-3 整骨院業務 332-9733 施術料、テーピング、鍼

149 シャロム美容室南風台店 糸島市南風台8-7-8 美容業 324-2700 美容施術及び関連商品販売

150 楢﨑米穀店 糸島市前原西4-6-21 米小売、卸 0120-81-3958　092-322-2305 米、麦、雑穀、食品、灯油

151 ハーブガーデン　ﾌﾟティール倶楽部　伊都国 糸島市浦志366-2 レストラン＆ショップ 331-2220 洋食レストラン、ﾊｰﾌﾞｸﾞｯｽﾞ販売

152 ㈱山尾モータース 糸島市加布里74-6 自動車整備販売 322-2366 自動車整備

153 大町建具店 糸島市香力110-2 建具工事 322-1954 木製建具

154 ㈲椎葉商会 糸島市神在1299-2 給排水設備 322-4495 トイレ、バス、キッチン、給湯器

155 美容室Ｌeaf 糸島市三坂745 美容業 323-3327 カット、パーマなど

156 大磯寿し 糸島市前原中央3-17-5 飲食業 322-2380 寿し

157 ＴＳＵＴＡＹＡ前原店 糸島市高田5-23-6 小売業 323-2956 ＤＶＤ、ＣＤ、ＧＡＭＥ、書籍、文具、雑貨

158 エレガンスやました 糸島市前原中央2-2-21 物品販売業 322-0151 婦人服

159 ㈱三坂自動車 糸島市志摩小富士957-1 一般自動車整備販売 328-2211 一般自動車整備販売

160 木下建具店 糸島市前原駅南3-10-1 木製建具、フスマ、アルミサッシ 322-3147 木製建具、フスマ、アルミサッシ

161 （資）小林文機 糸島市浦志2-1-30　2Ｆ 文具、事務機器販売 322-1135 文具、事務機器販売

162 西原酒店 糸島市前原中央2-3-32 酒類販売 322-2282 酒類全般

163 寝具のオサダ 糸島市前原中央3-5-32 寝具 322-2997 寝具、インテリア、家具、家電

164 美容室コア 糸島市神在505-10 美容業 323-3656 パーマ、カット、シャンプー

165 安部ガラス店 糸島市前原西1-5-1 ガラス、サッシ販売 322-2184 ガラス、サッシ他

166 ㈲ケーキハウストミタ 糸島市波多江駅南2-1-10 洋菓子製造販売 324-4118 洋菓子

167 ヘアーサロン　もとおか 糸島市志摩久家1741-3 理容 328-2403 理容

168 松尾年行理容室 糸島市志摩御床松原2253-2 理容業 328-2214 理容

169 ㈲浦ガス 糸島市篠原西3-1-3 プロバンガス、器具販売工事 322-2644 プロバンガス、ガス器具の販売工事他

170 ㈲三和 糸島市前原東2-12-26 ビル管理清掃 323-5495 窓ガラス床ワックス貯水槽タイル洗美装工事、エアコン洗浄

171 ㈱重富印刷 糸島市前原東3-1-8 印刷業 322-0191 印刷物、商業ニュース、販促品

172 いけす　てら崎 糸島市志摩野北2632 飲食業 327-2455 鮮魚料理

173 勢龍 糸島市志摩小富士961-6 焼肉店 328-1919 焼肉店

174 金田充弘公認会計事務所 糸島市有田中央2-8-2 公認会計士、税理士 070-4700-5683 公認会計士、税理士

175 古川写真館 糸島市前原東1-4-14 写真撮影 322-2287 記念写真、証明写真

176 村島かまぼこ店 糸島市前原中央2-7-15 製造販売 322-2010 揚げ蒲鉾（天プラ）蒸し蒲鉾

177 小池住宅産業㈱ 糸島市前原中央2-6-7 建設業・菅工事業 322-1822 水回り設備商品

178 ㈲カノオ醤油味噌醸造元 糸島市加布里909 製造業 322-2710 醤油、味噌、こうじ、甘酒、その他加工品

179 合同会社　西友サニー前原店 糸島市浦志1-7-7 小売業 324-6632 食料品、日用品
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180 合同会社　西友サニー加布里店 糸島市神在1390-1 小売業 322-5577 食料品

181 めがねのとみおか 糸島市前原中央2-8-23 眼鏡店 324-0210 眼鏡

182 ㈱舘ホームサービス 糸島市前原北2-8-25 建設業 323-3537 リフォーム

183 髪工房かいじま 糸島市前原北3-3-1 理容業 323-4076 理容

184 ㈱伊都プランニング 糸島市美咲が丘2-3-10 衣料品販売、イベント業務 332-8883 ユニフォーム、染物、イベント用品他

185 古川サイクル 糸島市前原西1-8-31 自転車販売 322-4635 自転車販売修理

186 ㈱長田百貨店 糸島市前原中央3-6-1 衣料品販売 322-0368 婦人服、紳士服、肌着

187 吉村乾物店 糸島市前原中央3-5-34 食品販売 322-1711 食料品

188 理容ホッタ 糸島市志摩初206-4 理容業 327-0069 カット

189 ビューティーサロン　ミスミ 糸島市志摩初73-6 美容室 327-1763 パーマ、カット

190 三角建設㈱ 糸島市志摩初73-6 建築業一般 327-1763 一般建築（木材）

191 ウインドサービス　シモヤマ 糸島市志摩師吉4-17 ガラス一般 327-3580 ガラス取替、網戸張替

192 うなぎ初 糸島市志摩初17-1 飲食業 327-3090 うなぎ料理

193 寺山造園 糸島市志摩久家350 造園業 328-2300 剪定、造園工事

194 ＳＴＵＤIＯ　 2Ｇ　醇窯 糸島市志摩久家1967-2 陶器製造販売 328-0300 陶器、キッチンウエアー

195 田園茶屋いとわ 糸島市志摩吉田1640-2 飲食業 327-1722 和食、甘味

196 山内商店 糸島市志摩船越64 小売業 328-2224 たばこ、駄菓子、飲料水

197 フレッシュベーカリー麦パン 糸島市志摩小金丸1561-4 パン製造販売 327-3292 パン

198 進藤商会 糸島市志摩西貝塚604-1 運送、卸売 327-1036 砂、真砂土、砕石販売

199 ガレージフジノ 糸島市志摩桜井4643-1 自動車販売整備 327-4747 自動車、新車、中古車、車検、一般整備、鈑金塗装、他自動車用品

200 糸島食堂ほもり 糸島市志摩桜井2431-1 飲食業 327-0038 飲食

201 ㈲山﨑ヤンマー 糸島市志摩岐志360-1 船舶販売修理 328-2340 ヤンマー船用全商品・電子機器、油圧機器、トヨタマリーン全商品、ＧＰＳ、プロッター、カラー魚探

202 THE  OLD  VILLAGE 糸島市志摩新町21-3 飲食店 328-2635 活魚料理

203 ㈱那須商店 糸島市二丈深江1238 ＬＰガス販売、太陽光発電関連、住宅設備 325-0017 ガステーブル、ガス釜、湯沸器、給湯器、キッチン、洗面台、トイレ

204 Ｙショップ淀川酒店 糸島市二丈深江1775-5 小売業 325-0737 酒類、食品

205 ㈲高田自動車整備工業 糸島市二丈深江515-1 自動車整備 325-0285 自動車販売、整備、保険

206 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｃａｆｅ　egao 糸島市二丈上深江1000-2 菓子製造業 332-9895 スイーツ

207 ㈲ハイ・ハート 糸島市二丈深江1147-7 家電小売 325-0121 家庭電化製品

208 伊都桃山窯 糸島市篠原東2-11-17 製造販売 324-6616 磁器

209 酒屋いとう 糸島市篠原西1-9-6 小売業 323-4841 酒類

210 藤田タイヤサービス 糸島市神在1306 タイヤ修理、販売 323-0231 タイヤ、バッテリー、オイル他

211 わたなべふとん店 糸島市前原東2-1-34 寝具 322-2478 寝具全般、羽毛、綿ふとんリフォーム

212 ㈲南松堂 糸島市前原中央3-18-25 家電製品販売 322-3551 パナソニック家電製品

213 割烹　丸一 糸島市前原中央3-1-27 飲食業 322-0101　322-2613 お食事から各種宴会

214 焼肉はなふさ 糸島市前原中央3-8-28 飲食業 323-1087 焼肉他

215 伊都旅行センター・はちみつ工房ロータス 糸島市前原西1-5-22　第2ｻﾝﾋﾞﾙ2階 旅行業・小売業 324-6254 国内・海外旅行、国産100％はちみつ、はちみつ加工品

216 糸島美咲塾 糸島市荻浦594-1 学習塾 090-5473-1863　　　　　338-8012 小中学生の個別学習指導及び受験指導

217 ペットサロンメイプル 糸島市高田4-1-1 ペット美容室 323-1639 ペットの美容、ホテル

218 JF糸島志摩の四季 糸島市志摩津和崎33-1 小売業 327-4033 糸島産農・海産物及び加工品

219 Kawachiya 糸島市志摩師吉817-8 イタリアンレストラン 080-8363-4233 パスタ、ピザ等、コース料理

220 糸島陶芸体験志摩工房 糸島市志摩新町25 陶芸教室 328-2225 陶芸体験

221 Blue　Roof 糸島市志摩桜井5457 飲食・小売 332-7742 グリーンスムージー

222 お食事処「旬菜工房　きらら庵」 糸島市二丈深江598-1　二丈温泉きららの湯内 飲食業 325-1615 和食レストラン、各種宴会

223 二丈温泉　きららの湯 糸島市二丈深江598-1　 温浴施設 325-1126 温浴施設

224 いきさん自動車 糸島市二丈波呂1102-6 自動車整備販売 325-0858 自動車整備販売

225 浦サイクル 糸島市二丈深江925-3 自転車販売修理 325-0019 自転車及び関連商品

226 マックスバリュ前原店 糸島市浦志1-5-2 小売業（スーパーマーケット） 330-8811 食料品

227 メガネのヨネザワ前原美咲が丘店 糸島市荻浦497-1 販売 331-8611 メガネ、補聴器

228 マルキョウニュー前原店 糸島市荻浦600-3 スーパー 322-6751 生鮮食料品、日用雑貨

229 マルキョウ高田店 糸島市高田5-28-15 スーパー 329-1330 生鮮食料品、日用雑貨

230 マルキョウ深江店 糸島市二丈深江2161 スーパー 325-9010 生鮮食料品、日用雑貨

231 Aｺｰﾌﾟ志摩 糸島市志摩初192 スーパーマーケット 327-0049 一般食料品、日用雑貨品

231 Aｺｰﾌﾟ前原駅南 糸島市前原駅南2-2-1 スーパーマーケット 322-2861 一般食料品、日用雑貨品

233 グリーンコープ生協いとしま店 糸島市前原東3-2-5 その他小売業 324-4633 食品、雑貨

234 スーパー・キッド前原店 糸島市篠原東3-1-20 ディスカウントストア 321-4141 食品、日用品、家電、酒、薬など

235 スーパービバホーム志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 ホームセンター 327-8211 家庭日用品、園芸用品、大工用品、インテリア、家電等

236 うつわと手仕事の店　研 糸島市志摩初232 雑貨・陶器小売 327-2932 陶器、ガラス、布物

237 エポカ 糸島市前原中央2-1-19 飲食業 323-0648 カクテル、ワイン、パスタ、ピザ他

238 MACARONI 糸島市前原中央1-2-12-1F西 飲食業 324-3332 イタリアン、アルコール

239 池田川薬局 糸島市波多江駅北3-19-20 調剤薬局 323-0301 医薬品
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240 かきのますだ 糸島市二丈福井6067-7 飲食・販売 326-5262 かき

241 ㈲博多海苔 糸島市前原西1-7-20 乾海苔卸売 321-2700 板のり、焼のり、味付のり

242 おもちゃの由比 糸島市前原中央3-7-21 玩具小売 322-2386 玩具

243 柴田商会 糸島市志摩小富士1660-1 船舶修理販売 328-1859 船外機、ボート、自転車

244 ジャムcafe可鈴 糸島市加布里63-74 飲食業 322-5695 コヒー、ランチ、ジャム

245 いと薬局 糸島市高田1-9-15 調剤薬局 324-4607 医療用医薬品、一般用医薬品

246 松尾理髪館 糸島市志摩野北2171-1 理容業 327-0181 理容

247 ぎゃらりー和楽 糸島市二丈深江660 製造小売 090-3664-3751 洋服、バッグ、雑貨

248 ㈲北伊醤油 糸島市志摩船越84 製造販売 328-2204 醤油、ポン酢など

249 朝日寿司 糸島市志摩芥屋893-3 飲食業 328-0555 にぎり、チラシ

250 ハルタ電気 糸島市篠原東2-1-58 家電製品販売 322-5870 家電製品

251 オートサービス計盛 糸島市高上262-1 自動車整備 323-2430 自動車整備

252 Tana　Cafe + Coffee Roasfer 糸島市前原中央3-9-1 喫茶 321-2008 コーヒー豆

253 糸島くらし×ここのき 糸島市前原中央3-9-1 販売 321-1020 （糸島産品）木工、陶芸、雑貨、食品、おかしなど

254 四季旬彩居魚屋　まつげん 糸島市前原駅南2-1-1 飲食業 321-0460 飲食全般

255 寿司ざんまい　伊都前原店 糸島市前原西2-3-6-1F 宅配寿司 323-2223 宅配寿司

256 イオン志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 小売業 330-5020 食料品、肌着、化粧品、日用消耗品

257 庄屋イオン志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 飲食業 327-5262 和食

258 お茶の山口園 糸島市志摩津和崎29-1　イオン志摩店内 小売業（飲食料品） 327-5250 日本茶、珈琲、その他関連商品の販売

259 シャトレーゼ　イオン志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 販売業 327-5552 お菓子

260 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 サービス業 327-5215 クリーニング

261 シューラルー 糸島市志摩津和崎29-1 アパレル 330-5153 衣料

262 地球文化屋 糸島市志摩津和崎29-1 服飾雑貨、生活雑貨 327-5220 バッグ、帽子、くつ、くつ下、洋服、タオル、マット、小物

263 まごころ屋 糸島市志摩津和崎29-1　イオン志摩店1F 飲食店 327-5767 焼そば、広島風お好み焼、たこ焼、回転焼

264 ハニーズ　志摩店 糸島市志摩津和崎29-1　イオン志摩店1F 小売業 327-5302 洋服、雑貨

265 福岡金文堂　志摩店 糸島市志摩津和崎29-1 小売業 327-5260 書籍

266 ㈱エービーシー・マート 糸島市志摩津和崎29-1 小売業 327-5325 シューズ

267 タツミヤ　志摩店 糸島市志摩津和崎29-1　イオン志摩店1F 婦人服 327-5323 婦人服、婦人洋品、小物、雑貨

268 ダイソー　イオン志摩店 糸島市志摩津和崎字宮ノ元29-1 販売小売 080-4836-4461 雑貨、食品

269 カットスタジアム　トミー 糸島市前原中央2-3-30 理美容 322-2078 パーマ、カラー、カット、セット、シャンプー他

270 フラワーショップ　TSUKASA 糸島市神在1390-1　サニー加布里店内 生花店 322-4800 生花切花、鉢花

271 楢崎酒店 糸島市志摩新町434 酒類小売販売 328-2041 酒類全般、タバコ、米

272 ㈲林組 糸島市志摩小金丸1555 土木工事業 327-2607 土工事、外構工事、解体工事

273 伊都安蔵里 糸島市川付882 飲食、物販 322-2222 健康御膳等飲食メニュー、糸島野菜等の産直商品、自社加工品

274 ありあり整骨院・整体院 糸島市前原東3-8-17友池第2ﾋﾞﾙ201 サービス業 321-1055 整体

275 天野屋薬品 糸島市前原中央3-6-45 医薬品販売業 322-2244 医薬品販売

276 古川文房堂 糸島市前原中央3-7-1 小売業 322-1122 文房具、事務用品

277 Bistro＆BeerBar　AMOUR 糸島市前原中央2-3-43　いかづちビル2階 飲食業 324-1511 食事

278 ピザクック前原店 糸島市前原中央2-3-28　山本ﾋﾞﾙ1F 飲食業 324-8885 ピザ、お好み焼き

279 ダイソー　JAポルタ前原店 糸島市前原駅南2-2-1 雑貨販売 331-1911 雑貨

280 あまの歯科小児歯科医院 糸島市前原1813-10 歯科 331-8835 歯ブラシ等口腔ケア用品

281 民宿　食事処　なぎさ 糸島市志摩芥屋865 飲食業 328-2047 定食、海鮮丼等

282 ブランジュリ・ノアン 糸島市篠原西1-9-10 製パン販売 322-6606 パン

283 田中農機商会 糸島市前原東1-7-3 農機具修理販売（事務） 322-2854 農業機械及び関連商品

284 寿し竹 糸島市前原西1-15-16 飲食業 322-6219 寿し

285 シュープラザ糸島前原店 糸島市高田2-2-20 靴小売 331-1185 履物全般

286 御飯屋おはな 糸島市志摩野北2461-2 飲食業、レストラン 327-1117 定食

287 タナカホーム 糸島市前原西4-14-26 建築 321-2737 住宅機器

288 大楠 糸島市二丈福井413-11 パン菓子小売 325-3539 パン、菓子

289 天然酵母パン工房　イチマル 糸島市志摩御床1814-1 パン製造小売 328-0117 パン

290 食工房たまひろ 糸島市志摩井田原55-6 飲食業 327-2143 糸島たこ焼、いとゴンのタマゴ、豚籠包

291 ㈲福ふくの里 糸島市二丈福井6333 小売業（直売所） 326-6886 生鮮食品

292 西松屋チェーン　前原店 糸島市波多江駅南1-6-1 小売業 323-0977 ベビー子供用品

293 シャトーハギワラ 糸島市前原中央1-5-11 洋菓子製造販売 323-5736 焼菓子、カステラ、生ケーキ

294 味の明太子　ふくや　前原店 糸島市前原東2-11-28 その他小売業 322-6550 明太子及びその他食品

295 旅館　玄洋館 糸島市志摩芥屋877-7 飲食店 328-2336 食事及び宿泊

296 筑前海 糸島市志摩芥屋890 旅館業 328-2301 宿泊、飲食代

297 ㈱光自動車 糸島市白糸630 自動車整備 332-1266 自動車修理、車検、整備

298 エヌケイ住宅㈱ 糸島市志摩馬場833-1 建設業 327-5821 新築、リフォーム

299 スナックえみ 糸島市前原中央2-5-14 飲食業 323-1622 酒類
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300 Golf　＆　Bar　Rosa　Brillante 糸島市前原中央2-4-15　Qプラザ2　2F 飲食業 332-8267 シミュレーションゴルフが出来るBar

301 森のお菓子屋　緑の詩 糸島市白糸561 菓子製造 324-3883 ケーキ、焼き菓子、ドリンク

302 白糸うどん　やすじ 糸島市白糸561 飲食業 324-3883 うどん、天婦羅、ドリンク

303 居酒屋　赤ひげ　前原店 糸島市前原中央3-20-39 飲食業 324-6330 焼鳥、一品料理、ドリンク

304 居酒屋　赤ひげ　高田店 糸島市高田1-6-27 飲食業 323-6325 焼鳥、一品料理、ドリンク

305 ヘアーサロン　泉 糸島市神在508-1 理容業 322-0604 ヘアケア、コスメ

306 サンドラッグ南風店 糸島市南風台3-14-42 小売業 329-1510 薬、化粧品、健康食品、日用雑貨

307 中原釣具店 糸島市加布里86-1 小売業 321-3082 釣具、漁具

308 カレー＆カフェ　ココペリ 糸島市志摩芥屋703-5 飲食業 328-1901 カレー

309 ヌルボンガーデン　南風台 糸島市南風台8-2-1 飲食業 330-8802 焼肉

310 ステーキガーデン　風の邱 糸島市南風台8-2-1 飲食業 330-8800 ステーキ、ハンバーグ

311 ㈱旭造園　糸島営業所 糸島市志摩桜井652-1 造園業 332-7528 造園工事他

312 リオネットセンター糸島 糸島市前原中央3-1-29 補聴器小売店 332-2510 補聴器

313 フードウェイ　前原店 糸島市前原東1-6-27 食料品スーパーマーケット 324-6247 生鮮食料品、酒

314 オサダ靴店 糸島市前原中央3-20-32 靴、はきもの 322-2240 靴、はきもの、衣料、修理

315 すし和 糸島市波多江駅南1-9-10マルエイ参番館1F 飲食業 322-0650 すし

316 ヘアープレイス・ショーティー 糸島市川付1010-2 理美容業 323-2011 ヘアーカラー、ヘアーセット他

317 タックルベリー福岡いとしま店 糸島市波多江駅北1-2-2 小売業 331-8020 釣具

318 釜揚げ牧のうどん　二丈店 糸島市二丈福井466 飲食業 322-6111 うどん、そば

319 釜揚げ牧のうどん　周船寺店 糸島市高田4-25-5 飲食業 322-6111 うとん、そば

320 元気くらぶ伊都 糸島市泊765 健康温浴スポーツ施設 331-1000 温浴、岩盤浴、家族風呂、プール、フィットネス、スタジオ、レストラン他

321 いしむら前原店 糸島市前原西1-13-12 菓子販売 321-1262 和洋菓子

322 ファミリーマート糸島加布里店 糸島市加布里49 小売業 321-3090 食品、日用品、お酒、タバコ

323 ファミリーマート糸島神在店 糸島市神在1374-2 小売業 330-7300 食品、日用品、タバコ、お酒他

324 美容室ポエジィー、麦 糸島市前原西1-8-6 美容業 090-2714-6039 パーマ、カラー、ヘアカット

325 業務スーパー伊都店 糸島市高田5-23-1 食品小売 321-2277 牛乳、豆腐、麺等食料品全般

326 ダイレックス前原店 糸島市前原西1-14-1 小売業 331-2877 食品、日用品

327 サイクルショップ小川 糸島市前原中央3-9-32 自転車販売修理 322-2488 自転車、パーツ

328 モンブラン福岡 糸島市高田4-26-21-105 菓子製造販売 324-5528 ケーキ

329 ㈲西川商店 糸島市前原中央2-3-34 プロバンガス販売、器具設置工事 322-2620 プロパンガス、灯油、氷、燃料

330 深江観光ホテル 糸島市二丈深江2128-1 旅館業 325-1238 宿泊、飲食
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