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㈲高田自動車整備工業 車の事は何でもご相談して下さい。

石志自動車整備工場

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

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！

㈱保利建設社 家の事なら何でもお気軽にご相談下さい。

㈲後藤陶業 お気軽に御相談下さい。

㈱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

中村タイル工業 DIYや日曜大工のサポートもしています。

お見積りなど、お気軽にご相談ください。

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

タイヤセンター ナカニシ

志摩モータース

㈱TANAKA　HOME

㈱舘ホームサービス

タイヤのことならお任せ下さい！

志

摩

武建設 この機会にリフォームいかがでしょうか！

小池住宅産業㈱ 快適な住まいを提案します。見積無料！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！

㈱へいせい

ハニー東京 工場店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！

水まわりの改修には、住宅改修給付金制度有

ハニー東京 ポルタ店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！

㈲末永工務店 見積無料　お気軽にご相談ください

お住まいの事ならへいせいにお声掛け下さい

ハニー東京 波多江店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！

ハニー東京 前原本店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！ 松吉建設㈱ リフォームから新築まで何でもご相談下さい

One Smile

㈱伊都住建 住宅リフォーム、お気軽にご相談ください

幸田畳店

三兄建設 お気軽にお声かけください。

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

㈱髙木建設 車庫・庭他外構工事等お気軽にご相談ください

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。

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。

藤原建設 この機会に家の修理などはいかがでしょうか

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。

進学塾　学び舎 ご使用の際は、お気軽にご相談ください！

宮本建設

関工務店

メガネ・補聴器のひとみ堂 商品券使用で５％ＯＦＦ

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。

見積無料家のことなら何でもご相談ください

㈱西工務店 お住まいの事なら何でもご相談ください

熊澤建設㈱

㈱へいせい

篠原畳・襖店 見積無料！アミ戸の張替致します。

林板金事業所

包幸建設 小工事からご対応します。

木下建具店

ひと言PR

いとしまコンタクト まとめ買いで更にお得です‼

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

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。

ジェムクラブタイランド

いとのもりのおうち 教室（洋裁お菓子料理編み物）雑貨野菜販売

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。

前

原
糸島美咲塾 商品券の利用で、ご入塾時の月謝が無料！

マキゾノ時計店 信頼と技術で４５年。お気軽にどうぞ！

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

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

不動産

(資)小林文機 文具に限らずチークマスク揃えています

造園工事

専門食品販売店
事業所名 ひと言PR

㈱三坂自動車 真心が届くサービスを心がけています！

中村自動車販売

NSカーショップ 車の事なら何でもご相談ください。

車のお悩みは当店まで

松本自動車 オイルのメンテナンスお任せください！

㈱髙城自動車 商品券使用で５％OFF見積無料代車無料！

重元自動車整備工場

藤田タイヤサービス タイヤ無料点検実施中！！

山下自動車 信頼の技術とサービスでお待ちしてます。

福井モータース㈱ 車のお悩み、ご相談はお気軽に当社まで。

イエローハット　前原店 タイヤ買うならイエローハット！！

事業所名

㈱やますえ 商品券５枚以上使用で鯛茶漬２食プレゼント

ガレージ　フジノ 車のことならおまかせください

平田餅店

前

原

吉住米穀店 自家精米の店　灯油・米の配達しています。

お祝い用その他各種お餅、少量より承ります

㈲カノオ醤油味噌醸造元

山下食品

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

醤油、味噌、麹、甘酒を販売しております。

三島商店 糸島産の米取り扱っています。

ビューティーサロン木下

オサダ靴店 足のお悩みアドバイス。靴・はきもの修理の店

Beauty Salon Rion

家具、家電品のリサイクルショップ」です。

衣料・呉服

美容室・理容室

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！

エディオン美咲が丘店

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

前

原

㈲榎本電機

エディオン大型店と同じ価格です。

㈱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！！

前

原

一番田舎 商品券３枚以上使用でポイント２倍！！

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！

電化製品

事業所名 ひと言PR

産直市場・直売所・お土産品

事業所名 ひと言PR

二

丈

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

二丈赤米産直センター 山つきの美味しいお米を搗きたてで販売中

ほったでんき お気軽にお問い合わせください。

糸島ファームハウス UOVO 卵・スイーツ・野菜等色々揃った直売所です

田中電機 お気軽にご連絡ください。

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。

ハルタ電気 家電製品のことなら当店まで。

福岡金文堂　志摩店 ご来店お待ちしております。

Teez 商品券ご使用で小巾着袋プレゼント！

Handmade House ハンドメイドのアクセサリーや雑貨を販売

盆提灯と節句人形を取り扱っています。

リサイクルマート糸島店

お花のギフトならおまかせください

カットショップ　ヤマサキ ｏｔｏｎａｒｉｱﾌﾟﾘもりようできます。

商品券2枚以上使用でトリートメント無料

松尾理髪館 髪型ご相談ください

商品券使用でプチスパ施術プレゼント☆

時計・宝石・眼鏡・補聴器

有田泰和建設

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。

Hair Salon DOT 髪のお悩みはドットまで！前

原

さわや館 清潔、丁寧、お待たせしないがモットーです。

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

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

ハニー東京 荻の浦店 衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！

㈱糸島住設

見積無料お気軽にご相談ください

二

丈

㈱長田百貨店 紳士・婦人服・肌着など販売しています。

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

古川写真館

自動車・バイク

美容室　ポエジィー　井原店

本店伊都菜彩以外手に入らないｌこだわり漬物。

㈲博多海苔 １個からでも、小売も贈答用も承ります。

楢﨑米穀店

生活・趣味・娯楽

二

丈

いとしま豚のお店BuuBu ポイントカード始めました。

㈱マツフジ ミニボトルギフトセットございます。

塩と発酵の店かもすてらす 3年熟成天日塩とこだわりの発酵商品

「かぶらや」若林商店

前

原

㈱紅屋

麦　Style 商品券2枚以上使用でトリートメント無料

大江進物店 商品券ご利用で商品１割引

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

Hair Design 麦（むぎ） 商品券2枚以上使用でトリートメント無料

昭和タクシー 信頼と実績、安心・安全のサービス

商品券ご利用で証明写真割引あり

ABC-MART TV・雑誌でも話題の靴をご用意してます。

前

原

オレンジゴルフ前原

㈲ゆうき 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

ヘアサロン　よりみち 男性・女性カット・顔そり・エステ

㈲亜細亜タクシー ウイルス対策全車両対応してます。

前

原
長田帽子店 帽子、傘、ツエ、ステッキの専門店です。

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

藤田洋品店 お気軽にお越しください。

前

原

㈲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

モーダマスダ

㈱友池金物店

㈱伊都プランニング

呉服のオサダ 着物診断承ります。お気軽におこしやす!!

志

摩

㈲大櫛石油店　志摩給油所

藤田学生服専門店 お気軽にお越しください。

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。

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

芥屋ゴルフ倶楽部

Coco.kina 着やすさを重視した服を揃えています

オフィスパル 旅行代金の他ＴＡＢＩｃａｆｅでも利用可能

志

摩

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！

コロニーサーフ 10枚以上使用でWAX1個プレゼント！

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

整骨院・美容・健康・温浴施設
サザンワークス アウトドア用品のお店です。

糸島では数少ない店員給油のお店です

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！

配送センター ご利用は配送センターでの給油のみです。

タツミヤ ミセスの婦人服、ゆったりサイズもあります

ＫＢＣオーガスタ開催コース

フィットネス・スイミングスクール

前

原

キングス ジム ダイエット体力作り等楽しく行えます。

CPサロン 未来 マスクによる肌トラブルお任せ下さい。

CPサロン Varnish 商品券使用でミニハンドクリーム１個進呈

CPサロン Shin 商品券ご使用でハンドクリームプレゼント

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！！

雑貨・クラフト

糸島健康ダイエット 商品券使用で、ダイエットバープレゼント！

志

摩

クリーニング

㈱ナガセビューティケア 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

前

原

㈱松浦商会

むらかわ整骨院 商品券使用の方に特別メニューがございます

㈲西川商店

ガス

前

原

全て手作業での革製品を提供しております。

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

二

丈

いとしま整骨院 商品券歓迎！！まとめて支払いも可能です。

JASS　一貴山給油所

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

前

原

行政書士 大野事務所 お気軽にお問い合わせ下さい

handmade shop mia 可愛いハンドメイドアクセサリーを販売中

行政書士 住吉健一事務所

ガス器具購入の際ご利用下さい

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！

相続や交通事故等、いつでも相談無料です。

衣類の抗ウイルス加工、好評受付中！

ヤマダグリーン 新築外構リフォーム工事等お気軽に御連絡。

畳・襖・建具

前

原 建具屋すぎお 網戸はりかえ！一軒まるごと２.８万円

POWDER リネン服やアロマサシェ等かわいい雑貨の店

見積無料お気軽にご相談下さい

吉清教材店 小学校・中学校の学用品はぜひヨシキヨで！

田中畳店 畳の事なら何でもご相談を。

親切、丁寧に。金額等ご相談に応じます。

地球文化屋 可愛い雑貨にナチュラルな洋服のお店です。

たたみ屋　はらだ 畳、襖、障子工事!!和紙取り扱ってます♪

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！

文房具・本
前

原

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

税理士・行政書士

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

㈱みとま花園 花のある暮らしを提案します。

志

摩

建設・住宅リフォーム・設備関連

前

原

小さなことでもお気軽にご相談ください

身体の姿勢でお悩みの方ご相談ください

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

ヘアーサロン泉 商品券利用でポイント２倍

ワン・ツウ・スポーツクラブ中央

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

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！

リサイクルショップ サイクル 珍品をお探しの方必見！！

ハニーワンドリー 前原店

二

丈

花・植物

前

原

花のマキゾノ

Ｕ・Ｓ自動車

㈱山尾モータース

㈲新生モータース

井手モータース

車のことならお気軽にご相談下さい。

車検・整備・販売承ります。

お見積無料。お気軽にご来店下さい。

車の販売・車検整備等何でもご相談下さい。

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。

学習塾・教室

志

摩 たたみの神田 畳の事ならおまかせ下さい。

治療室ふくろう。

お気軽にご相談ください

靴・履物

新築もリフォームもご相談下さい。

見積無料　お気軽にご相談ください！！

お家に関することならお気軽にへいせいへ♪

商品券使用で５％ＯＦＦ致します。

小さな修理からお使いいただけます

㈱山下工務店

松尾建設

エヌケイ住宅㈱

㈲河上設備

㈱藤栄建設

御見積無料お気軽に御相談ください。

建築リフォームの相談何でもご相談を！

住まいの事なら何でもご相談ください

見積無料お気軽にご相談ください

佐藤建設

㈱雅住建　糸島支店 プチリフォームからご対応致します。

㈲椎葉商会

敷地内にあるもの全てのご相談受付けます！

㈱朝日商会 水回りのＤＩＹ等、お気軽にご相談ください

建秀ブロック㈱ 各種ブロックの製造から責任施工まで

ホームズ


