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医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え

ドラッグストアモリ　浦志店

極旨肉のステーキと糸島野菜を絶景とともに

上質なお肉をぜひヌルボンで！

地域のお客様のご要望にお答えします。

個室完備で安心してお食事が楽しめます。

個室完備のうどんの美味しい居酒屋です。

電話で予約、おいしいお弁当をお届けします

季節の糸島野菜を利用したビュッフェです。

とんかつ濱かつ福岡前原店

居酒屋　赤ひげ　前原店

笑顔でがんばります。よろしくお願いします

素食カフェ・天然石ブレスレット　つどい

リンガーハット福岡前原店

おかず屋　ゆう

ハーブガーデン プティール倶楽部伊都国

アンローザ

ワンプライスで豊かな暮らしをご提供します

安全・安心をお届けする当店でお買物を！！

２４時間営業。アミ・沖アミ常時解凍。

エブリデー・ロー・プライス

エブリデー・ロー・プライス

居・食・菜　仙石

ドライブイン鳥　糸島店

㈱うちだ屋　前原店

糸島からあげ大地

ピザクック前原店

皮から手作りのぎょうざを御賞味下さい

ミセスファッション取り揃えております。

熱々の美味しいチャンポンを提供

１５時より営業しています。

洋風オードブルにお使い頂けます。要相談

サイフォンで淹れたコーヒーとお食事のお店

お昼の定食もあります。

【大型店舗】(全加盟店舗共通券のみ利用可) 【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

㈱グッデイ加布里店

ひと言PR 飲食店
事業所名 ひと言PR

事業所名

ホームプラザナフコ　前原店

サニー　前原店

サンドラッグ南風店

ベスト電器　前原店

サニー　加布里店

紳士服フタタ　前原店

ＪＡ糸島　アグリ店舗

地域に根ざしたお店をめざしております。

メンズ・レディス幅広く取扱っております。

加盟店舗は定期的に

更新します。

【お問い合わせ】

糸島市商工会

092-322-3535

https://ishokokai.net/

詳しくは糸島市商工会

ホームページをご覧下

さい。
Aコープ志摩

ダイソーイオン志摩店

イオン志摩店

つり具のまるきん　糸島店

ホームプラザナフコ　二丈店

㈱マルキョウ　深江店

二

丈

志

摩

前

原

令和３年度

糸島市商工会

プレミアム付商品券

加盟店舗一覧表

（4/23現在383店舗掲載）

ココカラファイン波多江店

生鮮市場　マルコーバリュー

Aコープ前原駅南

岩田屋　前原サロン

フードウェイ前原店

㈱マルキョウ　ニュー前原店

ドラッグストアモリ　前原店

ドラッグストアモリ　荻浦店

肥料、農薬の事はアグリにお任せ下さい！

糸島の大地そのままいっぱい

書籍、文具のお求めはぜひ当店で！！

一般のお客様大歓迎!!ぜひ一度お越し下さい!!

ＤＩＹ・園芸・ペット用品のご相談承ります

エブリデー・ロー・プライス

エブリデー・ロー・プライス

エブリデー・ロー・プライス

エブリデー・ロー・プライス

ディスカウントドラッグコスモス　波多江駅店

ディスカウントドラッグコスモス　糸島店

元ひとつ星レストランフレンチシェフが調理

おいしい食事とわらびもちのお店です。

海を見ながらお食事ができます。カレー＆カフェ　ココペリ

医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え

医薬品、化粧品、食品、酒等豊富な品揃え

日曜祝日限定の台湾モーニングでもご使用可

お得な商品券で気軽に焼き鳥をどうぞ！

おいしーいたい焼きあります！

コロナ対策を徹底し営業しております。

「やき鳥一番鳥めし二番」ご家族で仲間で！

おうちが１番！　うちだ屋２番！

あげたてのからあげご準備しています！

おいしさ宅配♪

お買い物のお悩みは当店までご相談下さい

皆様の食卓をAコープが応援します！

前原サロンが暮らしのヒントをお届けします

商品券の枚数分値引きサービス

皆様の食卓をAコープが応援します！

焼肉はなふさ

台湾餃子坊　孫悟空

やきとり大作

パスタ・グラタン・ピザ等、ご提供致します。

ぜひ食べに来て下さい！！

記念日や祝い事に永遠のコース料理で

ローストビーフ丼が、おすすめです!!

個室完備・感染症対策バッチリです。

Tａｋｅ　ｏｕｔはお電話でも受付しております

ナポリピッツァや本格的なパスタを前原で！

小麦屋GIOGIO

寿司・活魚料理　玄海

中華料理　龍上

アニバーサリー～永遠

㈲ゆうき 肉×肉 MAKOTO

食処はる

BanZo

カフェ＆バル フェリーチェ

美咲亭

事業所名 ひと言PR

居酒屋　赤ひげ　高田店

ハーモニー

太陽の皿

糸島レストランAMOUR

田園茶屋　いとわ

こんあんこ

サウンド フラッシュ糸島店

ステーキガーデン風の邱

ヌルボンガーデン南風台店

天橋天

志

摩

前

原

ディスカウントドラッグコスモス　加布里店

ディスカウントドラッグコスモス　浦志店

ディスカウントドラッグコスモス　南風台店

積文館書店　前原店

業務スーパー伊都店

月曜・火曜ポイント4倍セール！

家電～リフォーム迄お気軽にご相談ください

ＪＡ糸島　産直市場　伊都菜彩

ディスカウントドラッグコスモス　前原店

㈱マルキョウ　高田店

志

摩

糸島食堂ほもり　

海の家　朝日屋

いけす　てら崎

グローウェルカフェ

Itoshima Burger  café goofy

ベーカリーレストラン カレント

ろばた焼　酔々亭

地元食材にこだわったメニューです。

レストランカフェ Bea Sun　

うなぎ　初

アッカプントエッフェ

いなほ焼き　ＪＲ筑前深江駅前店

旬菜工房　きらら庵

4分33秒食堂

お弁当の妃

海扇寿し

まごころ屋

庄屋　イオン志摩店

はれるや

海の見えるイタリア料理とワインの宿です。

手に持って食べれる、お好み焼き風回転焼き

ラドン温泉とおいしい食事でストレス発散！

古民家で多国籍料理。ランチは週替わり。

テイクアウトにも使えます

二

丈

テイクアウトも出来ます。大歓迎です。

牛肉100%手ごねハンバーグが人気です。

活鰻を使用しています。どうぞご来店下さい。

地元食材を使った手作りの料理をご提供

学生割引あります。

おさつポーク専門店！

糸島野菜と牛１００％使用のハンバーガー店

ランチ、出前でも使用できます。

お持ち帰り　いかがですか！

おいしさと豊かさの未来へ

糸島のお食事処！ご来店お待ちしております

海が目の前に広がる絶好のロケーション

ミシュランビブグルマンを２期連続獲得

お気軽にお使いください。

タイ料理　ドゥワンチャン

手打蕎麦すみくら

ウッチーノ食堂

焼肉・BBQ・牡蠣
炭火焼いとしま

千龍丸

かきハウス　もっくん

志

摩

飲食の方商品券１枚に冷凍赤エビ１尾ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄかきのますだ

ラーメン
一九ラーメン・いち里

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

漁師直送！新鮮な魚の干物を提供いたします

ケンちゃんカキ

カキハウス　正栄

マルハチ　引津丸

豊漁丸

みわちゃんカキ

長浜ラーメン妃 テイクアウトにも使えます

土日限定豚骨スープで作ったカレーあります

四季旬彩居魚家　まつげん

居酒屋しょう吉

焼鳥居酒屋　朱雀城

焼とり　雲海

居酒屋　さんしゅう

焼き鳥魁

いとしま串かつ幸

前

原

スナック

アットホームで落ち着いて飲めるお店です。

服部屋

コーヒーハウス アクアマリン イトシマ

徳栄丸

和牛Ａ５ランクフェアー実施中

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

船越のカキ小屋です。１０月オープンです。

商品券使用でドリンク一杯サービス♪

5,000円以上のご利用で500円OFF

テイクアウトにも使えますスナック妃

喫茶・カフェ・バー

加盟店募集中！！

新鮮釣魚を是非食べに来て下さい。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

「テイクアウト」出来ます。

ご来店お待ちしております。

当店アプリダウンロードでプレゼント有ます

victoria

スナック　千賀

スナック　姉妹

スナック　ぽぴー

villa725（ビラナナニーゴ）

前

原

商品券使用でカラオケ無料

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

飲食店 居酒屋・焼鳥 パン・菓子

TABI café

カフェ・アルカネット

前

原

志

摩

美味しいお水と淹れたてコーヒーを～

駅構内で販売しております。

糸島の食材をふんだんに使っています。

オフィスパルの旅行代金でも利用可能

軽食喫茶　お茶まろ

むっちゃん前原店 前原駅販売所

南風茶屋

天然酵母パン工房イチマル

ベーカリー　クラウド

すし廣

加布里で創業50年以上の仕出し屋

お食事の他出前お持帰りにもお使い頂けます

出前承ります。

商品券3枚以上使用で、デザート1個サービス

お寿司7000円以上注文の場合1000円引

新鮮な寿しを安心価格でお召しあがり下さい。

すし御料理など必要な時はぜひご利用下さい。

すし

志

摩

前

原

鮨割烹　ふるかわ

寿司・和食　侍

すし勝

旨海寿

すし和

伊都の寿司　にし川

朝日寿し

うどん・そば
白糸うどん　やすじ 打ち立て・ゆでたて・揚げたての最高の一杯

ケーキハウストミタ

スコーン専門店キナフク

ANALOG CRAFT CHOCOLATE

千鳥屋本家　前原店

むっちゃん万十 前原店

納冨商店

㈱千鳥饅頭総本舗 前原店

フレッシュベーカリー 麦パン

つまんでご卵ケーキ工房

ドラッグストア・薬局
㈲糸島薬局

天野屋薬品前

原

桃太郎本舗糸島

ご縁もち

美味しいケーキを作ってお待ちしております。

心をこめて!!安心安全なケーキを作ってます

スコーンのイメージ変えてみませんか？

自家焙煎カカオ使用のチョコレート専門店

昔ながらの千鳥饅頭♪使用でポイント２倍！

あなたの町のおやつの店！店内飲食可能です

金曜日販売のよもぎ餅は、人気商品です。

商品券ご利用でチロリアン１本プレゼント！

60種類のパンを車に載せて販売中！

美味しいスイーツともにお待ちしてます

国産小麦と天然酵母でパンを作っています

商品券で1000円以上お買い上げで菓子パン１個

商品券使用で値引きします

前

原

志

摩

二

丈

後藤屋

モンブラン福岡

マツモトキヨシ前原店

とみおか薬店

二本木薬品

ふくよし薬局

健康相談、漢方薬での対応ができます。

クスリ・ヒノキ肌粧品・漬物の素売れてます

アプリ会員新規登録で割引クーポン券発行！

健康と美容のご相談は当店まで

健康に関するご相談お受けしています。

商品券利用でポイント5倍！！

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。

Ａープライス前原店

コンビニエンスストア
酒類、青果、食品、雷山地豆腐取扱い店

中村屋自家製の漬物が好評です。

CVS　有田屋

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 中村屋

お得なＡ－プライスアプリをご利用下さい。

お茶・コーヒー
㈱お茶の山口園 三千円以上でご自宅までお届け致します。

酒

前

原

川久保酒店 商品券使用で日本酒５％、ワイン10％オフ

㈲白糸酒造 糸島産山田錦を使った清酒をそろえています。

あんくるふじや前原店

ビアシティ 江川酒販㈲ 輸入ワイン３％ＯＦＦ

酒屋　いとう宿泊
翼宿ゲストハウス 糸島観光、移住相談、農業体験～どうぞ！

志

摩

初音旅館 お食事・ご宿泊・仕出し料理など対応可能

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 寝具
寝具のオサダ 商品券ご使用で５％ＯＦＦ

わたなべふとん店 羽毛ふとんリフォーム　綿ふとん打ち直し
前

原
藤田ふとん店 お気軽にお越しください。

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。

辰己屋酒店


