
【山鹿地区】
事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ

味千ラーメン 山鹿市鹿校通1-1-35 44-6476 ジュンファイブ 山鹿市山鹿1 43-1816 ふちがみ整骨院 山鹿市鹿校通2-12-45 43-8765

あそしな米穀 山鹿市中641-2 43-2526 スーパーセンタートライアル山鹿店 山鹿市山鹿821-3 32-0660 ぷちショップ山鹿店 山鹿市南島942-2 43-2995

あたりや 山鹿市古閑1321 44-0101 スーパーミカエル山鹿店 山鹿市山鹿754-1 48-1033 ＢＯＯＫＳあんとく　やまが店 山鹿市山鹿754-1-2 43-6166

アテネ山鹿店 山鹿市古閑1075-2 43-6600 寿司・和食・いけす料理　むら本 山鹿市山鹿396-14 44-8181 ふるさと市場 山鹿市山鹿1 44-0577

アラキ電化 山鹿市鹿校通1-2-43 44-2750 スナック紬 山鹿市山鹿53 090-4980-5427 宝石・メガネ　オチアイ 山鹿市山鹿1 43-2840

アンクレール 山鹿市鹿校通2-2-11　2F 43-7700 制服のトクナガ 山鹿市山鹿329 43-2208 ホームプラザナフコ山鹿店 山鹿市石733-1 43-9811

井手ふとん店 山鹿市山鹿1026 43-2303 瀬口畳店 山鹿市久原2855 44-7307 保利病院 山鹿市古閑984 43-1212

芋生畳店 山鹿市山鹿229-12 43-2851 セブン-イレブン山鹿大橋通店 山鹿市大橋通603 43-0073 Honda Cars 熊本 山鹿鹿校通店 山鹿市鹿校通3-1-1 43-3885

彩座 山鹿市山鹿1699 43-8880 セブン-イレブン山鹿中央通店 山鹿市中央通101 43-7312 本田商事 山鹿市大橋通301 43-2164

岩下薬局 山鹿市山鹿337 43-2093 セブン-イレブン山鹿日置店 山鹿市方保田359 46-1373 前田畳店 山鹿市熊入町26-1 43-3330

イワノタクシーサービス 山鹿市山鹿1067-2 43-6000 タイヤパークフォレスト 山鹿市杉948-1 44-8880 マックスバリュ山鹿店 山鹿市方保田3462-1 32-1180

ウエスト山鹿店 山鹿市方保田2840 44-2388 ダイレックス　山鹿店 山鹿市鹿校通1-1-24 32-0770 マツムラレコード 山鹿市鹿校通3-2-63 44-7772

有働設備 山鹿市新町703-2 43-4550 高野タクシー 山鹿市山鹿92-3 44-3828 ヘアーサロンマツモト 山鹿市南島790-1 43-3070

エガミ屋 山鹿市山鹿1 43-1829 たけしまプラザ 山鹿市山鹿1 43-1876 まつ薬局 山鹿市山鹿1 43-1871

江上薬品 山鹿市山鹿1700-1 43-3162 武永弘電社 山鹿市中222-5 44-0035 丸亀醤油 山鹿市中1000-2 44-3131

江上薬局　大橋通 山鹿市大橋通704-1 32-1120 岳間製茶　鹿校通店 山鹿市鹿校通1-1-29 44-3989 ミスタータイヤマン山鹿 山鹿市方保田3500-1 42-1717

江上薬局　グリーン・ファーマシィ 山鹿市山鹿1842-18 43-2326 ダスキン山鹿 山鹿市大橋通1003-2 43-2726 ミスターマックス山鹿店 山鹿市方保田3462-1 43-8800

大谷楽器　山鹿教室 山鹿市山鹿392-2 44-1822 田中建具 山鹿市山鹿268-5 44-9476 めがねのトミタ 山鹿市山鹿1022-2 43-3000

お菓子の香梅山鹿大橋通店 山鹿市大橋通301 43-0755 中華料理　華北飯店 山鹿市山鹿1 43-2853 メガネのヨネザワ　山鹿店 山鹿市中825 44-1211

オシャレノキクヤ 山鹿市山鹿1 43-3206 千代の園酒造 山鹿市山鹿1782 43-2161 恵の駅 山鹿市寺島1365 44-4253

お弁当のヒライ 山鹿店 山鹿市南島930-3 44-3985 築山大福堂 山鹿市山鹿1609 43-2561 焼鳥とりまる方保田店 山鹿市方保田3479-1 080-3208-1736

海鮮居酒屋蔵BUZEN 山鹿市山鹿1716-1 33-4308 ディスカウントドラッグコスモス桜町店 山鹿市山鹿629 42-8022 やきにく　なか園 山鹿市山鹿538-3 44-6620

カフェ　タンタァ 山鹿市山鹿1 41-8488 ディスカウントドラッグコスモス山鹿店 山鹿市鹿校通2丁目437-1 42-8788 山鹿インテリアクリーニング 山鹿市鹿校通4-7-3 43-3513

喜久家 山鹿市山鹿1672-1 44-0055 ドラッグストアモリ山鹿店 山鹿市古閑1074-1 44-1280 ＹＡＭＡＧＡカザミドリ 山鹿市熊入町218-1 41-6113

木屋本店 山鹿市山鹿1820 43-2301 ドラッグセイムス山鹿昭和店 山鹿市昭和町101 42-8831 ヤマガスポーツ 山鹿市熊入町42-1 43-5819

喜槍鮨 山鹿市中央通1101 43-7866 ９０’ｓ　ナインティーズ 山鹿市鹿校通2丁目2-8 43-2679 山鹿タクシー 山鹿市山鹿1 44-1000

グッデイ山鹿店 山鹿市中1031 42-8890 中村スポーツ 山鹿市山鹿41 43-3441 山鹿薬局 山鹿市山鹿1609-4 43-2329

熊本トヨタ自動車　山鹿店 山鹿市南島1262-1 43-5000 西益屋（本店） 山鹿市山鹿1608 43-3033 山田印房 山鹿市山鹿1 43-3171

クラブすま 山鹿市山鹿53 43-3664 西益屋（支店） 山鹿市中央通201 44-3160 ゆずり葉山鹿店 山鹿市山鹿1 43-3588

クリーニングハウスひまわり鹿校通店 山鹿市鹿校通2丁目4-30 43-6717 ニトリ山鹿店 山鹿市方保田3462-1 42-8055 豊デンタルクリニック 山鹿市蒲生1553-1 41-6482

ケーズデンキ山鹿店 山鹿市山鹿713 44-8588 ぬのや寝装店 山鹿市山鹿1019 43-2542 夢大地　食菜館　本店 山鹿市熊入町139-1 43-5600

GEO山鹿店 山鹿市方保田3462-1 32-1661 野中建設 山鹿市津留1734 43-3028 夢大地　食菜館　三岳店 山鹿市津留61 44-5111

CoCo壱番屋熊本山鹿店 山鹿市古閑1027-1 32-0155 ハヤカワスポーツ山鹿店 山鹿市方保田3431-1 32-0036 夢大地　食菜館　米田店 山鹿市南島1151-1 43-3273

CoCo　hair 山鹿市山鹿１ 43-7122 早瀬錦堂 山鹿市山鹿1028-1-2 43-2611 ゆめマート東山鹿 山鹿市古閑1006-5 44-5588

コスメティックおおもり 山鹿市山鹿1 43-2890 原生花 山鹿市山鹿796-5 43-1849 ゆめマート山鹿 山鹿市熊入町173 43-7725

コスメティックとみた 山鹿市山鹿1 43-3532 原文具店 山鹿市山鹿1845 43-2373 洋服の青山　山鹿店 山鹿市新町206 43-5135

木庭刃物工場 山鹿市山鹿1028 43-3857 パン工房オリーブ 山鹿市中1030-4 44-7577 LA FEMME 山鹿市山鹿1 43-2356

呉服のやました 山鹿市山鹿1 43-2077 ピッツェリア・ダ・ツルバラ 山鹿市山鹿1495 43-8920 ラララカフェ 山鹿市山鹿1807-1 090-8403-1382

コメリ　ハード＆グリーン山鹿店 山鹿市山鹿920-1 32-0911 美容室スタジオＮ 山鹿市古閑1354-15 43-7386 ランドリーステーションひまわり 山鹿市鹿校通4丁目8-27 41-6332

さいとう精肉店 山鹿市熊入町223-4 43-2929 平山温泉　やまと旅館 山鹿市平山211 43-8255 RICH　HAIR　DESIGN 山鹿市古閑1272-1 43-1010

さかなし化粧品店 山鹿市鹿校通1-1-29 43-7328 ひろ瀬食堂 山鹿市山鹿1 43-1854 Ｒｉｖｅｒ 山鹿市中央通1007 43-2655

Sakusai　あさひ 山鹿市鹿校通2-2-12 44-2900 ファッションセンターしまむら　山鹿店 山鹿市方保田3490-1 42-1288 Lib　Work 山鹿市鍋田178-1 44-3559

サファイヤ山鹿店 山鹿市鹿校通3-2-56 44-7700 フードサービスむらかみ 山鹿市山鹿1698 43-3116 旅館　家族湯　いまむら 山鹿市平山4156 43-8821

サンドラッグ東山鹿店 山鹿市古閑1006-5 32-0750 服地のマツヤマ 山鹿市山鹿1 44-2223 リンガーハット熊本山鹿店 山鹿市中央通340-1 42-1212

シューズひぐち 山鹿市山鹿1 43-1807 富士ホテル 山鹿市昭和町506 43-4146 Luce 山鹿市中1030-1 41-3366

ジュエリー　トケイ　メガネ　SAITO　サイトウ 山鹿市山鹿356 43-2758 藤本建設 山鹿市保多田41-4 44-0377

山鹿市プレミアム付商品券 取扱店一覧
令和元年９月１０日現在　順不同



【鹿本地区】 【鹿北地区】 【鹿央地区】
事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ

味千ラーメン　鹿本店 鹿本町津袋40-1 46-3469 井上自動車 鹿北町四丁1692-2 32-2881 朝倉自動車 鹿央町合里3180 36-2908

アタックス　鹿本店 鹿本町来民715 46-6030 岩野石油 鹿北町四丁1630-2 32-3128 鹿央物産館 鹿央町岩原2965 36-3838

有働商会 鹿本町来民1171 46-2005 小栗郷 鹿北町岩野4186-130 32-4111 佐野木商店 鹿央町広3551 36-3385

緒方石油店 鹿本町来民1606-1 46-3334 鹿北自動車 鹿北町芋生4517-1 32-2107 ファーマーズマーケット夢大地館 鹿央町千田2950-1 42-0141

お弁当のヒライ 鹿本店 鹿本町御宇田374-2 46-3916 琥珀の刻 鹿北町四丁1638-1 32-2210 フォースパワー 鹿央町岩原1372-1 41-5537

鹿本観光 鹿本町来民655-1 46-3000 Ｃ＆Ｓのなか 鹿北町四丁1436 32-2055 ふじもと歯科医院 鹿央町合里672-1 36-4618

熊本トヨペット山鹿店 鹿本町御宇田334-3 42-3100 JAかもと茶販売所 鹿北町岩野130-1 32-3134 幸村商店 鹿央町合里566 36-2702

クリーニングハウスひまわり鹿本店 鹿本町来民715アタックス鹿本店内 41-5534 岳間渓谷キャンプ場 鹿北町多久3529-5 32-3240

米市場米都らいす鹿本店 鹿本町御宇田339-1 34-0588 岳間製茶 鹿北町多久1377-3 32-2526

坂本尚美堂 鹿本町来民1217 46-2124 岳間の郷 ひがし 鹿北町椎持1501-5 32-2518

ショッピングセンターリオ 鹿本町来民549-3 46-5511 津留﨑時計店 鹿北町四丁1707-3 32-2087

ショッピングセンターリオ　エムズ 鹿本町来民549-3 46-5510 ニューデイリーストアかほく店 鹿北町岩野130-1 32-3135

ショッピングセンターリオ　オアシス 鹿本町来民549-3 46-5502 古田薬品 鹿北町岩野114 32-2050

ショッピングセンターリオ　西本真生堂 鹿本町来民549-3 46-5507 Yショップ岳間取次店 鹿北町多久1383-3 32-2400

ショッピングセンターリオ　マークス 鹿本町来民549-3 46-5508

ショッピングセンターリオ　前川商事 鹿本町来民549-3 46-5349

ショッピングセンターリオ　三河屋スーパー 鹿本町来民549-3 46-5501 【菊鹿地区】

専修堂仏壇店 鹿本町御宇田690-6 43-3222 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ

TAMAYAN 鹿本町御宇田692-2 41-7788 足立商店 菊鹿町上内田579-1 48-9039

ディスカウントドラッグコスモス鹿本店 鹿本町御宇田661 34-0311 あんずの丘 菊鹿町下内田733 48-3100

永田屋 鹿本町来民1203 46-2045 佐とう製茶 菊鹿町池永638 48-3545

肉の来民屋 鹿本町来民545-2 46-4028 中満石油 菊鹿町山内269-7 48-9214

農園レストランまんま 鹿本町梶屋1257水辺プラザかもと内 46-5601 山鹿和栗洋菓子店An（杏） 菊鹿町下内田733 48-4648

野口薬店 鹿本町来民1757 46-2218 Yショップ内田取次店 菊鹿町上内田584-1 48-9311

原田食品製造所 鹿本町来民1166-2 46-2159 Yショップ菊鹿店 菊鹿町下内田390 48-3131

肥後赤鶏　鳥呼 鹿本町高橋1264-6 41-8767

肥後第一交通タクシー 鹿本町来民1568 46-3161 　ご購入者の皆様へ

卑弥呼醤院 鹿本町来民1586 46-2123

ベスト電器熊本山鹿店 鹿本町中富50 46-5000

ホームプラザ ナフコ 鹿本店 鹿本町御宇田640-1 46-5100

メガネのヨネザワ　鹿本店 鹿本町御宇田663-2 46-1701

山鹿ピアノ工房 鹿本町御宇田286-4 41-5546 　なお、登録店一覧は随時更新して参ります。

発行 ： 山鹿市

　　　　　　

問合せ先 ：  山鹿市商工会　　 ＴＥＬ  ０９６８－４６－２１４１

　　　　　　 　 山鹿商工会議所　ＴＥＬ　０９６８－４３－４１１１

○使用期間は、令和元年１０月１日から令和２年３月１５日です。

○商品券は切り離し無効となりますので、ご注意ください。

　その他、詳細については商品券裏面記載の注意書きをよく読んでご使用下さい。

○この一覧に掲載している登録店は継続して募集しており、今後も増加する予定です。


