
令和４年９月８日 

福岡市政記者各位 

福岡市漁業協同組合（以下、福岡市漁協）では、水産物の消費喚起や漁村の活性化を図る 

ため、９月 12 日から 20％のプレミアム付き商品券を販売いたします。 

この商品券は、福岡市漁協の下記関連施設で使用ができ、一人１冊まで誰でも購入が可能です。 

つきましては、福岡市漁協のプレミアム付商品券の販売周知についてご協力いただきます 

ようお願いいたします。 

記 

１．発行冊数 300 冊 

２．販 売 額 １冊１万円（商品券額面 12,000 円、1,000 円×12 枚つづり） 

３．販 売 日 令和４年９月 12日（月）から開始 

４．使用期間 令和４年９月 17 日（土）から令和５年２月 28 日（火）まで 

５．使用可能施設 下記のとおり 

６．購入方法 

商品券は、使用可能な各施設で販売しています。各問合せ先の支所へ電話または FAX で 

事前予約のうえ、購入してください。(購入申込書は漁協 HP、市 HP に掲載しております) 

（受付時間 平日 9：00～17：00 ※12:00～13:00 除く）

【使用可能施設及び問合せ先】 

使用可能施設 問合せ先 電話番号 FAX 番号 

① 市漁協 唐泊支所 福岡市漁協 

唐泊支所 
092-809-2311 092-809-1205

唐泊恵比須かき小屋 

② 市漁協 伊崎支所 福岡市漁協 

伊崎支所 
092-741-2970 092-771-2528

伊崎のおさかな夕市 

③ 

志賀島の朝市 福岡市漁協 

志賀島支所 
092-603-6509 092-603-6622

志賀島センター島の幸 

弘の夕市 福岡市漁協 

弘支所 
092-603-6611 092-603-2755

SHOP ヒロ 

福岡市漁協が ぎょぎょぎょ ! ! プレミアム付商品券 を販売します

【商品券に関する問い合わせ先】 

福岡市漁協 本所 三輪 

 TEL：092-881-4300 

【担当課】 

福岡市農林水産局 

水産部水産振興課長 高木 

TEL：092-711-4363 
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志賀島センター島の幸 

東区大字志賀島411-3 

Tel: 092-603-2411 

営業時間: 

10:00～17:00 

定休日: 不定休 

（1/1～1/31まで休業） 

商品例: 金印汐わかめ１㎏ \1,050／500ｇ \550、 

干物 \300～\1,050、活サザエ１盛 \1,000 等 

SHOPヒロ 

東区大字弘1285-1 

Tel: 092-603-6866 

営業時間: 

8:00～17:30 

定休日: 

火曜日及び年末年始 

商品例: 弘わかめ１㎏ \1,100、アカモク \200、 

メカブ \250、ボイルサザエ(冷凍) \600、 

食料品や酒類等 

弘の夕市 

東区大字弘 弘漁港内 

開催日時: 

第2・4 土曜日 14:00～ 

無くなり次第終了 

※12月24日(土)まで 

商品例: タコ、アジ などの魚介類 \300～\5,000程度 

※ 開始前から行列ができ，開始 30 分程度で完売するこ

とがあります。お早めにお越しください。 

https://fukuokashigyokyo.com/ichi/hiro.html 

志賀島の朝市 

東区大字志賀島736-24 

開催日時: 

第1・3 日曜日 7:45～ 

無くなり次第終了 

※12月18日(日)まで 

商品例: エビ \500～\1,000、カニ \1,000～\1,500、 

シャコ \1,000～\1,500 等 

※ 売り出し前、先着順で整理券を配布します。整理券配布分で

完売することもございます。購入希望の魚種ありましたらお早目

にお越しください。 

https://fukuokashigyokyo.com/ichi/shikanoshima.html 

市漁協 唐泊支所 

西区大字宮浦273-12 

Tel: 092-809-2311 

Fax: 092-809-1205 

営業時間:  

平日 9:00～17:00 (12:00～13:00除く) 

商品例: 唐泊恵比須かき販売、           

かきの佃煮(5パック) \2,500、 

かきの燻製(5パック) \2,500 等 

https://karatomari.raku-uru.jp/ 

唐泊恵比須かき小屋 

西区大字小田 海づり公園緑地 

Tel: 092-809-2311 

営業時間: 

平日  11:00～17:00 (O.S.16:30) 

土日祝 11:00～18:00 (O.S.17:00) 

定休日: 火曜日(祝日の日は営業) ※11月頃～3月末頃まで 

商品例: 唐泊恵比須かき１盛 \1,000、かき飯 \300、 

サザエ \500、野菜セット \400 等 

http://www.karatomari.jp/kakigoya/index.html 

 

市漁協 伊崎支所 

中央区福浜 1-23-12 

Tel: 092-741-2970 

Fax: 092-771-2528 

営業時間: 

平日 9:00～17:00 (12:00～13:00 除く) 

商品例: 天然塩わかめ 1 袋 \400 

伊崎のおさかな夕市 

中央区福浜 伊崎漁港内 

開催日時: 毎土曜日 14:55～ 

※売り切れ次第終了 

※14:30 頃までのお越しを 

オススメいたします。 

商品例: クルマエビ、ヨシエビ、マエビ、シバエビ、シャコ、手長ダコ、

コウイカ、ワタリガニ、ヒラメ・カレイ、アナゴ、アワビ、サザエ 

等を¥200～¥2,000 程度で販売中。 

新鮮かつ格安となっています！  

 

https://fukuokashigyokyo.com/ichi/izaki.html 

※ 朝市・夕市では、その日の漁獲内容により、魚種／販売価格が異なります。 

※ 当商品券は「JA 博多じょうもんさん市場」などではご使用いただけません。 
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【商品券有効期間】    令和４年 9 月 1７日(土) ～ 令和 5 年 2 月 28 日(火) 
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