イフクラブ協力指定店一覧表

寿 し 栄
糸島市高田4-17-35

だご カ こ
さ提ー ち
い示 ド ら
く をの

協力指定店にて、当社のイフクラブ会員カードを
ご提示頂くと以下の特典をうけることが出来ます。
是非ご利用ください！！

℡ 092-323-5501
料理
出前 ￥5,000以上

鮨 ゑくぼ

すし和

福岡市西区今宿1丁目22-3

糸島市波多江駅南1-9-10

℡ 092-807-0380
5％引き

法事・法要に限る
注文・予約の時に会員である事を連絡

マルエイ三番館1Ｆ
℡ 092-322-0650

店内のお食事及び出前

店内での飲食のみ 5％引

※現金￥5,000以上

５％引
※飲み物は除く

注文・予約の時に会員である事を連絡

注文・予約の時に会員である事を連絡

すし勝

寿し・和食

糸島市前原中央3丁目2-1

侍寿し

糸島市前原西1-6-18

℡ 092-324-2806

℡ 092-322-3305

店内のお食事及び出前 ５％引
※飲み物は除く

店舗内のご飲食・配達・お持帰り品

５％引
日替定食 （A・B）
年末年始 （12/28～1/4）除く
お盆期間中(8/12～8/16)除く

注文・予約の時に会員である事を連絡

※現金での支払いに限る

魚庄 本店

一慶寿し
糸島市神在1350-2
℡ 092-324-1861

福岡市西区今津4430-1

℡ 092-806-50３０
料理 5％引
予約の時に会員である事を連絡

◆ 旅館・温泉・食事 ◆

注文・予約の時に会員である事を連絡

店内のお食事及び出前
※飲み物は除く ５％引

◆ 食品 ◆

(有)磯の屋

(株)山水荘

糸島市志摩芥屋677-5

福岡市西区泉1-5-1

℡ 092-328-2056
料理 5％引
※他の物は除く

℡ 092-806-1212
料理 5％引
※お昼のランチは除く

旅館 魚半
唐津市浜玉町浜崎1669-55
℡ 0955-56-6234
会席料理5％引
宿泊(1泊2食)10％引

予約の時に会員である事を連絡

予約の時に会員である事を連絡

飲料及びその他除く
予約の時に会員である事を連絡

楢﨑米穀店

志摩スモークハウス

糸島市前原西4-6-21

糸島市志摩初43-7

℡ 0120-81-3958

℡ 092-327-3451

お米のお持ち帰りは
５%引
店頭価格から

※業務用米は除きます

手作りハム

ソーセージ

㈱お茶の山口園
糸島市前原東3-11-1
℡ 092-322-2257
お茶・進物・ギフト商品 10％引

5％引

※一部対象外は除く

生餃子

◆ 生花・鉢物◆

まむしの湯

高栄丸

糸島市二丈吉井2380-1

糸島市志摩岐志778-5

糸島市前原中央3-1-15

㈱みとま花園

㈱つかさ

石志園芸

℡ 092-329-3003

℡ 090-6290-0817

℡ 092-322-2529

本店 糸島市前原東2-1-28

糸島市神在1390-1

糸島市志摩師吉464-3

活カキ・アワビ・サザエ・干物

料理 5％引
※お昼の定食は除く

℡ 092-323-3448
支店 糸島市前原南2-2-1 ポルタ2Ｆ

サニー加布里店内
℡ 092-322-4800

℡ 092-327-1170
ハウス ℡ 092-327-3105

生花・鉢物・その他小物

生花・鉢物

入浴料 ￥670 → \570

５％引
※ 送料別途
唐津網元の宿

汐湯凪の音

唐津市浜玉町浜崎1613
℡ 0955-56-7007
★お食事をされた場合
大人￥920
小人(小学生)￥510

無料

食事処

小富士

※花キューピット・ギフト券は除く
仕出し工房

海濤

福岡市西区千里458-4

℡ 092-807-2244
仕出し料理全般
鉢盛・寿司・刺身鉢

大人￥920⇒￥620

会席料理・折詰弁当

会員カード提示

10％引

※花キューピット・ギフト券は除く

★日帰り入浴のみの場合
小人(小学生)￥510⇒￥310

10％引

期間 11月1日～3月30日

5％引

幕の内弁当・松華堂
注文・予約の時に会員である事を連絡

アートグリーン
糸島市井田字二ノ坪459-1
℡ 092-324-3320
花苗・鉢物

10％引

※特売品は除きます

売出の品は除く

胡蝶蘭 10％引

◆ 紳士服・婦人服◆
㈱ フタタ 前原店

エレガンス

糸島市前原東1-4-12

糸島市高田2-2-20

糸島市前原中央2-2-21

℡ 092-324-2777

℡ 092-324-0333
店舗商品全て 10％引
※ 補正代は除く

℡ 092-322-0151

ビガット

オーダースーツＳＨＯＰ

スーツ・シャツ・ネクタイ 10％引
※ 売出の品は除く

やました

安部ガラス店

㈱エル・スポット カタヤマ

雷山陶秀窯

糸島市前原西1-5-21

糸島市二丈深江901-1

糸島市雷山657

℡ 092-322-2184
ガラス割れ替え

℡ 092-325-0047
電化製品・オール電化
5％～10％引

5％引

婦人服

5％引

糸島市南風台8-4-6

㈱ 長田百貨店

℡ 092-323-0220

糸島市前原中央3-6-1

喪服（ブラックフォーマル）

５％引

ワンピース・スーツ・3ピース

(株)千鳥屋本家

℡ 092-322-0368
衣料品全般

(株)千鳥饅頭総本舖

5％引

・前原店 糸島市前原西4-1-18

※ 特価品除く

アンサンブルスーツ

℡ 092-324-2421
全商品 5％引
※セール商品、送料を除く

※ 小物･雑貨･ﾊﾟｰﾙ類は除く

◆ その他 ◆
マキゾノ時計店
糸島市前原中央1-4-6

℡ 092-322-0818
10％引

㈲ ひとみ堂

㈲ スターカメラ

糸島市前原中央2-7-5

糸島市前原中央2-1-18

後藤屋

ここはっと

治七のクリームパン

糸島市井原1097-6

福岡市西区今宿3-2-52

福岡市西区今宿町229-1

℡ 092-323-8595
御縁餅 5％引

℡ 092-807-7226
誕生日ケーキ
ロールケーキ 5％引
※クリスマスケーキ除く

℡ 092-806-4229
クリームパン 5％引

20%引
携帯ガラスコーティング10％引
出張撮影
10％引

福岡市西区大字田尻1564-8

10％～
50%引

複合機(ゼロックス・キャノン)

名刺作成

高熱洗浄工事(外壁・墓石・ブロック)

土木・造園工事
全作業

糸島支社

℡ 092-324-0387
ホームセキュリティ(家庭警備)

卒業式 当社契約学校の割引価格に準ず

※物販・レンタル小物・美容
着物・写真は除く
『アクセサリー・草履・バック等』

10％引

℡ 092-324-1051

司法書士 伊都法務事務所
糸島市前原東１丁目6-84
℡ 092-324-2622

福岡店 : 福岡市博多区上川端9-5

℡ 092-271-0275

司法書士 磯部絹代

℡ 092-883-8790

・広告掲載等 特価商品
・特注商品

℡ 092-831-2304
婚礼・成人式・京屋特別プラン
一般参列
20％引

他のサービスとの併用はできません

℡ 092-806-8733
パン １０％引

前原店 : 糸島市高田1-1-1

相続・成年後見人・不動産の売買・
贈与等・会社設立から清算迄

・礼拝仏具(仏像・掛軸・位牌)

㈱ 京屋

仏壇修復クリーニング
戸建新築美装工事

パン工房

◆ 税務・法律相談 ◆

仏壇・仏具・神殿・神具 10％引

西新店 : 福岡市早良区西新4-6-23

ゾンネン・ブルーメ
福岡市西区今宿駅南1-2-17

糸島薬局

福重店 : 福岡市西区福重3-1-1

設置・工事費 10％引

第一ハウスサービス
福岡市西区今津4807-28-1
℡ 092-806-3515

下記のクーポン券を持参下さい

※一部商品除く

糸島市前原東2-7-2

（有）糸島薬局
糸島市前原中央2-3-33
℡ 092-322-2241
漢方相談無料
ポイントカード ポイント ２倍
※現金での支払いに限る

10％引

㈱はせがわ
㈱ にしけい

℡ 092-807-0210
全商品 5％引
※セール商品、送料を除く

℡ 092-323-2526

℡ 092-807-9373

書道用品・ゴム印

℡ 092-323-4870
5％引
※千鳥饅頭は除く

証明写真・デジタルプリント大伸し

㈲飯田技研工業

文具・事務機器

℡ 092-806-1329
・前原店 糸島市前原中央2-3-36

・周船寺店
福岡市西区周船寺1-9-11

℡ 092-322-0023

(資)小林文機
糸島市浦志２丁目1-30 2F
℡ 092-322-1135

・今宿店 福岡市西区今宿1-17-33

(株)千鳥饅頭総本舖

眼鏡（フレーム・レンズ）・サングラス

20％引
※光学品・補聴器は除く

スチール紙製品

30％引
（春・秋 陶器祭のを除く）

◆ 和菓子・洋菓子 ◆

ファッションプラザ ロジェ

時計・メガネ・宝飾

℡ 092-321-0022
陶器・壺・食器・花器・茶器・酒器

仏壇（新調・修理・塗替）
寺院用仏具（新調・修理・塗替）

5％引き（一部商品除く）

℡ 0120-836-072
※相続・事業承継の問題 等
１回２時間1万円→無料で
（初回のみ）

池田清勇税理士事務所
糸島市美咲が丘2-14-10
℡ 092-334-2106
※税務相
談
30分程度無料

裁判書類作成・訴訟（但し140万円迄）

除
く

福岡伊都法律事務所

供託・各種法律相談・終活相談
（上級カウンセラー在籍）

北尾木工所
糸島市志摩師吉1016-2
℡ 092-327-2283

たかの財形事務所
福岡市西区千里707-13

イフ共済会
（株）牛原公善社
コピー可

初回相談料無料

甲斐田眞道税理士事務所
糸島市前原西5-6-43
℡ 092-323-0007

※税務相談
30分程度無料

中原正文税理士事務所
糸島市池田31
℡ 092-332-8226
※法人税・所得税 等
２０分程度無料

福岡市西区今宿駅前１丁目

4-4 Rtcoat101
℡ 092-834-3333
弁護士 室屋敏弘
※法律相談
1時間程度無料

