
糸島市観光協会　九大会員特典一覧  ２０２１年３月１日現在

業種 店舗名 電話 住所 営業時間 定休日 特典内容 対象者 利用条件 店舗からのコメント

宿
泊
施
設

糸島ゲストハウス
前原宿ことのは

090-
7291-0767

糸島市前原中央
2-1-21
駅前ビル4F

24時間営業

チェックイン：16:00〜22:00
チェックアウト：10:00

年中無休 宿泊料５％割引
九大会員本人
及びその同伴者

・会計(利用)時に会員証を提示し、特典を利用する
　旨を申し出てください
　（会計後の特典割引は不可）
・満室等によりご案内いたしかねる場合あり

『ことのは』には、「事の始
まり」「古都の始まり」「世
界の言の葉が出会う場所」の
意味が込められています。
糸島観光・移住等のご相談乗
ります。

釣
り
具
店

つり具のまるきん
糸島店

092-
325-8088

糸島市二丈上深江
973-1

24時間営業 年中無休
会計金額から５％割引
（但し、特価商品・セール商品・
　修理品は除く）

九大会員本人
・会計(利用)時に会員証を提示し、特典を利用する
　旨を申し出てください
　（会計後の特典割引は不可）

福岡県の釣り・道具のことな
らおまかせください。
最新情報、オススメの釣り具
についてスタッフにご相談く
ださい。

カ
フ
ェ
・
喫
茶

TABI＋Cafe

092-
332-8515

糸島市志摩久家
21-4

12:00〜日没（18:00頃） 不定休
1,000円以上のご注文代金から
１０％割引

九大会員本人
・注文時に特典を利用する旨を伝え、会計時に
　会員証を提示してください
　（会計後の特典割引は不可）

旅行会社が運営するカフェで
す。
糸島の案内はもちろん、世界
の旅プランを添乗員の資格を
持つスタッフがご提案いたし
ます。

結
婚
相
談
所

ふくおか縁結び倶楽部

090-
9577-7424

糸島市前原駅南
2-10-7
(カフェReiki内)

11:00～19:00 木曜日
入会金（通常30,000円＋税）を
無料

九大会員本人
・入会申込時に会員証を提示し、特典を利用する
　旨を申し出てください

ふくおか縁結び倶楽部で本気
の婚活はじめませんか！
本気のご縁、引き寄せましょ
う。あなたの人生を豊かにす
る結婚への第一歩を応援いた
します。

体
験
工
房

アロマの工房
香の宮

092-
327-2964

糸島市志摩小金丸
1763-1

10:00～17:00 月・火曜日 商品購入金額から５％割引 九大会員本人

・会計時に会員証を提示し、特典を利用する旨を
　申し出てください
　（会計後の特典割引は不可）
・一部対象外商品あり
・体験教室は特典適用対象外

目の前の畑で育てたハーブな
どの糸島の植物を原料とした
アロマを作る工房です。
天然素材で作った虫除けスプ
レーなども販売しておりま
す。

日
本
酒
・
蔵
元

白糸酒造

092-
322-2901

糸島市本1986
8:00〜17:00

※酒蔵見学は受付けておりません
不定休

店頭購入時の会計金額から
５％割引

九大会員本人

・会計時に会員証を提示し、特典を利用する旨を
　申し出てください
　（会計後の特典割引は不可）
・特別催事（蔵開き等）期間中は特典利用不可

白糸酒造のこだわりは、豊か
な自然風土に恵まれた地で、
地元の米で酒を醸し、安政
2(1885)年から守り続けて
いる「ハネ木搾り」という上
槽法でやさしく搾っていま
す。

イ
タ
リ
ア
ン

レ
ス
ト
ラ
ン

ｅｐｏｃａ

092-
323-0648

糸島市前原中央
2-1-19

18:00～25:00（翌1:00） 日曜日 会計金額から５％割引
九大会員本人
及びその同伴者

・注文時に特典を利用する旨を伝え、会計時に
　会員証を提示してください
　（会計後の特典割引は不可）
・一部対象外メニューあり
・満席・貸切り等によりご案内いたしかねる場合
　あり

バーテンダーの弟とシェフソ
ムリエの兄で経営する、女性
お一人でも気軽に立ち寄れる
イタリアンダイニングバーで
す。

カ
フ
ェ
・
喫
茶

RUSTIC BARN

092-
331-7755

糸島市志摩桜井
5618

12:00〜19:00 火曜日 会計金額から５％割引
九大会員本人
及びその同伴者

・注文時に特典を利用する旨を伝え、会計時に
　会員証を提示してください
　（会計後の特典割引は不可）
・満席・貸切り等によりご案内いたしかねる場合
　あり

花と緑がいっぱいのカフェ
RUSTIC BARN（ラス
ティックバーン：田舎のひな
びた小屋という意味）へよう
こそ。ちょっと懐かしい気分
になれる、心なごむ時間を満
喫してください
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業種 店舗名 電話 住所 営業時間 定休日 特典内容 対象者 利用条件 店舗からのコメント

宿
泊
施
設

僧伽小野 一秀庵

092-
328-3938

糸島市志摩久家
2143-2

日帰りプラン 11:00～
ランチ 11:30～
ナイト 16:30～22:00

チェックイン：15:30～
チェックアウト 10:00

不定休

コース料理を九大会員様向けに
グレードアップ

★5,500円（税別）コース
【通常】糸島鶏
　→【会員特典】糸島牛
★6,500円（税別）コース
【通常】お造り3点盛
　→【会員特典】お刺身5点盛
★7,500円（税別）コース
【通常】旬の椀物
　→【会員特典】鮑入りの椀物
★10,000円（税別）コース
【通常】旬の椀物、旬の土鍋御飯
　→【会員特典】鮑入りの椀物、
　　　　　　　　料理長特製土鍋御飯

九大会員本人を
含むご家族
（最大6名まで）

・予約時に特典を利用する旨を伝え、当日会員証を
　提示し、特典を利用する旨を申し出てください
　（会員証未提示は特典適応不可）
・その他特典、優待との併用不可
・満室、貸切り等によりご案内いたしかねる場合
　あり

僧伽小野は、食事処「一秀
庵」と一日限定二組様のお宿
です。
糸島の内海に面し、この地で
しかできない“おもてなし”
と、四季折々の懐石料理をお
楽しみください。

飲
食
店

活魚茶屋 ざうお本店

092-
809-2668

福岡市西区小田
79-6

月～日、祝日、祝前日
11:30～22:00 （料理L.O. 21:00
ドリンクL.O. 21:00）
詳細はお問い合わせください。

詳細はお問い合わ
せください。

①5,000円以上ご注文いただいた
グループにヒラメ１匹サービス
②10名以上のグループでの宴会ご
利用で、幹事１名無料

①九大会員本人を含
むグループ
②九大会員本人を含
む10名以上のグ
ループ

・特典①は、注文時に「九大会員特典の利用」の旨
を伝え、九大会員証をご提示ください。
・特典②は、予約時に「九大会員特典の利用」の旨
を伝え、当日九大会員証をご提示ください。
・特典①、特典②との併用不可
・その他特典、優待との併用不可

当店は、玄海の大海原を望む
ビーチの真ん前にあり、明る
く開放感のある店内から海を
一望することができます。当
店で新鮮な魚介、旬の味を是
非お楽しみください。
宴会でご利用する場合、福岡
市内・糸島市内なら送迎もで
きますのでご相談ください。

飲
食
店

ハーバーハウス
バーベキューガーデン

092-
809-2989

福岡市西区小田
79-6

【夏期】6月1日～9月30日
　　　　10:30～21:30
　　　　（L.O. 21:00）

【その他】10月1日～5月31日
　　　　10:30～18:30
　　　　（L.O. 18:00）

詳細はお問い合わ
せください。

10名以上でのご利用で、
幹事1名無料

九大会員本人を含む
10名以上のグルー
プ

・9月から5月末までの期間中のみ利用可
　（6～8月は利用不可）
・予約時に「九大会員特典の利用」の旨を伝え、
　当日九大会員証をご提示ください。
・その他特典、優待との併用不可
・貸切り、満席等によりご対応いたしかねる場合
　あり

ビーチ直結のBBQコーナー
は1,000名収容可能で、1年
を通して営業しています。ま
た、食材・飲み物持ち込みの
基本コースをはじめ、食材も
お店におまかせの「手ぶらで
BBQコース」などプランも
充実しています。福岡市内・
糸島市内なら送迎もできます
のでご相談ください。

キ
ャ
ン
プ
場

伊都乃国
白糸オートキャンプ場 092-

324-5948

090-
2507-0292

糸島市大字白糸
257-113

通年営業

※完全予約制
（台風、雪などの悪天候により休業
することがあります。）

悪天候により休業
することがありま
す

一区画・一泊、
日帰りデイキャンプ、
キャンプハウス、
でのご利用料金から5％割引

九大会員本人を
含むグループ
（家族利用を含む）

・予約時に「九大会員特典の利用」の旨を伝え、
　当日は管理棟受付で会員証を提示し、特典を利用
　する旨を申し出てください
・予約状況、天候等によりご案内いたしかねる場合
　あり

当キャンプ場は、福岡市の都
心から車で約1時間です。西
に隣接する羽金山の中腹500
ｍの地で、軽井沢と同じ標高
であります。風光明媚な古代
伊都国を眼下に見降し、遠く
能古、志賀島や玄海灘を望む
ことができます。

温
浴
施
設

二丈温泉  きららの湯

092-
325-1126

糸島市二丈深江
598-1

10：00〜22:00
（受付21：30まで）

第3火曜日
※祝日の場合は
　翌日

①温泉利用料金100円引き
②館内レストラン利用時、ソフト
　ドリンク1杯サービス
③5名以上でご予約のうえ、宴会
　利用または3,000円以上の食事
　を注文した際、イカの活き造り
　を1杯サービス（5名につきイカ
　1杯。時化等によるイカ未入荷
　の場合は、別料理にて対応）

①九大会員本人

②③九大会員本人及
び九大会員本人を含
む団体・グループ
（家族利用を含む）

・利用時に「九大会員特典の利用」の旨を伝え、
　九大会員証を提示し、特典を利用する旨を申し
　出てください。
・宴会利用の場合、予約時「九大会員特典の利用」
　の旨を伝え、当日は九大会員証を提示し、特典を
　利用する旨を申し出てください。
・その他の割引、優待券との併用不可
・貸切り、満席等によりご案内いたしかねる場合
　あり

きららの湯は、療養泉基準を
はるかに超えるラドンを含
む、糸島唯一の天然温泉で
す。お風呂は、大浴場（木の
浴槽・岩の浴槽）、露天風呂
（木の浴槽・岩の浴槽）、ミ
ストサウナ、ドライサウナ、
泡風呂、健康流水浴プール
（歩行専用）とあり、毎朝欠
かさず清掃を行い、お客様を
お迎えしています。


