
交
通

昭和自動車㈱タクシー事業部
福岡西部事業所 0120-408-365 潤 2-5-30 観光タクシーのご用命もお待ち致して

おります F4
ニコニコレンタカー筑前前原駅南口店
/カーシェア糸島 332-9445 前原駅南2-2-1-2F （レンタカー）6時間2200円～（9：00～19：00）

（カーシェア）8時間490円～（24時間）
前原
拡大

西日本タクシー㈱ 0570-07-5678
761-5678 前原中央2-3-37

24時間営業　一般及び観光事業
貸切料金（1時間）4,540円～

前原
拡大

西日本タクシー内
ミニレンタmini-rent 551-0009 前原中央2-3-37 9時～17時　6時間4,000円～

PayPay可
前原
拡大

㈱有田コーポレーション
ふくおかレンタリース 327-8011 志摩桜井5366-1 10時～17時　3時間5000円～（ガソリン、ドラレコ、ナビ含む）

ＳＮＳで話題のいとしまバギー　１時間3500円～　定休日/祝日 E2

旅
館

僧伽小野　一秀庵 328-3938 志摩久家2143-2 2組限定 1泊2食　27,500円（サ込）～
貸切可　最大20名 D4

玄洋館 328-2336 志摩芥屋877-7 12室 40名 1泊2食　11,000円～
宿泊のみ　5,500円～

芥屋
拡大

初音旅館 328-2038 志摩新町476-1 10室 40名 1泊2食　11,000円～
1泊朝食付　7,150円　定休日/不定休 C4

深江観光ホテル 325-1238 二丈深江2128-1 12室 60名 1泊2食
9,900円～16,500円 C6

オーベルジュ　山ぼうし 326-6866 二丈吉井1965 1組限定 1棟貸し（2名～6名）
1泊2食18,700円～22,000円 B7

喜八荘 326-5011 二丈吉井3504-1 6室 21名 1泊2食　15,400円～
素泊り　7,700円　定休日/木曜日 B6

大庭旅館 322-2243 前原中央3-1-14 5室 12名
ビジネス研修・九大受験等・交通便利良
宿泊　4,500円～　朝食付　5,000円～　
（宿泊税+200円有）

前原
拡大

ホ
テ
ル

ホテルＡＺ福岡糸島店 330-8301 浦志1-9-25 257
室

368
名

4,950円～
全客室インターネット対応 F4

グローカルホテル糸島 332-9600 泊 844-1 85室 129
名 24時間営業 F3

民
宿

磯の屋 328-2056 志摩芥屋677-5 4室 20名 1泊2食　8,800円～ 芥屋
拡大

地魚料理の宿　なぎさ 328-2047 志摩芥屋865 4室 18名 1泊2食　8,250円～　素泊/長期
可　料理体験教室/BBQ要相談

芥屋
拡大

朝日屋 328-2634 志摩芥屋874-3 6室 25名 1泊2食　9,500円～
長期滞在相談可

芥屋
拡大

アグリツーリズモ　アッカプントエッフェ 326-6301 二丈吉井389-1 2室 8名 食事　昼11時45分～16時
夜17時30分～22時　不定休 B7

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
・
貸
別
荘
な
ど

翼宿 Guest House 080-4771-9022 加布里5-13-6 漁港と砂浜に囲まれた糸島観光・移住相談・農業体験に便利な素泊まり
昭和レトロな宿泊施設です。3,700円～SNSも「糸島　翼宿」で検索！ D5

古民家貸別荘　瑞梅寺苑 322-2257 瑞梅寺516 1日1組限定 一棟貸切（5名まで30,000円）宿泊・日帰り・BBQ　
問合せ/お茶の山口園（9時～17時） G7

糸島ゲストハウス　TOMO 332-1588 前原中央3-5-24 ドミトリー2,900円　ツイン7,000円～
ファミリールーム18,000円（4名まで）　筑前前原駅徒歩6分

前原
拡大

糸島ゲストハウス　ヨガ凪 090-5741-0345 二丈深江565-1 ヨガもできるゲストハウス。
素泊まり3,500円～ D6

ゲストハウス　いとより 332-7697 二丈深江639 金・土・連休のみ営業　素泊まり3,500円～海と温泉まで徒歩5分
平日は貸切のみ対応　FB・インスタ有り。 D6

いつものリゾートkeyanz 332-8881 志摩芥屋441 お洒落な一棟貸し　古民家民泊（10名まで可）
1泊33,000円～（3名まで。1名追加+5,500円）

芥屋
拡大

白糸オートキャンプ場・日本学講究所 090-2507-0292 白糸 257-113 完全予約制 E7

キ
ャ
ン
プ
場

瑞梅寺山の家 322-7397 瑞梅寺658 定休日/月曜日（祝日の場合は翌日）※7月～８月末は無休
8/13正午から8/15正午まで　12/29から1/3まで G7

おはな　CAMP&BBQ 327-1117 志摩野北2461-2 キャンプ.ＢＢＱはＨＰより年中無休で予約受付中
店内喫茶は11時～14時30分（Ｌ・Ｏ）　定休日/日・月曜日 D2

芥屋野営場 328-2116
（夏季のみ） 志摩芥屋2589 開設期間　7月中旬～9月初旬 芥屋

拡大

森林公園　真名子木の香ランド 844-2100 二丈福井355-2 木の香ランド管理運営企業体（代表　安藤造園土木㈱）
予約受付時間　平日9時～17時　休業日　12/29～1/3 C7

利
用
施
設

LASPARK　RESORT 332-0713 志摩桜井字浜田4850-1 10時～22時　不定休　営業時間はイベント等の開催により変
更される場合がございます。ホームページにてご確認下さい。 E1

ファームパーク伊都国 322-7661 高祖742 9時～17時　休館日/月曜日（祝日の場合は翌日）
12/31～1/4 G5

木工体験実習館  トンカチ館 322-7662 高祖742 9時～17時　休館日/月・木曜日（祝日の場合
は翌日）　12/29～1/4 G5

伊都の湯どころ 331-1000 泊 765 10時～23時　定休日/毎月第2・3水曜日
1月・5月・8月・12月を除く第4水曜日　1/1 F3

健康道場コスモポート 323-4155 前原駅南2-11-38 10時～15時（※昼休みあり）　酵素風呂
定休日/金曜日　盆・年末年始休み F4

フォレストアドベンチャー・糸島 080-5548-2070 二丈一貴山312-390 9時～15時　定休日/不定休（予約制）
（冬期期間中は要問合せ） D7

二丈温泉　きららの湯 325-1126 二丈深江598-1 10時～21時（最終受付20時30分）　
定休日/第1・3火曜日 D6

ビーチハウスSAIKAI 325-0373 二丈深江2129-12 9時～19時　海の家（6月中旬～9月）
地引網対応（5月～11月）　9月以降は要予約 C6

WESTERN MARIN 326-5988 二丈福井2503-10 マリンスポーツ・オールシーズンＢＢＱハウス・カキ小屋
マリンスポーツ９時～17時/ＢＢＱ１１時～17時　定休日/火曜日 C6

筑前乃湯　まむしの湯 329-3003 二丈吉井2380-1 10時～22時　定休日/なし B7

食
事
処
・
レ
ス
ト
ラ
ン

ラーメン・居酒屋　あくだいかん 327-5222 志摩小金丸1738
ファームリゾート糸島敷地内

ラーメン　11：30～17：00
居酒屋　17時～22時 D3

ハーブガーデン
プティール倶楽部伊都国 331-2220 浦志366-2

レストラン・ショップ・ワークショップ 11:30～15:30（OS:14:30）
17：00～21:00（ＯＳ:20:00）平日ディナーのみ、当日17時までの
予約に限り営業　定休日/水曜日、祝日の場合　翌日定休

F4

味楽寿司 322-2238 加布里1-4-20 平日11時30分～14時はランチビュッフェ（寿司
入）　土・日は定食あり　定休日/月曜日・第1火曜日 E5

伊
い
都
と
安
あ
蔵
ぐ
里
り 322-2222 川付882

幕末期から続く醤油蔵を改装したレストラン・カフェ・ショップ
ショップ10時～18時　カフェ11時～17時30分（LO 17時）　
レストラン11時～21時　（17時以降は要予約）

E6

白糸の滝ふれあいの里 323-2114 白糸460-1 やまめのつり堀り、やまめ定食　
手打ちそばセット、そうめん流し E7

白糸のうどん　やすじ 324-3883 白糸561 11時～15時　定休日/月曜日　自家製麺うどん
白糸の森　体験型観光農園キッズファーム（毎月第3日曜日に開催） E7

素食カフェ・天然石ブレスレット
つどい（集） 323-8846 高祖962-2 ゆっくりと寛げる和の空間で玄米食ランチをどうぞ。

11時～16時　お食事12時～14時30分　定休日/水曜日・第2、4日曜日 G5
一力寿司店内
鯛らーめん　穂と花． 323-2015 高田5-20-8 平日12時～14時（LO)　

土・日・祝日　臨時営業あり　SNSでご確認ください G4

レストラン ITOSHIMA by Salute 323-1593 泊 647-2 11時～20時30分（LO）
定休日/不定休 F3

太陽の皿 332-8557 泊844-1
グローカルホテル糸島 内

月～金曜日　6時30分～9時30分（朝食）　11時～14時30分　17時30分
～21時　（要予約）土・日・祝　6時30分～9時30分（朝食）　11時～15時30
分　17時30分～21時　※Ｏ.Ｓは閉店.各時間30分前

F3

うなぎ料理　北ノ屋 329-8088 波多江631 昼11時～14時30分（LO）　15時～17時（持ち帰りのみ）
夜17時～20時00分（LO）　※テイクアウトも出来ます F4

ゴハンヤ　イタル 050-3503-4220 本 1454 11時～17時　定休日/第3火曜日
食事15時（LO）　喫茶16時（LO） E5

sumi cafe　 330-8732（代表）本 1454 10時～17時　定休日/第3火曜日
フード16時（LO）　ドリンク・デザート16時30分（LO） E5

Casual Restaurant&Bar
MACARONI 324-3332 前原中央1-2-12-1EF ランチ11時30分～14時30分

ディナー17時30分～22時30分（金・土と祝前日は23時30分）
前原
拡大

ビーチ食堂　Mr.BEACH 321-4925 前原中央2-1-21-2F ランチ11時30分～15時
ディナー17時～23時

前原
拡大

まる五 321-2050 前原中央2-3-39-1F 11時～14時　18時～22時 前原
拡大

食
事
処
・
レ
ス
ト
ラ
ン

玉家の焼肉・韓国料理　オビリ 0120-008-408 前原中央2-3-59 17時～21時30分（LO）
定休日/毎週月・火曜日　正月1～3日　

前原
拡大

スナックえみ 323-1622 前原中央2-5-14-1F 18時～0時
不定休　盆・年末年始も休まず営業

前原
拡大

食事処　割烹　丸一 322-2613
322-0101 前原中央3-1-27

昼11時30分～14時（LO）
夜17時～20時（LO)

前原
拡大

古材の森 321-4717 前原中央3-18-15 明治時代の町屋で、糸島産のランチ＆喫茶　菓子販売
ランチ11時30分～14時　喫茶14時～17時　定休日/水・木曜日

前原
拡大

角屋食堂 322-2214 前原中央3-20-1 10時～18時頃まで(材料がなくなり次第終了）
（前原下りバス停前）　定休日/日曜日

前原
拡大

食彩庵　ざ魚（ざこ） 323-5511 前原西1-6-3 昼、夜とも3日前までの要予約 前原
拡大

寿司・和食　侍 322-3305 前原西1-6-18 11時～22時（LO21時30分）　定休日/木曜日
定食1,100円～　各種カード・電子マネーＯＫ！

前原
拡大

おしのちいたま塩そば 330-8732 前原西1-6-22 11時～17時　（オーダーストップ16：30）
定休日/木曜日

前原
拡大

焼とり　雲海 323-6133 前原西1-8-23 17時30分～23時　定休日/月曜日 前原
拡大

レストラン＆カフェ　アンローザ 324-8805 前原東1-4-10 11時～21時（LO20時）
定休日/月曜日

前原
拡大

とうふ家　酒瀬川 332-9541 南風台8-4-7 11時～21時　定休日/火曜日
糸島産手作り豆腐とランチ1,540円～ E5

テロワール 328-0014 志摩岐志63-1 昼11時30分～14時（LO）　夜18時～22時（要予約）
定休日/月曜日（祝日の場合は翌日） C4

僧伽小野　一秀庵 328-3938 志摩久家2143-2 昼11時30分～14時30分　6,050円～　（要予約）
夜16時30分～20時　8,250円～　（要予約） D4

磯の屋 328-2056 志摩芥屋677-5 11時～　（17時以降要予約）
不定休

芥屋
拡大

カレー＆カフェ　ココペリ 328-1901 志摩芥屋703-5 11時～完売まで
定休日/木・金曜日

芥屋
拡大

大門茶屋いろり 080-8377-7420 志摩芥屋741-1 11時～材料がなくなり次第終了
定休日/水曜日

芥屋
拡大

磯の屋はなれ 332-2036 志摩芥屋748-1 11時～　（17時以降要予約） 芥屋
拡大

地魚料理の店　なぎさ 328-2047 志摩芥屋865 11時30分～　夏期はBBQも開催
【地魚】うに丼、海鮮丼、さざえ壺焼き他

芥屋
拡大

食事処　朝日屋 328-2634 志摩芥屋874-3 11時30分～　不定休 芥屋
拡大

朝日寿司 328-0555 志摩芥屋893-3 11時30分～21時　出前は午前中でも可（要予約）
定休日/火曜日（祝日の場合は翌日）

芥屋
拡大

漁師直営　いけす立石 328-2519 志摩芥屋908 ランチは11時～14時45分
17時からは宴会予約　不定休

芥屋
拡大

レストランカフェ　Bea Sun（ビーサン） 332-2709 志摩芥屋1047 10時～19時（冬季短縮あり）15時～17時カフェのみ
定休日/毎週月曜日（祝日の場合翌日）第2日曜日

芥屋
拡大

レストラン二見ヶ浦 327-2921 志摩桜井3777 11時00分～　
定休日/月曜日（祝日の場合は翌日） E1

陶翠苑 327-3455 志摩野北973-4 11時～17時　定休日/月曜日（祝日は除く）
炙り鯖鮨 E2

ベーカリーレストラン
カレント 330-5789 志摩野北2290

平日/ブランチ　10時～11時　ランチ　11時～17時　（ＬＯ16時）　
土日祝日/ブランチ　10時～11時　ランチ　11時～18時　（LO 17時）
定休日/不定休となりますのでＳＮＳ・ホームページでご確認下さい。

D2

HINODE 327-3046 志摩野北2457 11時～日没　定休日/木曜日 D2

いけす　てら崎 327-2455 志摩野北2633 11時～　（19時以降は要予約）
定休日/火曜日・第2水曜日 D2

志摩のタンタン麺ハウス 080-1761-3357 志摩御床2238-1 11時～19時（LO)　定休日/木曜日 D4

伊都笑顔 325-1125 二丈深江514-4 11時～日没まで　定休日/火・水曜日
※閉店後ビアガーデン予約可 D6

二丈温泉きららの湯内
旬菜工房　きらら庵 325-1615 二丈深江598-1

平日・土曜　昼11時～15時　夜17時～21時（LO 20時30分）
日・祝日　11時～21時（LO　20時30分）　
定休日/第1・3火曜日（祝日の場合は翌日）

D6

食
事
処
・
レ
ス
ト
ラ
ン

タイ料理　ドゥワンチャン 325-3986 二丈深江2129-18 平日・土・日・祝日/11時～15時（LO 14
時30分）　17時～21時（LO 20時） C6

cafe 食堂　Nord 325-2790 二丈深江2575-6 ランチ　11時～15時（カレー・パン詰めグラタン）
カフェ　15時～17時（コーヒー・デザートなど）　※レトロ雑貨も置いてます D6

糸島ちゃんぽん山里 326-5885 二丈福井3400-3 10時30分～15時　不定休 B6

季節料理　浮岳茶寮 326-6866 二丈吉井1965 11時30分～15時 17時30分～21時30分
完全予約制　定休日/月・火曜日 B7

お食事処　きはち 326-5011 二丈吉井3504-1 （昼）11時～15時30分　（ＬＯ.15時）
（夜）17時～21時（ＬＯ.20時）　定休日/木曜日 A6

糸島茶房 809-1888 西区小田2195-1 11時～19時（LO18時）　不定休　
SNSで最新情報配信中！ F1

ラーメン屋　燦 080-3986-3303 西区田尻2331-3 11時～21時　定休日/水曜日 G3

サンセット 809-2937 西区西浦284 11時～20時（LO 19時）
定休日/第3水曜日・その翌日の木曜日 F1

PARM BEACH THE GARDENS 809-1660（レストラン） 西区西浦286
レストラン・和食・カフェ・ジェラート・雑貨
アパレル・波佐見焼き　各店舗によって詳細は異なります F1

鮨・和食　空 -KU- 805-9007 西区宮浦1147-3 月・火・水11時～16時（LO 15時）
金・土・日・祝　11時～21時（LO　20時） G1

喫
茶
・
カ
フ
ェ

森のカフェ緑の詩 324-3883 白糸561 11時～15時　
定休日/月曜日（祝日の場合は翌日） E7

田園喫茶・ワイルドベリー 331-5705 末永541 10時～18時　定休日/火曜日
夕陽の見えるコンサート（月3～4回開催）G5

糸島パッションフルーツ工房
La'Puni 080-1747-3274 泊 204-6 10時～18時　定休日/水曜日

糸島産の無農薬野菜を使ったスムージー F4

TABI　cafe 332-8515 志摩久家21-4 12時～17時（LO）　
定休日/火・水・木曜日 D4

Lino　CAFE 327-1847 志摩桜井4407 11時～18時（4月～9月）　11時～17時（10月～3月）
定休日/水・土曜日　年末年始（12/29～1/3） E1

Blue　Roof 332-7742 志摩桜井5457 10時～19時　定休日なし E2

RUSTIC BARN 331-7755 志摩桜井5618 12時～17時　定休日/月・火曜日 E2

カフェ・アルカネット 327-5353 志摩師吉8-34 10時30分～18時00分
定休日/月・木・金曜日・第2日曜日 E4

Sweets Cafｅ egao Itoshima 332-9895 二丈上深江1000-2 10時～18時　定休日/水・日曜日
その他イベント出店時店休あり D6

KokoCafe Itoshima 080-5255-4732 二丈鹿家762-7 11時～17時　カフェ・陶器販売　
不定休 A7

カフェ　西洋館 325-2345 二丈松国102 金・土・日・祝日営業（桜の時期は休まず営業）
6名様以上予約で営業日以外でも可　ランチ3種有り E6

絶景カフェ 809-1155 西区小田2195-3 11時～日没（サンセット）まで　不定休 F1

二見ヶ浦商店 809-1231 西区小田2198-3 11時～日没（サンセット）まで　不定休 F1

Hona Cafe 糸島 809-2633 西区小田2200-1 11時～　不定休 F1

製
造
直
売
・
販
売

天然パン工房　楽楽（らくらく） 323-4499 浦志1-12-14 11時～完売まで　営業/水・土・日・祝日 F4

石窯パン工房　童夢の森 330-7130 浦志3-3-3 8時～19時　年中無休 F4

㈲カノオ醤油味噌醸造元 322-2710 加布里5-23-18 9時～17時
定休日/日・祝日　盆・年末年始休み D5

惣菜畑がんこ 323-5135 加布里5-3-25 11時～18時　定休日/水曜日
販売営業日　金・土・日・月 D5

伊都国街道トラヤミートセンター 323-8031 末永418-8 9時～19時　定休日/火曜日（祝日、にくの
ひ29日、盆、年末は営業） H5

やますえ　直売店 0120-417-511 多久 523-1 10時～17時　定休日/年末年始のみ
糸島めんたい・海産物加工品等 F5

製
造
直
売
・
販
売

㈲糸島手造りハム 324-2821 泊 647-2 平日10時～17時30分
土・日・祝日10時～18時　定休日/水曜日 F3

JA糸島産直市場　伊都菜彩 324-3131 波多江567-1 9時～18時　正月1～3日のみ休み F4

玉家のキムチ工房　糸島本店 0120-988-412 波多江駅北2-10-29 10時～19時　定休日　正月1～3日 F4

㈲木曜会黒豚ハム 322-3808 波多江駅北4-1-18 9時～17時30分　定休日/日・祝日 F4

ケーキハウス　トミタ 324-4118 波多江駅南2-1-10 10時～18時
定休日/水曜日・第1・3火曜日 F4

またいちの塩販売所
新三郎商店 330-8732 本 1454 10時～17時　定休日/第3火曜日 E5

㈲白糸酒造 322-2901 本 1986 10時～16時
定休日/なし　盆・年始のみ休み E6

糸島くらし×ここのき 321-1020 前原中央3-9-1 10時～18時　定休日/火曜日
糸島のつくり手、約75名のクラフト・食品を販売

前原
拡大

T's TERRACE 327-2143 志摩井田原55-6 食品製造販売
12時～18時　不定休 E3

ロイターマーケット 090-5298-3851 志摩芥屋94-3 ジェラートアイス・シャーベット販売12時～17時（土・日・祝11時～）
不定休　要問い合わせ　HP:https://loiter-market.com/ C3

アクセサリーなどのクラフトや雑貨
糸島C&Z 090-2857-0574 志摩芥屋124-1 水曜日定休　10月～4月　11時～16時　5月～9月　11時～17時

個性豊かな15軒のショップと3台(予定）のフードトラック C3
またいちの塩製塩所
工房とったん 330-8732（代表）志摩芥屋3757 10時～17時　年末年始休み B4

糸島のおもろい酒屋　ちきゅう屋 330-5630 志摩小金丸2105-1 酒類販売
10時～19時　定休日/第2・4火曜日 D3

cocoha 332-2388 志摩小富士905-1 観葉植物・多肉植物専門店
10時～18時　定休日/金曜日 E4

糸島ファームハウスUOVO 332-0535 志摩桜井5134-1 〈平日〉10時～18時　〈土日祝〉9時～18時　
定休日/水曜日　直売所・カフェ E2

つまんでご卵ケーキ工房 327-5850 志摩桜井5234-1 10時30分～17時　定休日/火曜日
休憩スペース有 E2

つまんでご卵直売店 にぎやかな春 329-4800 志摩桜井5250-1 9時30分～17時
定休日/なし　食事処併設 E2

糸島とうふ
高取食品㈱「TO・FU」 327-0601 志摩桜井5583-1 10時～16時　不定休・年末年始休み　

豆腐・豆腐スイーツ販売 E2

JF 糸島志摩の四季 327-4033 志摩津和崎33-1 8時30分～17時
定休日/なし　盆・年始のみ休み E3

mission 327-3333 志摩野北2457 12時～20時
サーフィン・SUPスクール受付中 D2

㈲北伊醤油 328-2204 志摩船越84 8時～17時　定休日/日・祝日 C4

㈲いきさん牧場 325-1488 二丈上深江1296 10時～17時 D6

糸島だんご本舗 331-6965 二丈武499 10時～17時
定休日/木曜日　年始休み E5

㈲ミツル醤油醸造元 325-0026 二丈深江925-2 9時～18時
定休日/日・祝日、第2・4土曜日　盆・年末年始休み D6

かきのますだ（販売・カキ焼き）080-9249-4592 二丈福井6067-7 10時～17時（11月～3月）
飲み物・ご飯類持ち込み可 B6

福ふくの里
旬菜旬魚　ふくふく

326-6886　
326-5300 二丈福井6333

福ふくの里　9時～17時　定休日なし
旬菜旬魚ふくふく　11時～　定休日　火曜日 B6

博多笑蔵（エクラ）二丈ファクトリー直売所 0120-368-989 二丈松末1068-1 平日10時～17時　
土・日・祝10時～16時 D5

二丈赤米産直センター 326-5075 二丈吉井983-1 9時～17時　定休日：毎週水曜日　お盆休み、正月休み、あり
赤米・黒米・雑穀米・減農薬米・精米業・みかん B7

浜地酒造㈱　杉能舎 806-1186 西区元岡1442 9時～18時
地酒・地ビールの製造販売 F3

ゴル
フ場 芥屋ゴルフ倶楽部 327-0261 志摩芥屋1-1 7時～18時　12/31・1/1（休み）

定休日/1月・2月・3月・7月・8月（毎週月曜日）D3

工
房
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー

アーティステーション糸島 331-8231 前原中央2-2-27 11時～18時　
定休日/月曜日　年末年始

前原
拡大

伊都きりえギャラリー 331-5705 末永541 12時～17時　
日曜日・祝日のみオープン G5

唐津焼　高麗窯 328-2353 志摩芥屋157 10時～17時　定休日/火・水曜日
高麗窯インスタグラムで日々情報発信中！ C3

アロマの工房　香の宮 327-2964 志摩小金丸1763-1 11時～16時（LO）　定休日/月・火曜日
団体24名様まで 臨時休業あり D3

アクセサリー工房　タビノキセキ 327-1115 志摩小金丸1870-11 アロマアクセサリー/体験教室（予約で体験料500円引）
10時～16時30分　定休日　第3火曜日　金属アレルギー対応可 D3

アトリエ・エトルリア 327-5700 志摩桜井2419-8 10時～17時　定休日/第4・5水曜日
ステンドグラスとアートメタルの製作及び展示販売 E2

糸島陶芸体験志摩工房 328-2225 志摩新町25 9時30分～16時30分　定休日/木曜日
当日受付ＯＫ！ C4

いとしま応援プラザ 334-2066 志摩初30 10時～18時　定休日/月曜日（祝日の場合は翌日）第4火曜日
年末年始（12/29～1/3）休み E3

英のれん 332-8726 志摩師吉477-10 2月1日～4月30日　定休日/木曜日
開催期間中　10時～17時 E3

ギャラリー樹庵 326-5336 二丈鹿家1409 定休日/火・水・木曜日/再生古民家3棟の広い空間
「相思の桜」愛桜会事務局、宮本常一を語る会主宰 A7

浮嶽窯・cafe ぎゃらりふがく 326-6333 二丈吉井3254-24 10時～17時
定休日/月曜日（4～6月）、月・火曜日（7～3月）A6

観
光
農
園

みとま洋蘭園 322-7263 井原2067 洋蘭・生産直売 G5

ブルーベリーガーデン伊都 090-4589-5418 泊 581 9時～17時　不定休 F3

浮嶽幸花樹園 325-0111 二丈吉井737 観光つつじ園（4月中旬より）
カーナビ入力は　住所/二丈吉井 B7

観
光
漁
業

中原釣具店 321-3082 加布里1-10-8 糸島の釣りはおまかせ下さい！　冷凍エサ常時解凍有り
ＡＭ3時～21時　年中無休 E5

旭星釣センター：岡﨑カキ 328-1734 志摩岐志772-2 活カキ販売、焼カキ11月～3月末、イカダ釣り4月～11月末
船釣りの部/ジギング、タイラバ、泳がせ釣り、落し込み、その他 C4

地引網（初音旅館） 328-2038 志摩引津湾 6月～11月　
大人30名様以上の団体・要予約 C4

つり具のまるきん糸島店 325-8088 二丈上深江968-1 そうだ！釣りに行こう！仕掛作りや釣場所を案内
24時間　年中無休。アミ―沖アミ常時解凍があります。 D6

ほぐしのまるリラ 329-0303 前原中央2-1-18-2F 9時～24時（最終受付23時）　年中無休 前原
拡大

別荘地　伊都ハイランド 328-3636 志摩岐志1513-4 管理事務所：9時～17時　定休日/なし　 C4

櫻井神社 327-0317 志摩桜井4227 ９時～17時 E2

縁結び　白山神社 326-5916 二丈福井4909 9時～17時　
・毎月1日・15日は月次祭　どなたでも参加できます。 B6

博
物
館
・
美
術
館

伊都国歴史博物館 322-7083 井原916
9時～17時　（入館は16時30分まで）　入館料/大人220円（110円）、高校生110円
（50円）、小中学生・65歳以上・障がい者（付き添いの方1名まで）入館無料
※（　）は20名以上の団体料金　休館日/月曜日（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3

G5

伊都郷土美術館 322-5661 前原東2-2-8 9時～17時　入館料/無料
休館日/月曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3

前原
拡大

志摩歴史資料館 327-4422 志摩初1-3
10時～17時　（入館は16時30分まで）　入館料/大人220円（110円）、高校生110円
（50円）、小中学生・65歳以上・障がい者（付き添いの方1名まで）入館無料
※（　）は20名以上の団体料金　休館日/月曜日（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3

E3

一般社団法人 糸島市観光協会について　☎092-322-2098
糸島市観光協会では、糸島観光に対するお問い合わせにお答えしております。お気軽にお問い合わせください。
移動に便利なレンタサイクルの貸し出しや、手荷物の預かり業務なども行っております。ぜひご利用ください。

住所/福岡県糸島市前原中央1丁目1-18（JR筑前前原駅北口すぐ）　　　　■糸島レンタサイクル⇒
営業時間/ＡＭ9：00～ＰＭ17：00
定休日/なし　但し、12月29日～1月3日は休み
お問い合わせ／TEL 092-322-2098

観光マップ「いいね、糸島」掲載店舗一覧
【市外局番（092）】

表面のマップに掲載している施設・店舗の情報です。おでかけ、お問い合わせの際にご活用ください。
※掲載価格は税込です。（宿泊施設は別途、宿泊税が必要となります。）

きれいな海と豊かな山に囲まれた糸島には、たくさんの景勝地や観光スポットが点在しています。
すべてをご紹介したいところではありますが、ここではその一部をご紹介します。
各スポットの位置は表面のマップでご確認ください。

糸島の景勝地・観光スポット紹介

井原山（標高983ｍ）は糸島の最高峰、脊振山系の中でも第2の高峰です。コバノミツバ
ツツジやオオキツネノカミソリなど、春から秋にかけて沢山の花々を楽しむことができる
ことから、花の名峰として多くの登山者に親しまれています。写真は山頂付近のコバノミ
ツバツツジの群生。

交通アクセス・・・JR筑前前原駅（北口）から井原山行バス30分。終点『井原山入口』下車、
山頂まで徒歩130分。

井原山　【井原】
いわらやま Ｇ7

羽金山（標高900ｍ）の中腹530ｍに位置する白糸の滝は福岡県指定名勝。幅12ｍ、落
差24ｍの滝を水が流れ落ちるさまは圧巻です。滝に隣接する「ふれあいの里」では、やま
め釣りやそうめん流しが楽しめ、糸島の郷土料理「そうめんちり」を食べることもできま
す。また6月下旬には、滝周辺に植えられた色とりどりのあじさいを観賞できます。

交通アクセス・・・JR筑前前原駅（南口）から白糸行バス30分。終点『白糸』下車、自然遊歩
道で徒歩25分。

白糸の滝（ふれあいの里）　【白糸】　☎323-2114
しらいと たき さと Ｅ7

市の南に連なる山中を東西に走る広域基幹林道沿いには、3か所の展望台が設置されて
おり、天気が良ければ糸島市内はもちろん、遠くは壱岐までの眺望を楽しむことができま
す。また林道沿線上には雷神社、白糸の滝、フォレストアドベンチャー糸島、真名子木の香
ランド、樹齢600年の大楓など自然を楽しむことができるスポットが多く点在しています。
林道を走行の際は、スピードに注意し安全運転をこころがけてください。

交通アクセス・・・車で白糸の滝もしくは吉井上経由、広域基幹林道へ。

はろ展望台【二丈波呂】Ｅ7　いきさん展望台【二丈一貴山】Ｄ7　極楽展望台【二丈吉井】Ｂ7
てんぼうだい てんぼうだい ごくらくてんぼうだい

天平14年に開山されたと伝承される千如寺のうち宝暦2年黒田継高公が建立した大悲
王院が現在に伝えられています。本尊の木造千手観音立像は463.6㎝、鎌倉時代作と云
われ木造清賀上人座像とともに国指定重要文化財となっています。境内には樹齢400年
といわれる大楓があり、新緑や紅葉など四季折々に千変万化の美しさを誇っています。

交通アクセス・・・JR筑前前原駅（南口）から雷山行バス30分。終点『雷山観音前』下車、徒
歩5分。

雷山千如寺大悲王院　【雷山】　☎323-3547
らいざんせんにょじだいひおういん Ｆ7

二丈パーキングエリアのすぐ下には、長さ1.1㎞、幅20mの弓状に広がる姉子の浜があ
ります。この砂浜を歩くと“キュッ、キュッ”と不思議な音がします。これは砂に含まれる石
英の粒子が擦れあって鳴る音で、ゴミが少なく美しい砂浜である証しです。過去に一度鳴
かなくなりましたが、海岸清掃や水質浄化の結果、再び鳴き始めたという全国でも例がな
い海岸です。

交通アクセス・・・JR鹿家駅から徒歩25分。

姉子の浜（鳴き砂）　【二丈鹿家】
あ ね ご はま な すな Ａ7

長さ700ｍの砂浜は、遠浅で夏場は小さな子どもから大人まで安心して海水浴を楽しむ
ことができる人気のスポットです。ここでは5月から10月にかけて、観光地引網が体験で
き、魚やイカをじかに掴めるとともに、海の家を利用すれば獲れた魚のバーベキュー等も
楽しめます。また最寄りの筑前深江駅からも近く、歩いて海まで行けるところも魅力の一
つです。

交通アクセス・・・JR筑前深江駅から、徒歩12分。

深江江海水浴場　【二丈深江】
ふかえかいすいよくじょう Ｃ6

玄界灘に浮かぶ糸島唯一の有人島で、岐志漁港から市営渡船が定期運行しています。島
の周囲は約３キロ、ゆっくりとした時間が流れています。島には幕末の動乱期に勤王志士
たちの協力者であったため、流罪入牢させられた幕末の女流歌人、野村望東尼の遺跡が
あり、明治35年建立された記念碑には伊藤博文、山縣有朋などの名が並んでいます。

交通アクセス・・・JR筑前前原駅（北口）から芥屋行バス25分。『岐志』下車、岐志漁港から
市営渡船「ひめしま」16分。

姫島　【志摩姫島】
ひめしま Ａ4

市内のどこからでも望むことができる可也山（標高365ｍ）は、その形の美しさから「筑
紫富士」とも呼ばれています。麓から山頂まで約１時間で登れ、展望所からの眺めも良い
ため、気軽に登山が楽しめる山としても人気です。また古くは良質な花崗岩が採れること
で知られ、日光東照宮の大鳥居もここ可也山から切り出された花崗岩で造られています。

交通アクセス・・・JR筑前前原駅（北口）から船越行もしくは野北・谷行バス10分。『師吉公
民館前』下車、山頂まで徒歩60分。

可也山　【志摩師吉】
かやさん Ｄ4

透明度の高い海と白い砂浜が美しい海水浴場。環境省が選定した快水浴場百選にも選ば
れています。夏の海水浴期間中には海の家も営業し、市内外から訪れる多くの海水浴客
でにぎわいます。また海水浴場からは低山の立石山（標高210ｍ）に登ることができ、山
頂付近からは360度の大パノラマを楽しむことができます。写真は立石山山頂付近から
芥屋側を撮影。

交通アクセス…JR筑前前原駅（北口）から芥屋行バス30分。終点『芥屋』下車、徒歩10分。

芥屋海水浴場（立石山）　【志摩芥屋】
けやかいすいよくじょう たていしやま 芥屋

拡大

芥屋の大門と野北浜を結ぶ約6㎞に至る弓張型の砂浜と松原が続く玄海国定公園を代
表する白砂青松の海岸線。海と砂浜のコントラストが美しく四季を通じて海岸散歩を楽し
む人々や多くのサーファーの姿を見ることができます。また海岸線近くには飲食店や工
房なども点在しており、糸島散策を満喫することができる人気の海側スポットとなってい
ます。写真は火山山頂付近から撮影。

交通アクセス…JR筑前前原駅（北口）から芥屋行バス25分。『窯元前』下車、徒歩10分。

幣の浜　【志摩芥屋、小金丸、野北】
にぎ はま Ｄ3

玄海国定公園の中でも名勝奇岩として全国的に知られる日本最大の玄武岩洞で、高さ
64ｍ、奥行90ｍ、間口10ｍの洞窟は神秘的な景観を呈しています。六角形や八角形の
玄武岩柱状節理は国の天然記念物に指定され、3月中旬から11月にかけては芥屋漁港
から観光遊覧船も運航中。船上からその雄大な姿を望むことができます。（遊覧船＝往復
約25分　芥屋大門観光社☎092-328-2012）

交通アクセス…JR筑前前原駅（北口）から芥屋行バス30分。終点『芥屋』下車、徒歩10分。

芥屋の大門　【志摩芥屋】
け や お お と 芥屋

拡大

糸島代表する景勝地の一つ、福岡県指定名勝。夫婦岩は海岸から約150メートルの海中
に屹立しており、いにしえより桜井神社の社地として神聖な場所とされています。夕日が
美しいことでも知られ四季を問わず多くの人々が訪れます。特に4月下旬から5月上旬
の大潮の日に執り行われる大注連縄掛祭と、6月の夏至頃の夕日は県内外から多くの観
光客やカメラマンが撮影に訪れるほどの人気スポットとなっています。

交通アクセス・・・JR筑前前原駅（北口）から野北・谷行バス30分。『伊牟田』下車、徒歩30分。

桜井二見ヶ浦（夫婦岩）　【志摩桜井】
さくらいふたみがうら めおといわ Ｅ1


