






2014年12月に行われた古賀市長選挙の投票率は49.8％。
市民の半分以上が投票に行っていません。
果たしてこれで古賀市民の想いを伝えることができるのか？
そこで、少しでも古賀市が市民にとって魅力あるまちづくりに
つながるよう、投票率のアップを狙った取組み「せんきょ割」
はじめます。

１．しくみ
      平成27年4月26日（日）に投開票が行われる「古賀市議会
　  議員一般選挙」を対象に、実際に投票に行ったことを証明
　  できる方は、古賀市内のステキなお店でステキな特典を
　  楽しめます！！

２．特典を受けるための３ステップ

　　①投票に行く
　　②会場のスタッフの方に
　　　「投票所来所証明書」を発行
　　　してもらう
　　　　   ③その証明書を持って、特典を
　　　出してくれるお店をめぐる。

３．特典はどこでどんなものが？

　　「古賀すたいる」http://www.koga-style.com/ に、
        お店ごとの特典内容が紹介されているので、じっくり
        眺めてみて下さい。

　    特典を受けられる期間や内容やルールは、お店ごとに
　　設定されています。何があるかな？気になりますね。
　　1枚の証明書で何店舗でもOKですので
　　ぜひ「せんきょ割」ハシゴしてくださいね。

　　
　　主唱：古賀すたいる
　　みんなが選挙に行って投票率が上がること、そして、
　　誰に投票しようかと悩んだり、「せんきょ割」で古賀の
　　ステキなお店との出会いを愉しんだりして、古賀を
　　好きになる人が増えることが、私たちの願いです。

ご利用いただいた方にオーナー
さん手作りの雑貨をプレゼント！

み
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ん
♡

ギャラリーカフェ美葉  
古賀市花見東7-14-1

河野水産
古賀市駅東1-4-6

Cafe&Bar FES
古賀市中央1-1-50

オーガニック広場  ひふみ
古賀市天神1-2-3

SweetsLand 0503 
古賀市美明3-3-14

Beau Chateau
古賀市天神1-10-1

花鶴タクシー 
古賀市天神2-1-5

古賀市民劇団DAICOON

リバティーベル
古賀市駅東1-4-7

SWITCH BAHN 
古賀市久保1641-5

中華食堂 toneri
古賀市中央2-8-35

薬王寺の湯　偕楽荘
古賀市薬王寺381

ジョイトラベル有限会社
古賀市中央1-6-40

鬼王荘

4月26日(日)～5月26日(火)

092-410-0886
1.60分以上の
   コース利用時は
   500円OFF!
2.30分~45分以上の利用時は
   ドリンクをサービス！

4月26日(日)～5月26日(火)

選挙が終わったら
旅に出よう。そんな思いが醸し出
される、ちょっとしたプレゼントを
先着順でお届けします。

4月27日（月）から、先着順

092-943-1355

080-1710-7776

4月20日（月）～4月30日(木) 

お買上げの方に、
にくきゅ～クッキー1個プレゼント!!

4月23日(木)～4月28日(火)

薬王寺の湯を、
ご自宅でも。
当店自慢の薬湯プレゼント!!

（家庭用薬湯入浴剤）

092-946-3866

本格中華料理を
気軽に楽しめる
中華食堂で、夜のファースト
ドリンクをサービス！

092-410-6161

4月26日（日）～5月2日(土)

お食事された方に
ミニアイス(プレミアムアイス)を
プレゼント！

092-942-1810

4月26日（日）～5月26日（火）

090-5725-1527

092-943-3901

   4月26日（日）まで

092-944-5717

092-942-3431

092-944-1701
(1)2000円以上の
　 商品の場合、
     10％割引き
(2)800円未満のドリンクの場合、
　カクテルを500円で。

4月26日(日)~5月26日(火)

雑貨屋三毛猫  きららの店
焼きたてパンの店  花小麦
古賀市薬王寺953-5 

古々地庵
古賀市薦野1302-1

ほっこり処　もみもみ屋
古賀市駅東2-11-1

092-692-6067 

AセットまたはBセットをお食事の
方に、ドリンクを無料プレゼント!！

（期間中の平日限定）

4月28日(火)～5月27日(水)

古賀市薬王寺81
092-946-3017

静かな山間の旅館でホッと安らぎ
の時間を過ごしていただけるよう、
コーヒーを１杯サービスします。

092-943-8400

4月27日（月）・28日(火)・29日(水)

プチお菓子
プレゼント!!

 4月26日（日）のみ

新鮮なお魚が
たくさん並んで
います！こちらで1000円以上
お買上げの方、100円引き

4月26日（日）～5月24日（日）まで

TVでも多数紹介
されたラテアート
付きカプチーノ。なんと100円引き!

092-944-5755

オーガニックコーヒー100円引き！
(300円→200円に）

4月26日（日）～5月26日（火）

092-941-0503

証明書を持って来店された方に
ハッピーマカロンをプレゼント！

4月26日（日）～先着5名様！

4/30までに、
花鶴タクシーに
乗車し、1,000円分以上乗車された
方に、抽選によりタクシーチケット
等をプレゼント。 詳しくはWebで。

古賀を題材に
したミュージ
カルの新作が
今年も12月に
登場。その有料鑑賞券を、抽選で
５名様にプレゼント！
 詳しくはWebでチェック!!
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プレゼント！
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4月26日（日）～5月26日（火）

090-5725-1527
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   4月26日（日）まで
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(1)2000円以上の
　 商品の場合、
     10％割引き
(2)800円未満のドリンクの場合、
　カクテルを500円で。

4月26日(日)~5月26日(火)

雑貨屋三毛猫  きららの店
焼きたてパンの店  花小麦
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お買上げの方、100円引き

4月26日（日）～5月24日（日）まで

TVでも多数紹介
されたラテアート
付きカプチーノ。なんと100円引き!
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オーガニックコーヒー100円引き！
(300円→200円に）

4月26日（日）～5月26日（火）

092-941-0503

証明書を持って来店された方に
ハッピーマカロンをプレゼント！

4月26日（日）～先着5名様！

4/30までに、
花鶴タクシーに
乗車し、1,000円分以上乗車された
方に、抽選によりタクシーチケット
等をプレゼント。 詳しくはWebで。

古賀を題材に
したミュージ
カルの新作が
今年も12月に
登場。その有料鑑賞券を、抽選で
５名様にプレゼント！
 詳しくはWebでチェック!!
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