
�,���点以上のお礼の品をご用意！
ネットから簡単に寄附お申し込みいただけます。

楽天市場（糸島市ページ）

https://www.rakuten.co.jp/f������-itoshima/

糸島市　ふるさと納税 検索

ITOSHIMA CITY
糸島市

糸島市ふるさと納税お問い合わせ窓口

TEL：���-���-����（受付時間：平日 �:��-��:��）
FAX：���-���-����
MAIL：itoshima@steamship.co.jp

業務委託先（株）スチームシップ

GOOD JOBS ITOSHIMA
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糸島市長

月形 祐二

この度は、糸島市をご支援いただき誠にありがとうございます。
全国の皆さまよりお寄せいただいたご寄附は、

自然環境保全のためのプロジェクトや子どもたちの教育環境の充実、
九州大学との連携によるまちづくりなど、皆さまの想いに沿う形で活用させていただいております。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および、
感染拡大によって様々な影響を受けておられる皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

糸島市におきましても影響は大きく、毎年市内外から沢山の方が訪れる
野外イベントや音楽フェスは軒並み中止となりました。
また、観光客向けの飲食店や事業者の多くは、

営業時間や業務形態の変更を行うなど厳しい現状に直面しております。

そのような中でも、明るい未来にしていこうと前向きに奮闘する事業者・生産者にとりまして、
ふるさと納税を通じた皆さまからのあたたかいご支援は大きな大きな励みとなっております。

市を代表いたしまして、改めて御礼申し上げます。
まだまだ予断を許さない現状ではございますが、

この難局を乗り越えるべく、引き続き真摯に取り組んでまいります。

糸島市には数多くの魅力があると自負しておりますが、最大の魅力はやはり「人」です。
本誌は、『GOOD JOBS ITOSHIMA』と題し、

糸島の人々が生み出す多彩で魅力的な特産品（お礼の品）をご紹介しています。
ぜひ最後までお楽しみいただけると幸いです。

皆さまへメッセージ
いつも糸島市を応援してくださる

TSUKIGATA YUJI

GOOD JOBS ITOSHIMA MAP

肉
魚介
野菜
卵・乳製品
米
フルーツ・菓子・ドリンク
植物
定期便
クラフト

編集後記

糸島黒毛和牛とは

糸島カキとは

糸島市は豊かな自然を愛し、活かす人々の営みによっ
て発展するまちです。多種多様な分野のプロフェッショ
ナルが集い、それぞれの手によって個性輝く産品や
サービスが日々生み出されています。本誌では、糸島
市のふるさと応援寄附をご支援してくださる皆さまへの
お礼の品のご紹介を通して、素晴らしき「糸島しごと」
の世界をご堪能いただけたらと願っています。

GOOD JOBS ITOSHIMA

に込める想い

本誌の内容は糸島市の楽天ポータルサイト内でご覧いただけます。
※掲載情報は����年��月現在のものです。返礼品の内容、仕様、金額、
販売・提供期間等は、予告無く変更される場合があります。
※印刷の都合上、実際の返礼品とは色や質感等に若干の差が生じる場
合があります。

CHAP TER 1

糸島市ってどんなところ？
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やますえ 馬場 孝志さん ／ GOOD DAILY HUNT 林 博之さん
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詳しくはP��～へ！

ITOSHIMA CITY

福岡市内
から

約30分

アク
セス

都会からすぐの大自然！

糸島市は福岡県の北西部に位置する自然豊かなまちです。一方で、福岡
市の都心部からは、車や電車で約��分の距離に位置しています。日本各
地・世界各国へ繋がる福岡空港にも直通の電車でアクセスできるため、
交通の利便性が高い地域です。

NAGA
SAKI

SAGA

FUKU
OKA

OITA

KUMA
MOTO

MIYA
ZAKI

KAGOSHIMA

モノ 海の幸や山の幸、こだわりの雑貨まで！

自然広がる風光明媚な地、糸島市。海の幸から山の幸まで、大自然の中
で育まれた新鮮な食材をフルコースで味わうことができます。また、クラ
フト作家の工房も多く、糸島にしかない、暮らしに彩りを与えてくれる素
敵な作品たちに出会えます。 詳しくはP�～へ！

CHAPTER

1
糸島市ってどこにあるの？糸島市ってどんなまち？そんな素朴なギモンを解決します！

ヒト 各地から集まる魅力的なプレイヤー

近年「住みたい街」としても人気を集める糸島市。九州大学伊都キャン
パスの設置により、学生も多く集まります。農業、畜産業、漁業や林業に
従事するプロフェッショナル、ものづくりを生業とするクリエイター、シナ
ジーを生み糸島を盛り上げるプロデューサーなど個性的で多彩な人々
が活躍しています。

コト 「美味しい」も「楽しい」も丸ごと味わう！

自然を満喫できるレジャースポットや美しい夕焼けに癒やされながら
ゆったりできるお洒落なカフェ、採れたての糸島食材が並ぶ直売所や糸
島グルメを堪能できるレストランが点在しています。休日は、若者や家族
連れなどたくさんの人で賑わいます。

糸島グルメを堪能できるスポット

糸島カキ小屋

加布里漁港・岐志漁港・船越漁港・福吉漁港
（カキ販売のみ）野北漁港・深江漁港

��月～�月、�:��～��:��（※店舗による）
foitoshima.jf-net.ne.jp/kaki

糸島の冬といえば！

毎年冬になると�つの地区に
��軒近くのカキ小屋がオープ
ンし、たくさんの観光客が訪れ
ます。糸 島 のカキ 小 屋 は 、新
鮮・安全で、身が大きくリーズ
ナブルなお値 段が特 徴 。持ち
込み可 能 な店も多く、和 気あ
いあいとした雰囲気で食事を
楽しめます。

伊都菜彩

糸島市波多江���
�:��～��:�� 年始のみ
ja-itoshima.or.jp/itosaisai

国内最大級の直売所！

糸島で採れた新鮮な食材を販
売する直売所です。
店 内 に は 野 菜 や 果 物 をはじ
め、お米、糸島牛・糸島豚など
の畜産物、花、鮮魚類、お惣菜
などがずらりと並んでいます。
地元の人はもちろん、いつも県
内外の多くの人で賑わっていま
す。

CHAPTER

2
個性豊かで魅力的なプレイヤーが集う糸島。今回は、糸島を熱く盛り上げる2人のしごと人にお話を伺いました。

やますえ

馬場孝志さん

私の使命は、
糸島の特産物の価値を高めること。
Profile
糸島生まれ糸島育ち。糸島を拠点に、地元の食材を使ったこだわり
の明太子を製造する〈株式会社やますえ〉代表。糸島の食を盛り上
げたいという想いのもと、「食taku市」を主催。

糸 島で生まれ育ち、一度は故郷を離
れるも、様々なご縁に導かれ大好

きな糸島に戻ってきた。馬場社長は、平成
��年の�月に先代から志や想いと共に株
式会社やますえを受け継いだ。仕事が休
みの日も魚のことを学び、地元の方々と
の繋がりをつくるため市場に通う。糸島の
発展のために自分たちには何ができるの
か。常にそんなことを考える。糸島の食材
を使用したやますえのこだわりの明太子
は、徐々に全国の皆さまにご好評いただ
けるようになってきた。ふるさと納税のお
礼の品としても寄附者に喜んでいただけ
ているのが本当に嬉しい。しかし、現状に
甘んじることはしない。「糸島には美味し
いものがもっともっとたくさんあるのに、
その多くを届けられていない状況。これか

らのやますえは、自社の商品開発はもち
ろんのこと、まだ知られていない糸島の
美味しいものを日本全国、そして海外へ
もお届けできるような企業として成長し
ていきたい」と話す。それと同時に、食堂
や給食など地元の方にもより気軽に糸島
の美味しいものを食べてもらえるような
地域循環型の仕組みを民間・行政で協力
してつくっていく。また、SDGsのような世
界規模の取り組みにも、糸島で早期に実
現していけるよう先陣を切りたいと意気
込む。糸島には、糸島を盛り上げていこう
としているプレイヤーが多い。「みんなで
協力したらできないこともできるようにな
る。愛してやまない糸島のお役に立てる
よう、自分自身の使命を果たしていきた
い。」

GOOD DAILY HUNT

林博之さん

糸島に移住して、
時間の使い方が豊かになった。
Profile
糸 島 移 住 � 年 目 。筑 前 前 原 に て ア ウトドア 用 品 を 販 売 する

〈GOOD DAILY HUNT〉を経営。楽しいMARKETを通して森の問題
を伝えるイベント「THINNING」や、合同展示会「thought」を主催。

林 さんは、週に�・�回仕事の前に大
好きなサーフィンを満喫している。

��歳の時、北海道から宮崎まで�ヵ月かけ
て歩いて旅した経験から、いつかは独立し
自然の近くでの暮らしを夢見た。しかし、
満員電車が当たり前の東京で営業として
日々目の前の仕事に打ち込む中で、その
気持ちはだんだんと薄れていった。����
年、東日本大震災に直面したことが、「生」
について真剣に考え、自らの生き方を見つ
めなおすきっかけとなった。九州一の商圏
福岡の立地の良さと自然に恵まれた環境
に惚れこみ、家族と共に縁もゆかりもな
かった糸島への移住を決意。移住�年目
は、家族に寂しい思いをさせたくない、九
州を好きになってもらいたいという想いで
ほとんど働かずに貯金を切り崩して九州

を遊び尽くした。貯金が減っていくのは怖
かったが、糸島で生きていく覚悟が決まっ
た。そして、その�年間で糸島のいろんな人
と出会えたこと、糸島の課題を知れたこと
が今の活動に繋がっている。「糸島にはこ
こを拠点に挑戦したいというクリエイター
が大勢いる。東京から移住してきたモノ売
りである僕の役割は、そんな彼らの素晴ら
しい『しごと』をより多くの人に届けられる
よう首都圏へ繋ぐ架け橋になることだ」と
語る。コロナウイルスの影響もありライフ
スタイルやワークスタイルは多様化してい
る。「糸島は僕のようなよそものを受け入
れる器のある場所。方法は�つじゃないか
らそれぞれの切り口で糸島を盛り上げて
いく人が増えていったら、もっともっと面
白くなるんじゃないかな。」

糸島を全力で体感できるイベント

Sunset Live

毎年9月上旬
＜芥屋海水浴場・キャンプ場＞

糸島市志摩芥屋����
※����年は中止になりました

雄大な自然に
音楽があふれる2日間！

青い海を眼前にする芥屋海水
浴場で開催される、音楽フェス
ティバル「Sunset Live（サンセッ
トライブ）」。毎年数十組のアー
ティストが全国から集まり、趣向
を凝らしたステージを繰り広げ
ます。約��,���名もの来場者が
訪れる、糸島の夏の風物詩で
す。

110キロウォーク
糸島三都

毎年4月第3土日
＜スタート地点＞

志摩中央公園：糸島市志摩初
※����年は中止になりました

日本一過酷⁉
険道を超えた先の感動

����年に糸島市の誕生を記念
して始まったウォーキング・イ
ベント。参加者は�日間かけ、
制限時間内に市内を巡るコー
スを歩きます。休憩所には糸島
グルメも充実。ここで体験する
糸島の自然の素晴らしさや人
の温かさは忘れられない思い
出となるでしょう。
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CHAPTER

3
令和元年度にご支援いただきました、ふるさと応援寄附の使い道についてご報告いたします。

より良いまちづくりに
努めてまいります！

糸島市では、より良いまちづくりを力強く進めていくにあ
たり、「ふるさと納税」の制度を活用しています。昨年度
もたくさんの方に糸島市を応援していただきました。心
より感謝申し上げます。全国の皆さまからお寄せいただ
きました寄附金を基に、さまざまな事業を推進すること
ができております。今後も「糸島市を応援したい！」「糸島
市に行ってみたい！」と思っていただけるよう、魅力ある
まちづくりに努めてまいりますので、引き続きご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

令和元年度 ふるさと応援寄附実績

寄附金の総額 698,647,578円
お申し込み件数 27,115件

ふるさと応援寄附活用事業内容

自然環境の保全

市民活動の推進

都市基盤整備又は産業の振興

子育て環境
又は子どもの教育の充実

市民の健康づくり又は福祉の向上

文化財保護又は伝統文化の継承

九州大学との連携によるまちづくり

その他市長が特に必要と認めた事業
（学校教育施設整備事業）

寄附者さまからのメッセージ

毎年ステキな返礼品をいただ
きありがとうございます。市民
の皆さんにとってより良い環境
づくりをこれからも期待してい
ます。　��代 女性

書類の送付など対応が良かったです。何よ
りサイトがすごくおしゃれで見ていて楽しい
ですし、どれもおいしそうに見えます。縁の
ある町ですし、また寄附させていただきたい
と思います。　��代 男性

活用
事例 01

森林再生
プロジェクト
次世代のために
元気な山を残したい。

総面積の約��％が森林である糸島市。林
業従事者の減少などで、その保全が課題
となっています。森林という財産を次世代
へ引き継ぐため、糸島市では林業・木材産
業における「川上（造林・生産）」「川中（製
材・加工）」「川下（建築・消費）」の�者が連
携し、「糸島型森林再生プロジェクト」を実
施しています。健全な森林を育むために、
育成期から収穫期へ「持続可能な山のサ
イクルの構築」を目指します。これは全国
的に見ても先進的な取り組みで、糸島市
は林業界においても注目される存在とな
っています。

�.山に木を植える子どもた
ち。�.「はろ展望台」から見
た二丈岳の眺望。森でろ過
された山水の養分は海に流
れ込み、海の幸を育みます。
�.森林の健康維持のため

に行う「間伐（かんばつ）」。

1

2 3

活用
事例02 九大寺子屋事業

「九大寺子屋」とは、九州大学の学
生が糸島市の小学校を訪問し授
業を行うプロジェクト。普段とは
ひと味違ったテーマで行う授業に
は、驚きや発見がたくさん。糸島市
の子どもたちの学びに大きな刺
激と影響を与えています。

活用
事例04
胃がんリスク検査事業

現在、胃がんは早期発見・早期治療によって完治が見込める病気と言
われています。「安心して身近な所で検診を受けられる体制づくり」を目
指し、リスク検査を実施しています。

市内在住の��歳以上の方を対象
に、生活状況や健康状態などの調
査を実施しています。健康寿命の
延伸に向けた健康づくり・生きが
いづくりの推進を目指します。ま
た、地域課題を把握し、今後の保
健福祉行政に活かしていきます。

活用
事例05 高齢者生活・

健康調査事業

活用
事例 06タブレットPC整備事業
糸島市では、次世代に必要なICT（情報通信技術）教育に
力を入れており、令和元年度は�校に整備しました。一人�
台のタブレット端末を整備し、日常的にさまざまな授業に
おいて活用しています。また、子どもたち一人一人の資質･
能力が確実に育成できる教育ICT環境を実現します。今後
ますます進むグローバル化・高度情報化に対応できるよう、
様々なツールで問題を解決し、他者や社会と関わる力の
育成に活用しています。

活用
事例03
公園遊具
設置事業
福吉しおさい公園に、幼児から小
学生までが安心して遊べる遊具
が新設されました。近隣の子育て
世代などからも喜びの声をいた
だいています。子どもたちの明る
く元気な姿が見られる場所がま
た�つ増えました。

03 04



糸島市おすすめ返礼品
CHAPTER

4
糸島市のとっておきのお礼の品を厳選してご紹介します！

ー アイコンについて ー
サイズ・内容量
○cm、○g、○kg

お届け方法
冷凍 冷蔵 常温

消費・賞味期限
冷蔵○日、○ヵ月

肉
MEAT

糸島黒毛和牛とは
「糸島黒毛和牛」とは糸島の畜産農家から出荷される肉用牛のみに与えられる名称です。その出荷量は年間約
���～���頭ほどしかありません。主に福岡都市圏で消費されるため、あまり県外には出回らない希少なお肉。
まさに地元の人しか食べられないお肉なのです。とろけるような柔らかさと極上の旨みが魅力です。

\WAGYU/

いとしまミートデリ工房
ACA049 冷凍

糸島黒毛和牛
カルビ（バラ肉）焼肉用���g
¥ ��,���
お肉の柔らかさが抜群で大人気のカルビ！

���g 冷凍��日

トラヤミートセンター
AJD001 冷凍

糸島黒毛和牛ももスライス���g
¥ ��,���
良質な肉質と程よい脂の乗り。
お鍋や焼きしゃぶなどに。

���g 冷凍��日

いとしまミートデリ工房
徳永さん

いとしまミートデリ工房
ACA078 冷凍

糸島黒毛和牛シャトーブリアン 
厚切りカット 計���g
¥ ��,���《定期便あり》
ヒレ肉の中でも複数枚しか取れない希少部位。

約���g×�枚

冷凍��日

糸
島
は
豚
肉
や
鶏
肉
も
揃
っ
て
い
ま
す
！

いとしまミートデリ工房

ACA021 冷凍

糸島華豚しゃぶしゃぶ用
食べ比べセット 計�.�kg
¥ ��,���
脂に甘みがあり、臭みがない最高級の
豚肉・糸島華豚の食べ比べセット。

ロース���g・肩ロース���g
バラ���g・モモ���g

冷凍��日

トラヤミートセンター

AJD006 冷凍

伊都國地鶏水炊き用セット
計�.�kg（�～�人前×�）
¥ ��,���
豊かな味わいと、弾力に富んだ肉質の
伊都國地鶏を水炊きで。

モモ���g×�・ムネ���g×�
ガラ���g×�

冷凍��日

ヒサダヤ

AIA005 冷凍

博多和牛モモ焼肉用���g 
¥ ��,���
赤身の旨味とジューシーさを存分に堪
能できる。脂が苦手な方にもおすすめ。

・モモ焼肉用���g
・焼肉のタレ���g×�本

冷凍��日

ー 楽天ふるさと納税 ー
返礼品番号を検索していただくと、お品物の詳細をご覧
になれます。また、本誌でご紹介するお礼の品は全体の
ほんの一部。豊富なラインナップをぜひご覧ください！

FURUSATO NOZEI _ MEAT

厳選した素材から生まれる
手づくりハム・ソーセージ！

志摩スモークハウス
A0A001 冷蔵

糸島の陽光ハムセット
¥ ��,���

はかた地どりソーセージ���g：冷蔵��日
ロースハム��g・ベーコン��g・生ハム��g
荒挽き・ハーブウィンナー各�本
フランクフルト�本：冷蔵��日

トリゼンフーズ
ACD001 常温

糸島どり手羽元カレー ��食
¥ ��,���
手羽元が丸ごと�本入り！鶏の旨味と
スパイスがクセになるチキンカレー。

���g×��食 製造日より���日

いきさん牧場
AGB001 冷蔵

一貴山豚しゃぶセット
¥ ��,���
柔らかく上品な甘味の一貴山豚セット。

（しゃぶ用）肩ロース���g・バラ���g
ロース���g・手造り豚つくね���g
冷蔵�日

たまひろ
ASA003 冷凍

元祖・糸島豚籠包 �箱
¥ ��,���
糸島豚���%！肉汁が口いっぱいに
広がる美味しさ。[福岡県認定商品]

��g×�個×�箱 冷凍��日

《定期便あり》

トリゼンダイニング
AIB001 冷凍

博多華味鳥 水たきセット
（�～�人前）

¥ ��,���
博多の郷土料理「水炊き」をご自宅
で簡単に楽しめるセット。

・水たきスープ���g×�
・華味鳥切り身���g
・華味鳥ぶつ切り���g
・華つくね���g
・博多ぽん酢���ml

出荷時に賞味期限の残りが�ヵ月以上
あるものをお届けします

《定期便あり》

トリゼンダイニング
AIB002 冷凍

博多華味鳥 黒もつ鍋セット
（醤油味・�～�人前）

¥ ��,���
博多の水たき料亭が考案したシンプ
ルかつコクのあるもつ鍋。

・黒もつ鍋スープ（醤油味）���g×�
・国産牛小腸���g ・鶏せせり���g
・鶏ハラミ���g ・ちゃんぽん麺���g
・にんにくスライス�g ・胡麻��g
・唐辛子�g

出荷時に賞味期限の残りが�ヵ月以上
あるものをお届けします

手造りならではの燻製の香ばしさ、スパイスの薫り、
芳醇な肉の美味しさをどうぞお楽しみください。

糸島手造りハム
AAC004 冷凍

生ウインナー�種��本+生ハム
¥ ��,���
本場ドイツで連続金賞受賞！
脂が溶けだしてとてもジューシー。

・生ウインナー�パック���g（�本入）×�種
（プレーン・にんにく・チーズ・こしょう・レモン）
・生ハム �パック（��g前後）

冷凍約��日

糸島手造りハム 中園さん糸島手造りハム 中園さん

《定期便あり》

糸島ジビエ研究所
AYF002 冷凍

みんなでまんぞくジビエセット
¥ ��,���
フランス料理の高級食材「ジビエ」。
いろんな種類を食べ比べ。

・ソーセージ�種
・ミートマフィン�個

冷凍�ヵ月

糸島ジビエ研究所 西村さん

夕食のおかずから
BBQまで、ジビエの本当の
美味しさをぜひご家庭で♪
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魚介 玄界灘に面した糸島市は
魚介の宝庫！ すべて漁師直送！

糸島カキとは 「糸島カキ」は、芳醇でミルキーな甘さ、そして濃厚な旨味が詰まった牡蠣です。新鮮・安全で身が大きいのも特徴。そのままはもち
ろん、レモンや醤油、ポン酢など、お好みの調味料で召し上がれ！ぜひご友人やご家族と一緒にお楽しみください。

AWA006-4 日進丸
殻付き牡蠣 生食用 �kg

（��粒前後）
¥ ��,��� 日付指定可

「海のミルク」と呼ぶにふさわ
しい高品質な牡蠣。
�kg（��粒前後）

出荷日より�日 冷蔵

AJA009-3

ミルキーで非常に甘い牡蠣と
国産天然のはまぐりをセットで！

ひろちゃんカキ
牡蠣�kg（��粒前後）
＋はまぐり（��粒）
¥ ��,��� 日付指定可

�kg（��粒前後）、はまぐり��粒

出荷日より�日 冷蔵

はまぐり
��粒

APD003 徳栄丸
岐志漁港生牡蠣

「森のめぐみ」 �kg
¥ ��,��� 日付指定可

塩味と甘みのバランスがよく、
パクパクと食べられる！
�kg（��~��粒）

出荷日より�日 冷蔵

AZB003-3 飛龍丸
殻付き生食用
福吉の牡蠣 �kg
¥ ��,��� 日付指定可

栄養豊かな糸島の海で育てた
甘み抜群の牡蠣。
�kg（��~��粒前後）

出荷日より�日 冷蔵

糸島といえば真鯛！
真鯛といえば糸島！

糸島市は、天然真鯛の漁獲量が�年連続
日本一！玄界灘の荒波で育った新鮮な真
鯛を、ぜひご家庭でご賞味ください！

真鯛と豚肉を同時にしゃぶしゃぶ。
とっても贅沢！！

やますえ
AKA006 冷凍

糸島産天然真鯛と豚の
しゃぶしゃぶセット

（�～�人前）
¥ ��,���
・真鯛切身���g×�：冷凍��日
・伊都の豚ロース���ｇ×�：冷凍��日
・天然真鯛だしスープ���ml×�：�年
・だいだいぽん酢���ml×�：�ヵ月

AEE001 冷凍 芥屋ゴルフ倶楽部
プレミアム鯛茶漬け �食入
¥ ��,���
「全国のゴルフ場の美味しい
メニュー」�年連続�位！
鯛切身��g×�・たれ���g×�
わさび�.�g×�・海苔�.�g×�
冷凍��日

糸島食品
ABE002 常温

糸島鯛液みそ
¥ �,���
��倍希釈でお味噌汁約
��杯分。どこでも飲めて、
アレンジもいろいろ♪
���g（約��杯分）
製造日より��ヵ月

糸島食品 
松崎さん

皆
さ
ま
か
ら
の
沢
山
の

好
評
価
レ
ビ
ュ
ー

有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
！

福ふくの里
ALD003 冷凍

玄海の海 旬の干物セット
（�～�人前）

¥ ��,���
�~�人前
※魚種や数の指定・
保証はできません

冷凍��日

福ふくの里
釘本さん

世界有数の豊かな漁場、
玄界灘で獲れた魚を

ぜひお楽しみください！

山下商店
ANA014 常温

糸島の乾物 海藻 いとうましもの
¥ ��,���
糸島産の天然素材にこだわって作ら
れた商品のコンプリート詰め合わせ。
海藻�種類・いとしお�種類
海藻：常温���日、いとしお：常温���日

やますえ
AKA022 冷凍

限定���食

糸島産おせち
豪華祝い膳
全��品目（�人前）
¥ ��,���
海の幸、山の幸が
詰まった贅沢おせち。
���×���×高��mm

VEGE TABLES

野菜 こだわりの農法で育てた
安心・安全な野菜たち！
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AGE002

オーガニックナガミツファーム
永光さん

農薬や化学肥料を
使わず、安心・安全・
丁寧な農業を
心掛けています！

オーガニックナガミツファーム
プレミアムサラダ用糸島野菜セット
¥ ��,���《定期便あり》
三ツ星レストランなどの有名店にも卸している
旬の野菜を、収穫当日に出荷！
�~�品目前後（箱��サイズ）
お早めにお召し上がりください 冷蔵

AJB001

USS
松永さんUSS

旬を味わう
「糸島野菜セット」

�～��種
¥ ��,���《定期便あり》
野菜ソムリエ・フードコーディネイターが畑に足を
運び吟味した「安心野菜」のみをセレクト。
ビニールに入れた野菜�~��種
箱サイズ：��×��×高��cm

お早めにお召し上がりください 冷蔵

AFD001 MURA FARM
糸島産パクチー���g
¥ ��,���
魚介類中心の土作りを
心がけ育てた、ミネラル
たっぷりのパクチー。
���g×�袋

冷蔵
お早めにお召し上がりください

AFC003

糸島きのこファーム
糸島産乾燥きくらげ ��g×�袋
¥ �,���
貴重な純国産のきくらげ。
水でもどすと肉厚でプリ
プリ、コリコリ食感♪

��g×�袋
常温�ヵ月
常温

玉葱

人参

大根
大葉

糸島正キ
AQA008

糸島野菜を食べる
生ドレッシング�種類
¥ ��,���
新鮮な糸島野菜をそのまますり下ろし
た生ドレッシング。福岡のおみやげとし
ても人気！

各���g 常温��日 常温

家食が多くなった今日この頃。
メイン食のソースとしてお試しあれ。
今までと違った料理になるかも?!

糸島正キ
正木さん

AHC019

吉永 紫
糸島産絶品トマトみそら�kg
¥ ��,���
糸島市内の直産市場でもトップクラス！！
大人気の絶品トマト。

�kg（��玉前後）※大きさにより個数は前後します
お早めにお召し上がりください 常温

※受付期間：����年�月末まで

農建産業
ARB011

糸島産
ガーリックペースト�本
¥ ��,���
自社栽培の栄養価の高いにんにく
（嘉定種）を使用。色々な料理に、に
んにくをプラス！
���g×�本 常温�ヵ月 常温
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FRUITS & SWEE TS & DRINK

フルーツ・菓子・ドリンク あまおうや素材にこだわった
スイーツで至福のおうちカフェ

いちごの王様・あまおう！

福岡の特産品である『あまおう』。「甘
いいちごの王様になれるように」との
意味が込められています。果実が大
きく色艶が良いのが特徴で、甘みと
酸味が調和した濃い味わいです。

あ かくて、

ま るくて、

お おきくて、

う まい。

みのりのりん
ABD002 冷蔵

糸島の本格あまおう
�パック
¥ ��,���

毎朝その日一番のいちごを即日出荷！
糸島のこだわり高級あまおう。
※����年�月～�月の間に順次発送

���g×� パック（�~��玉/パック） 冷蔵�日

磯本農園

「地域に根付く、地域が栄える農園」
を目指し、糸島市であまおうを育て
る磯本農園。直営の〈cafe TANNAL

（カフェ タンナル）〉は、開店前から人
が並ぶこともあるほど大人気。生い
ちごの時期には、朝採れあまおうを
使用した「いちごパフェ」がお楽しみ
いただけます。

cafe TANNAL カフェ タンナル

糸島市志摩井田原��-�
��:��～��:�� 火
@cafe_tannal 磯本農園

磯本さん

磯本農園
田中さん磯本農園

ATB004 冷蔵

糸島の美味いあまおう
�パック ¥ ��,���
ご家庭であまおうを存分に！
※����年�月上旬～順次発送

���g×�パック（��~��玉/パック）
S~�Lサイズ（A品B品含む）

出荷日より�日

磯本農園
ATB006 常温

飲むあまおう酢・あまおう
コンポートギフトボックス
¥ �,���

磯本農園こだわりのあまおうを
贅沢に使用したギフトセット。

・あまおう酢���ml：製造日より��ヵ月
・あまおうコンポート���g：製造日より�ヵ月

アイスメーカーが新商品に
力を入れるのは��月なんです。

定期便のおまかせボトルアイスでは、
旬なアイスをお届けします。

Loiter Market
北古賀さん Loiter Market

AGD001 冷凍

糸島で行列のできるアイスクリーム屋
ジェラートカップ ��個
¥ ��,���

ピスタチオ・塩・抹茶・ビターチョコ・キャラメル
の定番おすすめ�種セット。

��mlカップ入り、�種×�個 なし

糸島みるくぷらんと
AFB008 冷凍

『伊都物語』プレミアムアイス ��個
¥ ��,���

『伊都物語』の牛乳から生まれたアイス。
濃厚みるく・ヨーグルト・あまおう・抹茶・
チョコレートの�種。

��mlカップ入り、�種×�個 なし
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スコーン専門店キナフク 
土生さん

スコーン専門店キナフク 

スコーンをこよなく愛する店主が、「しっとりしたスコーン」を食べ
たいという想いで、試行錯誤しながら完成したスコーンです。

スコーンのイメージ
を変えてみませんか？

糸島市前原北�-��-��
土・日/��:��-��:��
(または売切れまで)
月～金
kinafuku.com

水を使わず、生乳���％の
生クリームのみで作った
しっとりスコーンです！

AFA001

〈 キナフク 〉
定番スコーン��個セット

¥ ��,���
プレーン・マーブルチョコ・クランベリーチーズ・
塩バニラ・アールグレー・糸島産きなこの�種の
味をお届け。びっくりするほどのしっとり食感。

冷凍�ヵ月 �種×�個 冷凍

AQD001

〈 五洋食品産業 〉
冷凍ケーキ�種 計��個

¥ ��,���
おうち時間でのおやつや、急な来客にもぴった
り！冷凍なので長く楽しめ、沢山入っているの
もうれしいポイント。

冷凍��日
冷凍

・フルーツケーキ ��g×�個
・生チョコケーキ ��g×��個
・抹茶モンブラン ��g×�個

〈 五洋食品産業 〉
冷凍ホールケーキ�種セット

¥ ��,���
クワトロベリートルテ・ベルギーチョコムース・
ショコラルージュの�種のホールケーキをお届
け。パーティや記念日にもおすすめ。

冷凍��日
冷凍

ホールケーキ�種（�号サイズ）

旬の食材を使った、味わいのある
手しごと菓子を。

AME004

〈 フルーレ 〉
季節のベイクドタルトケーキ
アソート�種～�種 計�ピース

¥ ��,���
糸島産たまごと北海道産バター、上質なアーモ
ンドの風味を感じられる人気のタルトセット。

冷蔵約�日
冷蔵

ベイクドタルトケーキ �号（��cm）
（�種~�種 計�ピース）

Petani coffee
Petaniとはインドネシア語で、百姓という意味。 

『生産者と皆様を繋ぐ力になれれば幸いです。』

Petani coffee
桝崎さん（左）/竹田さん（右）

Petani coffee ペタニコーヒー 糸島市志摩初 ��-�
平 / ��:��-��:��
土日祝 / ��:��-��:��
火
petanicoffee.com
@petanicoffee

AGC005

〈 泉屋六治 〉
糸島市産原料のみ使用

泉屋六治オススメティー�種
¥ �,���

シナモン・糸島椿・マルベリー・シトロネルシナ
モンの�つのこだわりのテイストをお届け。

製造日より���日 常温�種×�.�g TB�個

ALC001

〈 Petani coffee 〉
店主セレクトのおすすめギフト缶
＋�種から選べるドリップパック

¥ ��,���
新鮮な珈琲豆or挽いた粉から選択可能。

「コーヒーがある生活」のお供に。

常温 ・���g×�缶：製造日より�~�ヵ月
・ドリップパック（��g×�袋）
  ：製造日より�ヵ月

AQD017
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PLANTS

植物 暮らしに癒やしを与えてくれる
糸島の植物たち
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アンソロジーの
ドライフラワーは

贈り物にもお勧め。

ANTHOLOGY アンソロジー
糸島市志摩桜井����-�
��:��-��:��
不定休
@itoshima.anthology

ANTHOLOGY

AXF001

ドライフラワースワッグ Mサイズ
¥ ��,���
花独特の色味が強く残り、色持ち
の良いドライフラワー。

縦��×横��cm
・壁がけ用のフック付き
・紙のラッピング付き

AWB004

吊るしてオシャレ
『コウモリランの苔玉』

¥ ��,���
苔玉の大きさ：
約��cm前後、全高��cｍ前後

AWB017

ミントグリーンの葉が上品で美しい
『カラテア・フレディ』

¥ ��,���
鉢のサイズ ： 径��×高��.�cm
鉢底からの高さ ： 約��cm前後

陶器鉢
（受け皿付）

tokohana

ドライフラワースワッグ Mサイズ
¥ ��,���
ゆっくりと変化していくドライフラワーは、
時と共にアンティークな質感に。

縦約��以上×横約��cm以上
ラッピングしてお届け

AOC002

ラッピングしてお届けしますので
贈り物にも最適です。

PLAISIR

ドライフラワーリース
¥ ��,���
ひとつひとつ心を込めて制
作。彩りある豊かな生活を。

縦��×横��cm

PLAISIR
鶴さん

ANC001

花と緑で生活に
潤いと癒やしを
お届けします。

はざま園芸はざま園芸
波左間さん波左間さん

はざま園芸

南国気分で癒やしを
『ココヤシ』

¥ ��,���
現在日本で唯一のココヤ
シ生産者が糸島から全国
へお届け。

鉢底からの高さ：約��cm

AND004

丸い実から芽を出した
葉っぱが可愛い♪

店内は天井まで
素敵なドライフラ
ワーでいっぱい。
リースやウエディ
ングブーケの制作
も行っています。

観葉植物を中心に多肉植物、
サボテンなど数多く取り揃え
ています。心地いい癒やしの
空間をお楽しみください。

糸島市志摩小富士���-�
��:��-��:��
金
green-flower.net

cocoha

暮らしにグリーンを
取り入れて彩りと元気を！
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定期便 一度の寄附で何回も楽しめる！

全�回
定期便

いとしまミートデリ工房
ACA075

A�ランク糸島産 黒毛和牛食べ比べセット
¥ �,���,���
糸島黒毛和牛の中でも人気の高いA�ランク、適度な
霜降りで柔らかく上質なお肉を毎月お届け！

計��.�kg（月�回 計�回） 冷凍��日 冷凍

[お届け内容] 例：�回目
・シャトーブリアン約���g×�枚・モモ赤身肉焼肉用���g×�パック
・ローストビーフ約���g×�本（ソース付き）・切り落とし���g×�パック
・肩ロース肉すき焼き&しゃぶしゃぶ用���g×�パック

全��回
定期便

オーガニックナガミツファーム
AGE012 朝獲れ！糸島野菜セット（��品前後）

¥ ���,���

その日の朝採れたものだけを出荷。
安全でみずみずしい栄養いっぱいの旬野菜を毎月お届け♪

��品前後（箱��サイズ）
×��回（月�回）
お早めにお召し上がり
ください
冷蔵

全�回
定期便

はざま園芸
AND003 胡蝶蘭 お楽しみ定期便

¥ ���,���
ミディ系胡蝶蘭�本立
鉢底からの高さ：約��cm

（�ヵ月に�回 計�回）
常温

全�回
定期便

Loiter Market
ジェラートカップ��個×�回・
お楽しみボトル�個セット

¥ ��,���
�回目：カップ�種��個
�回目：カップ�種��個

（��ml/個）
�回目：おまかせボトル�個

（���ml/個）
（月�回）

冷凍

AGD010

糸島で行列ができるお店のジェラートが
毎月お家で楽しめる！計��個お届け。

全��回
定期便

いとしまミートデリ工房

ACA115

博多和牛 厚切りシャトーブリアン
計���g

¥ ���,���

究極の希少部位『シャトーブリアン』。食べ応えのあるサイズ
をなんと、�年間毎月お届け。ぜひ厚切りステーキで♪

・���g×�枚
・ステーキソース
  ��g×�袋

・黒胡椒�g×�袋
×��回（月�回）
冷凍��日
冷凍

全��回
定期便

やますえ
AKA016 酒と醤油の辛子明太子���g

¥ ���,���

ぷちぷちとした食感とさっくりと切れる皮切れの良さが特徴。
糸島の酒・糸島の醤油を使用したこだわりの糸島明太子！

���g（���g×�箱）
×��回（月�回）
冷蔵�日
冷凍

全��回
定期便

五洋食品産業
冷凍ケーキ
お楽しみ年間定期便!!

AQD019

�年間で、計��種類“���個”のケーキをお届け！
ケーキ好き、甘いもの好きのご家庭にはたまらない定期便♪

心を込めて作ったケーキを
皆さまへお届けします！

¥ ���,���
冷凍ケーキセット
×��回（月�回）
冷凍��日 冷凍

[お届け内容] 例：�回目
モンブラン�種 計��個

（かぼちゃ・マロン
・福岡あまおう苺・八女抹茶）

色・形共に多様な胡蝶蘭をお楽しみ定期便で。
その時々で一番状態の良いものをお届け♪
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ITOSHIMA CRAFT

クラフト

糸島市内には、各地に工房があり、木工作家や陶芸家、芸術家が活動をしています。
それぞれのバックグラウンドや価値観が丁寧なものづくりにあらわれています。

ここでは、魅力あふれる作品の一部をご紹介します。ぜひ、お気に入りを見つけてみてください。

糸島のクラフト作家・工房を一度に楽しめるイベント

糸島クラフトフェス

志摩中央公園プロムナード：
糸島市志摩初�
itofes.com
毎年��月開催
※����年は中止になりました

糸島のクラフト作家や
工房が大集結。

糸島の約��工房が集まる、年に
�度のクラフトフェス。「もっと気
軽に糸島のものづくりシーンを
知ってもらえる場を」と、糸島で
創作活動をする�名の作家が発
起人となりスタートさせたイベ
ント。来場者は�日間で、のべ�万
人にも上り、今や糸島の秋レ
ジャーに欠かせないイベントへ
と成長。

糸島ハンドメイド
カーニバル

志摩中央公園プロムナード：
糸島市志摩初�
handmadecarnival.blog.fc�.com
毎年�月下旬/��月下旬開催
※����年は中止になりました

“手芸資材の販売から 
 始まる循環型イベント”

春と秋の年に�度開催している
糸島ハンドメイドカーニバル。参
加作家も東京や沖縄など全国
から���組以上。アクセサリーか
らインテリアまで様々なハンドメ
イド作品に出会えるイベントで、
期間中はワークショップや手芸
資材販売
も行われ
ています。

THINNING

山の問題を多くの人に
知ってもらうために。

丸田池公園：
糸島市前原中央�丁目
thinning.jp

THINNING（シニング）は、クラフト作
品やグルメのマーケットを楽しみな
がら、山の問題について知ってもらう
ためのイベントです。イベント名は、
英語で「間伐（かんばつ）」を意味しま
す。日本全国には、陽の光が差し込ま
ず土壌が弱くなり、土砂災害などの
危険性がある「荒廃林」が数多く放
置されています。間伐は、適切に木を
伐り倒すことで、陽の光を届け、健全
な森を取り戻すための作業です。し
かし、間伐を続けていくためには、間
伐した木材の流通をつくり、森を手
入れするきっかけを作り続けなけれ
ばなりません。この現状を少しでも
多くの人に知ってもらい、民間でもで
きるアクションのきっかけになればと
活動しています。

林 博之さん

インタビューは
P�へ

GOOD DAILY HUNT グッド デイリー
ハント

ANG001

KINO����
¥ ��,���
間伐材を使用した木目の表情豊かな
「キノコトバ」。積み木やインテリアに。

アルファベットや数字など全��種

アコーデオン

神武 豊さん

「古き良きモノ・コトを一歩振りか
えり、あたりまえにあるものを見直
し新しいものを。」木工家具アコー
デオンでは、そんなコンセプトを軸
に空間とものづくりをしています。

ASB001

CAN STOOL STANDARD
¥ ��,���
柔らかい杉と丈夫な缶を合わせた、
心地よく座れるスツール＆収納BOX。

径���×高���mm、 �.�kg
[color]ホワイト・ベージュ・シルバー
オリーブドラブ・グレー・ブラック ベージュ

moqu c�mo モクコモ

薦田 雄一さん

林業を営む家に生まれ、現在は間
伐に携わるなかで、「循環型木工」
を目指して活動しています。
自然に寄り添ったクラフトをお届
けします。

AHF001

『森のポット』カルテット（�個セット）
¥ ��,���
自然と寄り添う独特な作風が
空間のアクセントに。

（�個あたり）
高・径���～���mm
穴容量 約��×��×��mm
重約 ���～����g

※植物は
つきません

DOUBLE=DOUBLE FURNITURE

ダブルダブルファニチャー
酒井 航さん

「作り手であると同時に、使い手であること。」使い手
としての感覚、目線を常に意識しモノづくりをすること
で、生活に馴染むモノを生み出していきたいと思って
います。シンプルなフォルム、すっきりとしたデザインを
心掛け、クオリティ高い製品づくりを目指しています。

APE014 縞黒檀箸・箸置 ペアセット
¥ ��,���
木材の中でもとても硬質な縞黒檀を使用した箸・箸置セット。

箸：厚・幅�×長���×先端約�mm、箸置：幅約��×長��mm
※食器洗浄機、つけおき洗い×

APE011

木製ランプシェード
FACTORY ウォルナット
¥ ��,���
クールなフォルムを木で作ること
で温かみを表現。

シェード：径���×高��mm
黒コード：�m （LED電球専用）
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シンプル・多用途・美しい器

を目指しています。

うつわと手仕事の店 研 敦賀 研二さん

ARD007

アイボリー＆
アイアンブラックシリーズ
とんすい�個セット
¥ ��,���
味わいのあるとんすいが、お食事の
場をより素敵なものに。

径約��×高約�cm
持ち手を含む幅：約��.�cm
持ち手を含む高さ：約�cm

ARD010

アイアンブラックシリーズ
麺鉢�個セット
¥ ��,���
具が多い麺にもちょうどいい、
たっぷりサイズの麺鉢。

径��.�×高�cm、容���ml

いつもと違う器で
食卓にスパイスを！

雅樂窯

うたがま
伊藤 雅晃さん

ASE007 黒金彩めん鉢�個セット
¥ ��,���
渋い黒色と金色に輝く光沢が美しく、光の当
たり方で様々な表情を見せる器。

径約��×高約�cm
※電子レンジ、オーブン、直火、食器洗浄機×

Pebble Ceramic
Design Studio

石原 亮太さん

海に囲まれた糸島で
磁器の器をつくっています。

AMC004 マグ�個セット
¥ ��,���
Pebbleで一番人気のマグ。一点一点手描きで描か
れた花は、使う人を選ばず食卓に合うデザイン。

��.�×�.�×高�.�cm、容���ml

BLESS

ブレス
井手さんご夫婦

レザークラフト
キットも

ご用意しています♪

AAA005

手縫いの本革製品 ロングウォレット
¥ ���,���
使い続ける楽しさ。使う程に変化する�点。

（閉じた状態）��×�cm
革：キャメル / ステッチ：ダークブラウン

ブラック
キャメル

グリーン

AAA007

経年変化を楽しむ
本革製品 ペンケース
¥ ��,���
使うほどに手に馴染む
大人のペンケース。

縦約�.�×横約��×マチ約�cm
[color]キャメル・レッド・ワイン・グ
リーン・ブラック

DURAM FACTORY

ドゥラム ファクトリー
中川 恭士さん

AJE002

ナチュラルな革の
メガネケース
¥ ��,���
日々の暮らしに手しごとの
温かみを。名入れも可能。

縦�.�×横��×マチ�.�cm
[color]
ライトブラウン・
ブラウン・
ダークブラウン・
レッドティー・
グリーン・
ブラック

名入れができるものは
贈り物にもおすすめです。

ブラウン

FURUSATO NOZEI _ CRAFT

ADD004 黄金比の卓上鏡 オーク
¥ ��,���
最も美しい比率でつくったインテリア。贈り物にいかがでしょうか。

横���×幅��×高���mm、オーク
※自然素材のため、木材の木目や色味が異なる場合がございます

暮らしに寄り添う
ものづくりをしています。

贈り物家具
みはたや

御幡 圭輔さん
花田 美香さん

眺めても触れても
心地よい木のアイテムを。

answer

アンサー
竹内 亮太さん

APB015

ウォールナットスツール
¥ ��,���
一枚板を贅沢に使用し、自然
の木目を楽しめる一脚。

約���×���×高���mm
ウォールナット・ホワイトアッシュ

APB009

一輪挿し「answer frame」（S） 
¥ ��,���
飾る楽しさ広がる、木のアクセント。

���×���×��mm、ホワイトアッシュ
ガラス試験管×�本・虫ピン×�本付

工房はーべすと

黒川さんご夫婦

AYA004

シェルアームチェア
¥ ���,���
誰が座っても背中がぴったり
添う、ゆったりと座れる椅子。

幅���×高���×奥行���mm
センダン・山桜・タモ・ナラ等

Weber Workshops

ウェバー ワークショップ
ダグラス・ウェバーさん

ACF001

糸島が贈る
至福のコーヒー味わいセット
シーンで選べる�つの組み合わせ
¥ ���,���
糸島で活躍するプロフェッショナル達
がお届けする特別なセット。

HG-�グラインダー・Bean Cellar
木工雑貨・家具 [工房はーべすと]
コーヒー豆 [Petani coffee]

AQB002

二段弁当箱
¥ ��,���
おひつに入れたご飯のように
ふっくらとおいしさをキープ。

幅��×奥行�.�×高��cm、容約���ml
※電子レンジ、食器乾燥機×

杉の木クラフト

溝口 伸弥さん
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前原 IC

深江 IC

吉井 IC

鹿家 IC

筑前前原駅

美咲が丘駅

加布里駅

一貴山駅

筑前深江駅

大入駅

福吉駅

SAGA

鹿家駅

GOOD DAILY HUNT 

糸島手造りハム

Petani coffee
うつわと手仕事の店 研

いちごや cafe TANNAL

つまんでご卵
ケーキ工房

つまんでご卵直売店
にぎやかな春

ANTHOLOGY

DOUBLE=DOUBLE
FURNITURE

工房はーべすと

Loiter Market

徳栄丸

オーベルジュ
僧伽小野一秀庵

ひろちゃんカキ

cocoha

やますえ

福ふくの里

BLESS飛龍丸

TAK

tokohana

PLAISIR

はざま園芸

Futamigaura

Raizan

Shiraito-no-taki

糸島の癒しの景色と四季折々
の食材を大満喫！

Auberge Sanga Ono

日進丸

糸島正キ

キナフク 

Kayasan

Keya-no-oto FUKUOKA
CIT Y

糸島高校前駅

波多江駅

九州大学
伊都キャンパス

DURAM FACTORY

糸島みるくぷらんと

ゲストハウス糸結

伊都菜彩　

フルーレ

築���年以上の古民家で糸島
通のオーナーがおもてなし！

Guest House Itoyui

GOOD JOBS
ITOSHIMA
ITOSHIMA FURUSATO BOOK 2020-2021

糸島市役所 経営戦略課

発行

取材協力

answer・ANTHOLOGY・BLESS・cocoha・DOUBLE=DOUBLE 
FURNITURE・DURAM FACTORY・GOOD DAILY HUNT・JF 糸島・
Loiter Market・moqu c�mo・MURA FARM・Pebble Ceramic 
Design Studio・Petani coffee・PLAISIR・TAK・tokohana・
USS・Weber Workshops・アコーデオン・いきさん牧場・泉屋
六治・磯本農園・板垣ファーム・伊都菜彩・糸島きのこファーム・
糸島ジビエ研究所・糸島食品・糸島手造りハム・糸島正キ・い
としまミートデリ工房・糸島みるくぷらんと・雅樂窯・うつわと手
仕事の店 研・オーガニックナガミツファーム・オーベルジュ僧伽
小野一秀庵・贈り物家具 みはたや・キナフク・ゲストハウス糸結・
芥屋ゴルフ倶楽部・工房はーべすと・五洋食品産業・志摩スモー
クハウス・白糸酒造・新飼宗一郎商店・杉の木クラフト・たまひろ・
徳栄丸・トラヤミートセンター・トリゼンダイニング・トリゼンフー
ズ ・二丈赤米産直センター・日進丸・農建産業・はざま園芸・
ヒサダヤ・百笑屋・飛龍丸・ひろちゃんカキ・福ふくの里・フルーレ・
緑の農園・みのりのりん・山下商店・やますえ・吉永 紫

車

　福岡市内から約��分
福岡都市高速道→
西九州自動車道[前原IC]下車

電車

　博多駅から約��分
[地下鉄博多駅]から[筑前前原]行き→
[JR筑前前原駅]下車

バス

　博多駅から約�時間
[博多バスターミナル]から
[前原・伊都営業所]行き→[前原]下車

航空

　東京（羽田空港）から約�時間��分
福岡空港→[地下鉄福岡空港駅]から
[筑前前原]行き→[JR筑前前原駅]下車

この度は糸島市ふるさと納税カタログ『GOOD JOBS 
ITOSHIMA』をご覧いただき誠にありがとうございます。
素晴らしき「糸島しごと」の世界をご堪能いただけました
でしょうか。今後もさまざまな形で糸島市の魅力を皆さまに
お届けして参りますので、ご期待いただけますと幸いです。

GOOD JOBS ITOSHIMAをつくった人びと

　OTHER MEMBERS
AIRI / AYA / IKUMI / KEI /  MIWA / TAKASHI 

抜群の感性と表現力を兼ね備える。チームの妄
想を形にする天真爛漫な魔法使い。

WAY / Designer

RYOMU / Photographer

糸島と家族を愛する心優しきクリエイター。独特な
世界観を持つアーティスティックフォトグラファー。

デザインの最終調整は私におまかせあれ。身長
の高さと視界の解像度は他の追随を許さない。

RYO / Designer

糸島のブランディングに心を尽くす。Love&Peach
でチームを引っ張るムードメーカー。

MOMOKO / Editor in Chief

2019


