
令和4年度　糸島市商工会プレミアム付商品券加盟店舗（5月11日現在592店舗掲載） 加盟店舗は随時更新します。

事業所名 ひと言PR 事業所名 ひと言PR 事業所名 ひと言PR 事業所名 ひと言PR 事業所名 ひと言PR

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 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 産直きらら 新鮮な野菜やお魚がそろっています。 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 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

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 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 いとしま整骨院 商品券歓迎！！まとめて支払いも可能です。 居酒屋　磯花 生ビール(小）一杯かｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ一杯サービス Fukuoka 加圧 STUDIO-α 生活に運動を取り入れて健康に！

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 伊都ダイニング お風呂とお食事を満喫するならココ！！ ＪＡ糸島　経済部　生活燃料課 柴田商会 L'ARTISTA

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 HINODE 喫茶　純 テイクアウトもお気軽にどうぞ。 TAISHO  COFFEE  ROASTER 二丈深江のスペシャルティコーヒー専門店 松尾建設 見積無料家のことなら何でもご相談ください

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 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ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ㈱みとま花園 花のある暮らしを提案します。 ㈲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。 海扇寿し お待ちしております。

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 ㈲椎葉商会 見積無料お気軽にご相談ください 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 まる五 ラーメンセットのテイクアウト始めました インテリアス

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 株式会社　イシシ 篠原畳・襖店 見積無料！アミ戸の張替致します。 ㈱伊都の宝　うらの牧場 伊都ホットサンド笑顔 地産地消にこだわっています

㈱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います 美咲亭 団体様用の個室あります。ﾃｲｸｱｳﾄできます。 昭和タクシー 信頼と実績、安心・安全のサービス サザンワークス アウトドア用品のお店です。 JASS　一貴山給油所 糸島では数少ない店員給油のお店です

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！ 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。 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。 藤次郎 ７月オープン予定のおにぎり専門店です。 配送センター ご利用は配送センターでの給油のみです。

ＪＡ糸島　産直市場　伊都菜彩 糸島の大地そのままいっぱい coumebakery（ｺｳﾒﾍﾞｰｶﾘｰ） 毎日食べても美味しいものを志すパン屋です 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。 大庭旅館 商品券５枚使用で朝食付宿伯のおもてなし 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

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。 スナックえみ 不定休 ㈲博多海苔 １個からでも、小売も贈答用も承ります。 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

スーパー・キッド前原店 店内、全ての商品にご利用できます。 BanZo ピザとパスタのお店 ヘアーサロンもとおか 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コープ前原駅南 皆様の食卓をAコープが応援します！ beauty  salon La beaut’e  ハーブピーリング 肌再生改善専門サロン 畠中技工 伝統工法から最新工法まで 吉岡製作所 全額商品券使用での高圧ホース製作１０％引

Aコープ志摩 皆様の食卓をAコープが応援します！ たたみの神田 畳の事ならおまかせ下さい。 童夢の森　本店 商品券使用でポイント2倍 ダイレックス前原店 三苫洋蘭園 農場より全国へお届け致します

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 糸島正キ　南風台店 お中元など大切な人への贈り物に 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 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

カフェギャラリーひまわり 飲食　小物　雑貨色々あり 科学工房未来 実際に抱っこしてみてね。ご連絡下さい。 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 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！ 鍼灸しずいろ 女性専用（肩腰頭痛・妊活・更年期など）

岡﨑建設 一力寿司 寿司、おもいで屋、鯛らーめんでも使えます オレンジゴルフ前原 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」

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 進藤商会 砂・砂利・真砂土、御売！！ シュープラザ糸島前原店 ｱﾌﾟﾘ登録で1100円以上の品10％OFF

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！ コーヒーハウス アクアマリン イトシマ 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！ でんきのまつお お客様のお困りごと決定します。

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。 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 ㈲冨岡木材店 お見積等お気軽にご相談下さい。 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。

㈱髙江美装 室内やエアコン清掃など受け付中！見積無料 COFFEE　UNIDOS スナック　ぽぴー Gold＆ピンクステッカー認証店です♪ 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

旨海寿 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 居酒屋丸五 個室あります。 エポカ テイクアウトにもご利用できます。

いきさん自動車 おまちしております。 CPサロン　Shin 新規ご入会の方にお得な特典あり。 DOUBLE=DOUBLE FURNITURE オーダー家具、器、カトラリーの製作販売 ㈱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

小西自動車鈑金塗装 車の事なら何でもご相談下さい。 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 LINDA前原店 アットホームなお店です！ 高鍋自動車 １級整備士におまかせ下さい

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 建具屋すぎお 網戸はりかえ！一軒まるごと３万円！ 行政書士　大野事務所 お気軽にお問い合わせ下さい 桜井造園 雑草にお困りの方、ご相談ください。

九州オートサービス 居酒屋　鷹将 暑い夏は生ビールで乾杯！お待ちしてます！ 佐藤建設 住まいの事なら何でもご相談ください Hair Salon DOT　 髪のお悩みはドットまで！

㈱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！！ 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 荒崎BPワークス 車の板金塗装専門店です。見積無料です。 ㈱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

美容室コア 商品券使用でポイント2倍プレゼント 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！！ ㈱山下工務店 小さなことでもお気軽にご相談ください 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

㈲ミツル醤油醸造元 皆様のご利用、お待ちしています。 吉積米穀店 こだわりのお米体にやさしい自然食品の店。 いとしまコンタクト まとめ買いで更にお得です‼ 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

㈲大石金光堂 本のお取り寄せ、スピードアップ！ 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。 いとしま整体処　凪 どんな痛みも楽にします。 ㈱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

うぐいす座 宿泊・コーヒー豆・ハンドメイドハンモック ㈱藤栄建設 お気軽にご相談ください MACARONI ランチ～ディナーまでイタリアン楽しめます 坂本モータース チケット使用で工賃１０％引き

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 CPサロン　未来 マスクによる肌トラブルお任せ下さい。 SNACK  Luna hairplace　Shawty 男性も女性もご来店お待ちしております！

ホームズ 敷地内にあるもの全てのご相談受付けます！ ㈱西工務店 お住まいの事なら何でもご相談ください 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 ㈱ｻﾝﾏﾙｸｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ ハウスクリーニングの事なら当社にお任せ！

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。 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！ 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。 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

THALIA COFFEE ROASTERS 商品券使用でポイント２倍 ビーチ食堂　Mr.BEACH お得なＴakeoutも御座います。 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。 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

スナック　姉妹 商品券使用で粗品差し上げます。 大江進物店 商品券ご利用で商品１割引 ㈱三坂自動車 商品券・ペイペイ支払いOKです。 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

おかず屋　ゆう １５時より営業しています。 伊都ライフケア 商品券ご使用で介保対象外の商品２０％ＯＦＦ ㈱重富印刷 店頭にて商品券使用の方に粗品プレゼント 永田製材所 どなたでも木材買いに来てくださいね。

㈱HANABUSA まごころで皆様のお手伝を致します。 ㈲藤田ラジオ店 anniversary～永遠 記念日や祝い事に永遠のコース料理で 徳永工務店 住宅の新築、リフォームご相談下さい

aloha café stand と金 おいしく、たのしく、じみぶかく 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 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。

㈱水栄設備 見積無料お気軽にご相談ください 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！ スナック（緑）グリーン 安心安全もっとうに！ 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！

英のれん まごころで皆様のお手伝を致します。 癒し手　もんじゃる 健やかな暮らしを応援します♪ 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 とうふ家　酒瀬川 豆腐料理各種そろえております。

Green まごころで皆様のお手伝を致します。 ㈱髙木建設 車庫・庭他外構工事等お気軽にご相談ください 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。 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！

H1　surf グローウェルカフェ おさつポーク専門店！ 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 焼き肉辛麺よしまる 商品券使用で、替玉１杯無料

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 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 長浜ラーメン妃 テイクアウトにも使えます 岡﨑建設 気軽にご相談下さい。

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。 ㈱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 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 ハーモニー 電話で予約、おいしいお弁当をお届けします

㈲高田自動車整備工業 車の事は何でもご相談して下さい。 相田鮮魚店 鉢盛・弁当配達致します。 モノゴコチ 生活に心地いい雑貨を取り揃えております。 g.o.d 手作りタルトが人気です。

前原自動車 ヘアーサロンオオバ bistro vines（ﾊﾞｲﾝｽﾞ） 香ばしいそば粉のガレットが人気です。 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。

HACHIDORI お気軽にご利用下さい 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 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。 中華こうよう 担々麺、中華料理を楽しめるお店です。

㈲末永工務店 見積無料　お気軽にご相談ください フラワーショップTSUKASA お気軽に、ご来店下さい。 ㈲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。 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

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。 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!! 伐採屋　コーリン 木一本からでも伐採いたします 居酒屋いち テイクアウト出来ます

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

【中小規模店舗】(全ての商品券が利用可)

≪4/28～5/11までに追加登録された店舗≫
【大型店舗】(全加盟店舗共通券のみ利用可)

≪5/12～5/18までに追加登録された店舗≫

【大型店舗】(全加盟店舗共通券のみ利用可)

≪5/12～5/18までに追加登録された店舗≫


