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アイアル・ケア 山鹿市久原3981-2 44-0689 割烹よこて 山鹿市山鹿989 43-7500 スウィッチヘアー 山鹿市石185-2 44-2584 ぬのや寝装店 山鹿市山鹿1019 43-2542
アイ　マグニン 山鹿市山鹿1 43-4029 金沢屋　山鹿店 山鹿市山鹿592-8 080-1722-5118 スーパーホテル熊本・山鹿 山鹿市大橋通902-2 43-9000 野田商店 山鹿市山鹿1524-1 44-4141
ＡＩＭ 山鹿市山鹿1373 080-7981-3149 カネキ金物店 山鹿市山鹿1670 43-2375 スーパーミカエル　山鹿店 山鹿市山鹿754-1 48-1033 野中建設 山鹿市津留1734 43-3028
揚げ物堂 山鹿市中967-2 070-8425-3910 Café＆Barおはら 山鹿市山鹿1 080-1767-4105 杉養蜂園　山鹿温泉プラザ店 山鹿市山鹿1 43-4138 BAR　BITCH 山鹿市泉町1857-10-2F 43-5188
味千ラーメン　山鹿店 山鹿市鹿校通1-1-35 44-6476 カフェ・工房　萌音 山鹿市熊入町124-7 43-3001 スクリーン＆Ｂｏｏ　山鹿店 山鹿市方保田3631-1 44-7800 馬さしの郷民守 山鹿市鹿校通3-1-57 44-3836
味処　かくれ亭 山鹿市鹿校通4-5-6 43-5903 カフェ　タンタァ 山鹿市山鹿1 41-8488 寿司じじや　山鹿店 山鹿市方保田3431-1 44-8801 馬さし屋松明 山鹿市平山267 44-5856
味処　与し吉 山鹿市山鹿396-7 43-0777 Cafe　美音珈 山鹿市山鹿122-9 41-9188 ストロベリーガーデン 山鹿市長坂833 43-7334 パスタの店ポポロ 山鹿市鹿校通1-2-6 44-4835
あそしな米穀 山鹿市中641-2 43-2526 カフェレストラン　アンクレール 山鹿市鹿校通2-2-11 43-7700 スナックあき 山鹿市泉町1857-11 32-1331 ８８ 山鹿市昭和町313-1 44-3902
あたりや 山鹿市古閑1321 44-0101 カフェレストラン　じゃらんじゃらん 山鹿市名塚991-1 44-6195 スナックWill（ウィル） 山鹿市昭和町512 090-3607-0904 パティスリーのなか 山鹿市鹿校通2-9-17 44-8355
アテネ　サファイヤ山鹿店 山鹿市鹿校通3-2-56 43-6600 亀寿し 山鹿市昭和町313-1 43-3803 スナック桜花 山鹿市泉町1857新天ビル１F 43-5152 花久 山鹿市鹿校通2-3-8 43-3401
アテネ　山鹿店 山鹿市古閑1075-2 44-7700 鹿本農業協同組合　ガスセンター 山鹿市杉869 43-2769 スナック　さくら 山鹿市山鹿1709-1 43-0595 花さと 山鹿市山鹿1 44-6273
天の川セレモニー（旧山鹿天龍会館） 山鹿市山鹿2060-1 43-2211 鹿本農業協同組合　夢大地食菜館　本店 山鹿市熊入町139-1 43-5600 すなっく山鹿 山鹿市山鹿1708 43-8519 華の番台 山鹿市平山4998 44-0887
アメリークネイルズ 山鹿市中715-1 44-5085 鹿本農業協同組合　夢大地食菜館　三岳店 山鹿市津留61 44-5111 スナックＺ 山鹿市泉町1857-44 43-7011 パナランドまえかわ 山鹿市古閑1281 44-1787
アラキ電化 山鹿市鹿校通1-2-43 44-2750 鹿本農業協同組合　杉給油所 山鹿市杉664-1 43-5828 スナック紬 山鹿市山鹿53 44-6767 Ｈａｍａｒ'ｓ 山鹿市方保田1705 090-7394-7650

アロマサロンふれぶる 山鹿市熊入町113-4 090-4359-6508 鹿本農業協同組合　北部車輌センター 山鹿市南島1198-3 44-2511 スナックＢＢクラブ 山鹿市山鹿1609-2 43-2587 早瀬錦堂 山鹿市山鹿1028-1-2 43-2611
イーグルショップ山鹿　(keione GARAGE) 山鹿市鹿校通2-4-33 43-6675 鹿本農業協同組合　北部農機センター 山鹿市南島1181-2 44-1100 スナックひろみ 山鹿市山鹿53-5 43-1603 原口写真館 山鹿市山鹿1552 43-2509
イールドライト・タップ 山鹿市方保田3504-5 43-0488 鹿本農業協同組合　南島給油所 山鹿市南島1198-3 43-5829 スナックぶるどっぐ 山鹿市山鹿1020-1 44-8141 原生花 山鹿市山鹿796-5 43-1849
池田醤油 山鹿市山鹿1048 43-2065 鹿本農業協同組合　山鹿営農センター 山鹿市熊入町147-1 43-0230 スナックみみ 山鹿市昭和町301-1 44-7842 原文具店 山鹿市山鹿1845 43-2373
いこい 山鹿市山鹿九日町 080-5284-2139 からあげ専門店まさ鹿校通り店 山鹿市古閑1075-11 080-3954-2929 Ｓｐｌｅｎｄｏｒ 山鹿市方保田3148-8 080-1749-3806 バル＆ダイニング蔦ーＴＳＵＴＡー 山鹿市泉町803-1 31-0062
居酒屋　ＫＡＺＵ 山鹿市山鹿1857-10 43-0002 からあげ専門店まさ日輪寺前 山鹿市杉1647-4 080-4318-3737 Ｓｍｉｌｅ 山鹿市山鹿1709-1 090-9792-6480 パン工房オリーブ 山鹿市中1030-4 44-7577
居酒屋　一房 山鹿市鹿校通1-2-10 44-5477 花櫚 山鹿市中央通404 44-1218 スマイル・オートサービス 山鹿市鍋田75-6 42-1636 肥後ブラザー 山鹿市山鹿1677-1 43-2838
居酒屋　笑店 山鹿市昭和町201 42-8008 カレーハウスCoCo壱番屋　熊本山鹿店 山鹿市古閑1027-1 32-0155 Ｓｍｉｌｅ　Ｋｉｄｓ 山鹿市中1030-1 33-4116 久吾寿司 山鹿市山鹿49-3 44-4792
居酒屋　酔心 山鹿市中央通301 44-6297 喜久家 山鹿市山鹿1672-1 44-4743 生活彩家　山鹿回生病院店 山鹿市古閑1500-1 43-5111 ビストロネージュ 山鹿市杉320-1 41-5219
居酒屋　麦 山鹿市山鹿1613-8 44-0072 キッチンありき 山鹿市山鹿1019 080-2731-1192 整体　Life 山鹿市鹿校通1-2-6 33-5062 ビストロ蛮 山鹿市中1030-1 44-8144
イデックスセルフ山鹿ＳＳ 山鹿市鹿校通2-13-5 44-8333 きなっせ 山鹿市山鹿430-4 44-3449 セイデン 山鹿市新町1202-2 44-3344 ピッツェリア・ダ・ツルバラ 山鹿市山鹿1495 43-8920
井手ふとん店 山鹿市山鹿1026 43-2303 木屋本店 山鹿市山鹿1820 43-2301 精肉の松井 山鹿市山鹿1388 44-6110 火の国 山鹿市山鹿1619-1 43-2346
芋生畳店 山鹿市山鹿229-12 43-2851 喜槍 山鹿市中央通1101 43-7866 制服のトクナガ 山鹿市山鹿329 43-2208 一二三食堂 山鹿市山鹿1793-5 41-8733
衣料のひつじ屋 山鹿市山鹿1 43-3263 京呉服うえの 山鹿市山鹿1032 43-3749 セイムス　山鹿昭和店 山鹿市昭和町101 42-8831 beauty fit　エアリーズ 山鹿市山鹿796-2 43-1680
彩座 山鹿市山鹿1699 43-8880 共楽園アンドピクシー 山鹿市鹿校通2-4-27 43-3542 赤兎馬 山鹿市山鹿1372 43-3453 美容室スタジオN 山鹿市古閑1354-15 43-7368
イワノタクシーサービス 山鹿市山鹿1067-2 43-6000 クールスキッチン 山鹿市山鹿754-1 43-8816 瀬口畳店 山鹿市中746-65 43-2006 美容ピュア　山鹿店 山鹿市方保田3462-1 43-1778
インドレストラン　ボリウッド 山鹿市中989-1 41-9110 串かつ笑門 山鹿市中央通202 41-8988 セブン-イレブン　山鹿大橋通店 山鹿市大橋通603 43-0073 ひょうろく 山鹿市山鹿1709-1 43-3566
ウイング 山鹿市鹿校通1-5-34 32-1115 くじら 山鹿市山鹿1709 43-7620 セブン-イレブン　山鹿鹿校通店 山鹿市鹿校通1-2-49 43-6601 平山温泉フローラ 山鹿市平山5235 44-5888
上田商店 山鹿市平山5392-2 43-2764 くにほ 山鹿市南島371-1 44-2227 セブン-イレブン　山鹿古閑 山鹿市山鹿古閑895-1 42-1127 ひろ瀬食堂 山鹿市山鹿1 43-1854
Ｗａｌｋ 山鹿市大橋通1003-2 050-3532-1768 くまのこ村 山鹿市小坂1522 44-3018 セブン-イレブン　山鹿坂田店 山鹿市坂田503-1 44-2160 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
魚民　山鹿昭和町店 山鹿市昭和町102 44-6188 熊野精肉店 山鹿市中777-1 44-2984 セブン‐イレブン　山鹿嶋の本 山鹿市山鹿636 44-1405 ファミリーマート　山鹿栗林 山鹿市中976-1 42-8040
有働金物店 山鹿市新町806 43-2469 隈部石油店 山鹿市方保田388 46-2372 セブン-イレブン　山鹿中央通り店 山鹿市中央通り101 43-7312 ファミリーマート　山鹿市役所前店 山鹿市山鹿1520 32-0025
有働サイクル 山鹿市山鹿1777 43-2417 熊本美装自動車 山鹿市長坂534-2 41-7111 セブン-イレブン　山鹿日置店 山鹿市方保田359 46-1373 ファミリーマート　山鹿日輪寺前店 山鹿市杉1645-1 32-1310
有働設備 山鹿市新町703-2 43-4550 熊本焼肉プリンスガーデン山鹿店 山鹿市方保田3671-1 41-8181 セブン-イレブン　山鹿三岳店 山鹿市津留2811-1 43-2111 フードサービスむらかみ 山鹿市山鹿1698 43-3116
栄太郎 山鹿市山鹿317 43-8080 クラブすま 山鹿市山鹿53 43-3664 相互建設 山鹿市山鹿465-3 44-7121 服地のマツヤマ 山鹿市山鹿1 44-2223
Eil　エイル整体マッサージ 山鹿市泉町201-2 070-4355-6383 クリーニングハウスひまわり　鹿校通店 山鹿市鹿校通2-4-30 43-6717 ターキー 山鹿市山鹿1 44-1439 福本商店 山鹿市山鹿1851-3 41-6174
ＡＳＢ熊本 山鹿市熊入町254-6 43-3551 グリーンスクエア 山鹿市長坂530-4 44-2333 大丸寝具 山鹿市山鹿1659 43-2623 富士ホテル 山鹿市昭和町506 43-4146
エース・薬局 山鹿市古閑1000-1 43-6540 グルメ倶楽部 山鹿市山鹿1466 44-7999 タイヤパークフォレスト 山鹿市杉948-1 44-8880 藤本建設 山鹿市保多田41-1 44-0377
エガミ屋 山鹿市山鹿1 43-1829 燻製工房　縁 山鹿市昭和町402 41-5296 高田つりぐ 山鹿市中央通102-3 43-3048 藤本商事 山鹿市山鹿1309-1 43-2811
江上薬品 山鹿市山鹿1700-1 43-3162 鴻月楼　中華料理 山鹿市方保田3472-1 43-7666 高野タクシー 山鹿市山鹿92-3 44-3828 渕上硝子店 山鹿市方保田1102-1 43-2957
江上屋サロン 山鹿市山鹿1616 43-3515 Ｃｏｃｏ　ｈａｉｒ 山鹿市山鹿1 43-7122 たけしまプラザ 山鹿市山鹿1 43-1876 ふちがみ整骨院 山鹿市鹿校通2-12-45 43-8765
江上薬局　大橋通 山鹿市大橋通704-1 32-1120 コスメティックおおもり 山鹿市山鹿1 43-2890 武永弘電社 山鹿市中222-5 44-0035 ぷちショップ　山鹿店 山鹿市南島942-2 43-2995
江上薬局　グリーン・ファーマシイ 山鹿市山鹿1842-18 43-2326 コスメティックとみた 山鹿市山鹿1 43-3532 岳間製茶鹿校通店 山鹿市鹿校通1-1-29 44-3989 フラワーショップ　クオーレ 山鹿市南島1361-5 36-9821
エコア山鹿営業所 山鹿市中623-18 44-3026 木庭刃物工場 山鹿市山鹿1028 43-3857 ダスキン山鹿 山鹿市大橋通1003-2 43-2726 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｔｒａｉｎ 山鹿市鹿校通3-1-46 41-5802
Ｎ，ＹーＭＵＳＩＣ 山鹿市熊入町163-3 43-4000 木庭木工房 山鹿市久原313-1 44-0565 ＤＡＣＳ 山鹿市鹿校通2-3-2 43-1923 古家酒店 山鹿市古閑1025-2 43-3093
エビスコ 山鹿市山鹿1622-1 090-7680-1234 呉服のやました 山鹿市山鹿1 43-2077 立山建設 山鹿市南島937 44-1818 ブルーシフォン 山鹿市山鹿325-1-4 080-4283-4742

エミ子美容室 山鹿市山鹿1583 43-2839 古布屋　藍椿 山鹿市山鹿1704-1 090-3196-4783 だるま餅屋 山鹿市昭和町304 43-3412 フルーツ＆ベジタブルショップ　JUN 山鹿市山鹿1 43-6556
ＥＮＹＡ 山鹿市山鹿1630-1 43-0320 ゴルフショップディンプル 山鹿市中709-3 44-7851 垂水建材店 山鹿市山鹿1026 43-2271 fleur de l'ange、INFINITY 山鹿市古閑1405-3 43-3401
大川物流センター　山鹿支店 山鹿市山鹿314-3 44-6518 COIN 山鹿市山鹿1681 080-6466-0431 千歳や 山鹿市古閑1281 44-0008 古木家　reo tale 山鹿市中637-1 41-8740
大住美容室 山鹿市古閑1069-6 43-6201 サーティーワンアイスクリーム山鹿店 山鹿市方保田3497-7 43-4162 地の塩社 山鹿市久原4222-2 43-1717 ふるさと市場 山鹿市山鹿1 44-0577
おおぜき 山鹿市宗方通101 44-7711 さいとう精肉店 山鹿市熊入町223-4 43-2929 茶あがり屋 山鹿市杉1645 090-8623-8536 ＰＲＥＳＴＩＧＥ 山鹿市泉町1857 44-0696
大薮サイクル 山鹿市古閑1280-11 41-8388 斉藤時計店 山鹿市山鹿356 43-2758 中華料理　華北飯店 山鹿市山鹿1 43-2853 フレッシュ商会 山鹿市鹿校通1-1-29 090-4513-4130

岡崎鮮魚店 山鹿市山鹿44 43-2036 さかなし化粧品店 山鹿市鹿校通1-1-29 43-7328 千代の園酒造 山鹿市山鹿1782 43-2161 フレッシュベーカーリーふーる 山鹿市鹿校通3-2-1 090-9480-4137

お菓子の阿部永和堂 山鹿市山鹿1678-7 43-2556 Ｓａｋｕｓａｉ　あさひ 山鹿市鹿校通2-2-12 44-2900 千代湯 山鹿市古閑1075-12 43-0026 ブレッドハウスイミル　やまが店 山鹿市古閑1281-1 28-2252
お菓子の香梅　山鹿大橋通店 山鹿市大橋通301 43-0755 サグラダ 山鹿市山鹿1394-1 070-4472-1953 堤商店 山鹿市山鹿1712 43-3459 Hair Sapuri　LUIRE（ルイール） 山鹿市熊入町58-35 44-1634
おぐらの唐揚　山鹿店 山鹿市古閑1026-12 44-8177 酒の穴 山鹿市昭和町608 43-6163 ティーフ・クラフト 山鹿市山鹿417-14 43-5897 ヘアーサロンD・R山鹿店 山鹿市鹿校通3-2-1 44-2979
お好み焼　須磨 山鹿市南島873-1 43-3776 桟敷茶屋 山鹿市山鹿1505-2 44-8221 寺田鮮魚 山鹿市山鹿1794-1 43-2038 ヘアーサロン　フェアリー 山鹿市山鹿265-8 44-7753
オシャレノキクヤ 山鹿市山鹿1 43-3206 澤田酒店 山鹿市山鹿381 43-2934 同田貫本舗 山鹿市志々岐111-2 43-4037 ヘアースタジオ　ベリー 山鹿市古閑1320-7 43-6061
お食事・居酒屋わらしべ 山鹿市中1028-1 43-1578 サンドラッグ東山鹿店 山鹿市古閑十三部1006-5 32-0750 ドコモショップ山鹿店 山鹿市中央通1103 44-7011 HAIR PLACE　CAM 山鹿市方保田3497-7 43-4162
おみやげ梅や 山鹿市山鹿1469 43-2205 志柿薬品 山鹿市山鹿1341 43-2593 富田建設 山鹿市山鹿1031 43-3187 HAIR MAKE Feel 山鹿市鹿校通3-2-1 41-5901
オリーブの種 山鹿市山鹿1141-1 090-7472-0596 七福神運転代行 山鹿市津留3325 090-8766-5362 友枝モータース 山鹿市方保田477 46-3151 HEY! KIDS 山鹿市鹿校通3-2-1 080-4318-4014

温泉代行 山鹿市山鹿1755-1-3 080-1785-1924 シャディピノキオ　山鹿店 山鹿市方保田2879-4 44-7344 とらや商会 山鹿市鹿校通1-3-29 43-2212 PET　HOUSE　MIKI 山鹿市方保田2821-3 44-3418
オンリーワン 山鹿市泉町1860 43-8578 シューズひぐち 山鹿市山鹿1 43-1807 ９０’ｓ　ナインティーズ 山鹿市鹿校通2-2-8 43-2679 宝石・メガネのオチアイ 山鹿市山鹿1 43-2840
甲斐整骨院山鹿院 山鹿市大橋通201 41-5599 ジュンファイブ 山鹿市山鹿1 43-1816 なかの屋 山鹿市山鹿1604-3 080-1763-1126 星子動物病院 山鹿市中987-1 43-2354
海鮮居酒屋　蔵BUZEN 山鹿市山鹿1716 33-4308 證明 山鹿市山鹿1524-7 43-2925 中村・スポーツ 山鹿市山鹿41 43-3441 星の貴石 山鹿市鹿校通2-2-11 090-8911-3313

柿山カメラ 山鹿市山鹿1678-3 43-3359 食事処ヒロ 山鹿市古閑1006-5 090-4777-3831 肉のくにもと 山鹿市熊入町179-4 44-2988 ほっともっと山鹿大橋店 山鹿市大橋通509 44-0188
カザミドリダイナー 山鹿市山鹿1588-2 41-6113 シンカム 山鹿市山鹿1 36-9810 肉や郎 山鹿市宗方通604-1 43-3235 ほっともっと山鹿新町店 山鹿市新町403-1 44-5988
かず美容室 山鹿市中222-5 44-6007 ジンギスカン・馬焼き専門店　上田屋 山鹿市山鹿1630 43-1129 西益屋 山鹿市山鹿1608 43-3033 ボディメンテナンスＴＨＣ 山鹿市杉657-3 090-2480-8485

かつ子美容室 山鹿市熊入町39 44-2375 新青山荘 山鹿市新町104 44-0076 西益屋　３号線店 山鹿市中央通201 44-3160 保利病院 山鹿市古閑984 43-1212
カットハウスＫＥＮＺＯ 山鹿市宗方通104 44-0962 真生堂 山鹿市山鹿282 43-2888 日創立花 山鹿市山鹿422-5 44-3254 ホンダカーズ熊本山鹿鹿校通店 山鹿市鹿校通3-1-1 43-3885
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【山鹿地区】 【山鹿地区】 【鹿本地区】 【菊鹿地区】
事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ

本田商事 山鹿市大橋通301 43-2164 龍文堂 山鹿市山鹿1007 44-6411 味千拉麺鹿本店 鹿本町津袋40-1 46-3469 あいら観光 菊鹿町下内田2065-1 48-3888
マイカーランドマツヤマ 山鹿市蒲生1713-1 42-8033 旅館　家族湯　いまむら 山鹿市平山4156 43-8821 アド・ミヤモト 鹿本町御宇田337-1 46-2406 相良茶屋 菊鹿町相良380-1 48-9066
マイライフＰＬＵＳ＋ 山鹿市古閑1027-1 44-3932 旅館せと乃湯 山鹿市平山5621-2 43-7811 and CAFÉ 鹿本町御宇田677-4 36-9140 足立商店 菊鹿町上内田579-1 48-9039
前田畳店 山鹿市熊入町26-1 43-3330 旅館　巳喜 山鹿市山鹿1838 43-5178 イエローハット山鹿鹿本店 鹿本町御宇田721-1 34-0500 あんずの丘 菊鹿町下内田733 48-3100
松田整骨院 山鹿市宗方通601-2 41-5026 Ｒｉｌｙ　ｎａｉｌ 山鹿市泉町209 090-8226-3677 居食処くぅーと。 鹿本町来民749-2 080-5792-9538 一寸法師 菊鹿町矢谷1170-21 48-9977
マツムラレコード 山鹿市鹿校通3-2-63 44-7772 リンガーハット　熊本山鹿店 山鹿市中央通340-1 42-1212 牛島畳店 鹿本町来民1103 46-2414 大村輪業 菊鹿町下内田563-3 48-2078
松本産業 山鹿市方保田637 46-5937 凛と 山鹿市昭和町201-1F 41-9898 ウジノモータース 鹿本町下高橋34-2 46-2306 鹿子木農園 菊鹿町相良223 48-9109
松本理容店 山鹿市南島790-1 43-3070 Luce(ルーチェ） 山鹿市中1030-1 41-3366 SCリオ 鹿本町来民549-3 46-5349 鹿本森林組合菊鹿支所 菊鹿町山内267-2 48-9031
まつ薬局 山鹿市山鹿1 43-1871 Roots Soi-Meme 山鹿市昭和町401-2 41-8006 エムズリオ店 鹿本町来民549-3 46-5510 鹿本農業協同組合　内田給油所 菊鹿町上内田584-1 48-9311
豆かをり 山鹿市宗方1-3 080-6000-1868 ワークマンプラス山鹿店 山鹿市方保田3513-1 43-3311 緒方石油店 鹿本町来民1606-1 46-3334 鹿本農業協同組合　菊鹿営農センター 菊鹿町下内田390 48-3132
丸亀醤油・発酵caféマルカメ 山鹿市中1000-2 44-3131 Ｙショップ森本 山鹿市久原3037-1 43-2756 オガタモータース 鹿本町高橋249-3 46-5017 鹿本農業協同組合　菊鹿給油所 菊鹿町下内田371 48-2224
まるしょう　山鹿店 山鹿市方保田3479-2 43-1590 和食処　美華 山鹿市山鹿1 44-5559 菓子工房たかくら 鹿本町来民1210 46-6656 鹿本農業協同組合　Ｙショップ内田取次店 菊鹿町上内田584-1 48-9311
ミ・ルアール５番館 山鹿市川端町311 48-1515 ＯＮＥＮＥＳＳ－Ｄｕａｌ　Ｅ．Ａ－ 山鹿市泉町1857 090-9589-1309 カットイン・ニューヨーク 鹿本町御宇田685-4 46-3504 鹿本農業協同組合　Ｙショップ菊鹿店 菊鹿町下内田390 48-3131
ミズキオペレーション 山鹿市鹿校通2-3-13 44-4666 加藤オート 鹿本町庄1072-1 46-2600 菊鹿電設 菊鹿町下内田372-2 48-9216
ミスタータイヤマン山鹿 山鹿市方保田3500-1 42-1717 【鹿北地区】 鹿本観光 鹿本町来民655-1 46-3000 菊鹿ワイナリーAIRA　RIDGE 菊鹿町相良字下原559-2 096-276-6875

ミックコスメティック山鹿 山鹿市杉884-2 43-3335 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ 鹿本ショッピングセンターリオ 鹿本町来民549-3 46-5511 菊鹿ワイナリーレストランFarm 菊鹿町相良559-2 41-8650
みのる毛糸店 山鹿市山鹿1622 43-2904 あいわらんど（琥珀の刻） 鹿北町四丁1638-1 32-2210 鹿本農業協同組合　鹿本町営農センター 鹿本町来民698-1 46-4478 菊鹿ワイナリーワインショップ 菊鹿町相良字下原559-2 41-8585
宮鳥 山鹿市山鹿1618-2 43-9520 井上自動車 鹿北町四丁1692-2 32-2881 鹿本農業協同組合　鹿本町給油所 鹿本町来民705-4 46-5277 栗原電気 菊鹿町山内243-1 48-9175
光希 山鹿市泉町1857 080-2785-9411 井上モータース 鹿北町岩野115 32-2016 鹿本農業協同組合　中部農機センター 鹿本町来民651-6 46-5121 栗原モータース 菊鹿町上内田380-2 48-9167
むら本 山鹿市山鹿396-14 44-8181 癒しの森ゆ～かむ 鹿北町椎持5-2 42-5100 鹿本町特産品販売所 鹿本町高橋94-123 46-5841 コズミ衣料品店 菊鹿町下内田1644 48-2115
明治牛乳山鹿販売センター 山鹿市山鹿1020-1 43-2008 いわの観光 鹿北町芋生4141-1 32-2015 鹿本養鶏 鹿本町石渕1115 46-2339 佐とう製茶 菊鹿町池永638 48-3545
米加田商店 山鹿市山鹿1118 43-2265 岩野自動車 鹿北町四丁1694-1 32-2061 木村石油店 鹿本町下高橋27-4 46-2375 里山の隠れ宿花富亭 菊鹿町池永177 48-3141
メガネ＆ジュエル立山 山鹿市鹿校通1-2-6 43-8733 岩野石油 鹿北町四丁16303-2 32-3128 串焼きまごころ 鹿本町来民2339-11 080-4699-4189 柴田商店 菊鹿町上内田585 48-9052
めがねのトミタ 山鹿市山鹿1022-2 43-3000 うえ田 鹿北町岩野5477-1 41-9958 来民鈑金 鹿本町高橋124-2 46-2622 泉水園 菊鹿町相良374 080-1748-0051

メガネのヨネザワ　山鹿店 山鹿市中825 44-1211 オアシス鹿北SS 鹿北町四丁1421-1 32-2168 熊酒場 鹿本町来民546-4 46-1350 多久石油 菊鹿町宮原235-1 48-3181
恵の駅 山鹿市寺島1305 44-4253 小栗郷 鹿北町岩野4186-130 32-4111 クリーニングハウスひまわり　鹿本店 鹿本町来民715 41-5534 中満石油店 菊鹿町山内269-5 48-9214
メンテナンスガレージＭＡＲＵ 山鹿市方保田773-2 41-9020 小山製茶 鹿北町四丁1684-1 32-2135 栗川商店 鹿本町来民1648 46-2051 原口商店 菊鹿町上内田994-2 48-9449
百花 山鹿市中825-5 44-5624 鹿北自動車 鹿北町芋生4517-1 32-2107 上月美容室 鹿本町来民1729 46-2329 原田木工所 菊鹿町上永野2161-1 48-3358
森本自動車 山鹿市久原3112-2 43-2756 鹿本森林組合売店 鹿北町岩野5299-6 32-2792 米市場米都らいす　鹿本店 鹿本町御宇田339-1 34-0588 恵開発 菊鹿町池永105-1 48-3585
焼鳥とりまる　方保田店 山鹿市方保田3479-1 090-4580-1518 鹿本農業協同組合　鹿北営農センター 鹿北町岩野130-1 32-2790 坂本尚美堂 鹿本町来民1217 46-2124 矢野電設 菊鹿町下内田1855 48-2998
焼肉ウエスト　山鹿店 山鹿市方保田2840 44-2388 鹿本農業協同組合　鹿北セルフ給油所 鹿北町岩野130-1 32-3132 酒屋ずーめき 鹿本町御宇田169-2 46-2244 山鹿和栗洋菓子店An（杏） 菊鹿町下内田733 48-4648
焼肉ウルフ 山鹿市山鹿1682-2 43-4600 鹿本農業協同組合　岳間給油所 鹿北町多久1383-3 32-2503 酒のリオ 鹿本町来民549-3 46-5508 山の神養魚場 菊鹿町上内田2051 48-9122
焼肉　双月 山鹿市熊入町39-7 44-6168 鹿本農業協同組合　岳間取次店 鹿北町多久1383-3 32-2400 仕出し平原 鹿本町来民1701 090-9721-5550 渡辺自動車 菊鹿町長1241-3 48-3672
やきにく　なか園 山鹿市山鹿538-3 44-6620 鹿本農業協同組合　ニューデイリーストアかほく店 鹿北町岩野130-1 32-3135 宿泊棟きなっせ（水辺プラザかもと） 鹿本町梶尾1257 46-1126
焼肉　にく道楽 山鹿市山鹿417-3 44-7892 鹿本農業協同組合　Ｙショップ岳間取次店 鹿北町多久1383-3 32-2400 庄の夢 鹿本町庄1093-2 46-3455
山鹿岩下薬局 山鹿市山鹿337 43-2093 さんきら 鹿北町岩野2159-3 32-3467 ショールーム　パティオ 鹿本町御宇田345-1 46-1033
山鹿インテリアクリーニング 山鹿市鹿校通4-7-3 43-3513 JA熊本経済連　鹿北セルフ給油所 鹿北町岩野130-1 32-3132 スナックあざみ 鹿本町来民708-1 46-5358 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ
山鹿観光いちご園 山鹿市長坂833 43-7334 仕出しわたなべ 鹿北町岩野5285 32-2139 セブン-イレブン　鹿本高橋店 鹿本町下高橋119-2 46-6116 アタックス　鹿本店 鹿本町来民715 46-6030
やまが交通 山鹿市山鹿1 44-7500 竹熊建設 鹿北町四丁707-1 32-2894 セブン-イレブン　鹿本御宇田店 鹿本町御宇田618-1 46-5663 九州ケーズデンキ　山鹿店 山鹿市山鹿713 44-8588
ヤマガスポーツ 山鹿市熊入町42-1 43-5819 岳間渓谷キャンプ場 鹿北町多久3528-1 080-1785-9967 専修堂仏壇店 鹿本町御宇田690-6 43-3222 ＧｏｏＤａｙ　山鹿店 山鹿市中1031 42-8890
山鹿タクシー 山鹿市山鹿1 44-1000 岳間製茶 鹿北町多久1377-3 32-2526 宗豆腐店 鹿本町来民1117 46-2056 コメリ　山鹿店 山鹿市山鹿920-1 32-0911
やまが中央整骨院 山鹿市山鹿494-7 43-2866 岳間の郷ひがし 鹿北町椎持1501-5 32-2518 立山石油ガス 鹿本町御宇田351 46-2006 ザ・ビッグ　山鹿店 山鹿市方保田3462-1 32-1180
山鹿灯籠の店なかしま 山鹿市山鹿1588 43-2659 chou chou 鹿北町芋生203-12 090-1875-7232 TAMAYAN 鹿本町御宇田692-2 41-7788 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
山鹿都市ガス 山鹿市古閑783-3 44-6311 津留﨑時計店 鹿北町四丁1707-3 32-2087 天然温泉湯花里 鹿本町梶尾1257 46-1126 ダイレックス　山鹿店 山鹿市鹿校通1-1-24 32-0770
山鹿ドライ 山鹿市山鹿1486 43-2568 なべや 鹿北町岩野283 43-1009 Doタカヤマ 鹿本町御宇田594-1 46-5662 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
山鹿仏壇店 山鹿市山鹿1812 44-6328 林製畳店 鹿北町岩野131-1 32-2134 トクナガスポーツ 鹿本町来民1739 46-2234 ディスカウントドラッグコスモス　桜町店 山鹿市山鹿629-3 42-8022
やまが門前美術館 山鹿市山鹿1585 42-8200 藤本製茶 鹿北町多久1498-1 32-2540 トモエサイクル 鹿本町中富63-1 46-5260 ディスカウントドラッグコスモス　山鹿店 山鹿市古閑1029-1 42-8077
やまがや 山鹿市古閑1074-1 43-2151 フルタ製茶 鹿北町椎持1279-1 32-2613 永田屋 鹿本町来民1203 46-2045 ドラッグストアモリ　山鹿店 山鹿市古閑1074-1 44-1280
山鹿薬局 山鹿市山鹿1609-4 43-2329 古田薬品 鹿北町岩野114 32-2050 肉の来民屋 鹿本町来民545-2 46-4028 ニトリ　山鹿店 山鹿市方保田3462-1 42-8055
山鹿ラーメンくにほ 山鹿市山鹿1628 41-4005 フレッシュマートのなか 鹿北町四丁1436 32-2055 西本真生堂鹿本店（リオ内） 鹿本町来民549-3 46-5507 BOOKSあんとく　やまが店 山鹿市山鹿754-1-2 43-6166
ヤマザクラinしゅうちゃん 山鹿市昭和町303-2 42-8855 ＭＡＲＵＦＵＲＵ 鹿北町岩野4062-2 090-1087-1602 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 ベスト電器熊本山鹿店 鹿本町中富50 46-5000
山勢 山鹿市山鹿1505 43-2219 レストランおあしす 鹿北町四丁1421-1 32-3922 パサール山鹿店 鹿本町御宇田595-3 46-1113 ホームプラザナフコ　鹿本店 鹿本町御宇田640-1 46-5100
山田印房 山鹿市山鹿1 43-3171 原口モータース 鹿本町来民1052-1 46-2144 ホームプラザナフコ　山鹿店 山鹿市石733-1 43-9811
ヤマノテ 山鹿市山鹿1375 41-8405 【鹿央地区】 原田食品製造所 鹿本町来民1166-2 46-2159 ミスターマックス　山鹿店 山鹿市方保田3462-1 43-8800
山や 山鹿市山鹿1019-6 41-5322 事　業　所　名 住　　　　　所 ＴＥＬ パン・アイス工房かんぱ～にゅ(水辺プラザかもと） 鹿本町梶尾1257 46-1126 ヤマダ電機　山鹿店 山鹿市方保田3148-28 32-1001
山や　はなれ 山鹿市山鹿41 44-1230 Aｒｔ　Dream 鹿央町合里6090-1 36-2240 肥後赤鶏鳥呼 鹿本町高橋1264-6 41-8767 ゆめマート　東山鹿 山鹿市古閑1006-5 44-5588
ゆずり葉　山鹿店 山鹿市山鹿1 43-3588 朝倉自動車 鹿央町合里3180 36-2908 肥後第一交通山鹿営業所 鹿本町来民1568 46-3161 ゆめマート　山鹿 山鹿市熊入町173 43-7725
豊デンタルクリニック 山鹿市蒲生1553-1 41-6482 鹿央物産館 鹿央町岩原2965 36-3838 ひさご和食 鹿本町来民704 46-5525 ロッキー　鹿本店 鹿本町中富52 46-5500
湯の蔵 山鹿市平山5255-2 43-4070 梶川工業 鹿央町千田1884 36-3003 ひのおかちゃんぽん 鹿本町津袋963-1 090-6638-7909

湯のまち茶屋 山鹿市山鹿1737-1 41-8430 鹿本農業協同組合　鹿央営農センター 鹿央町合里402-1 36-3713 卑弥呼醤院 鹿本町来民1586 46-2123
洋風居酒屋アキラ 山鹿市泉町1857 44-5127 鹿本農業協同組合　鹿央給油所 鹿央町持松159-7 36-3177 ビューティサロン中川 鹿本町中川2340-3 46-2759 　ご購入者の皆様へ
洋服の青山　山鹿店 山鹿市新町206 43-5135 鹿本農業協同組合　ファーマーズマーケット夢大地館 鹿央町千田2950-1 42-0141 美容室ウェーブQ 鹿本町来民706-1 46-5644
横手会館　横手仕出し 山鹿市山鹿1466 43-2206 鹿本農業協同組合　旅行センター 鹿央町持松159-1 41-5123 美容室ガーリッシュ 鹿本町中川2157-1 46-2139
横手食料品店 山鹿市山鹿283-3 43-2312 榊石油店 鹿央町広236-1 36-2246 平井藤岡医院 鹿本町来民1495-1 46-2146
横手時計店 山鹿市山鹿283-3 43-2312 佐野木商店 鹿央町広3551 36-3385 福田はり灸整骨院 鹿本町津袋437 41-5538
読売センター山鹿 山鹿市山鹿1 43-2847 竹下畳店 鹿央町北谷527 36-3596 藤本商事 鹿本町来民591-1 46-2000
ラ．ココット 山鹿市山鹿101-38 41-5302 陽だまり整体院 鹿央町広2387-2 36-3389 ふるさと物産館（水辺プラザかもと） 鹿本町梶尾1257 46-1126
ラ・ファム 山鹿市山鹿1 43-2356 フォンフー 鹿央町合里1630 41-5537 ブレッドハウスイミル　かもと店 鹿本町御宇田748-1 41-8044
ラーメン専門店くらや 山鹿市杉1645-2 41-8801 ホンダカーズ山鹿 鹿央町持松160-1 44-3155 マックス・ベア 鹿本町下分田934-1 46-1030
ライン　LINE　as 山鹿市鹿校通3-1-46 43-7851 マツヤマエッグファーム 鹿央町蒲生756-1 090-4772-5105 三歌屋種苗店 鹿本町来民1596 46-2010
落語カフェ七七屋山本堂 山鹿市山鹿1496 090-8947-4950 マルマン精肉店 鹿央町千田4247 36-2360 三河屋スーパーリオ店 鹿本町来民549-3 46-5501
ラララカフェ 山鹿市山鹿1807-1 090-8403-1382 明熊商会 鹿央町広238-2 36-3900 メガネのヨネザワ　鹿本店 鹿本町御宇田663-2 46-1701
ランドリーステーションひまわり 山鹿市鹿校通４-8-27 41-6332 本山建設 鹿央町千田60-1 42-2588 山口万十店 鹿本町来民1144-11 41-5751
ricca（リッカ） 山鹿市方保田279-1 46-6588 幸村商店 鹿央町合里566 36-2702 山崎実業 鹿本町来民1164 46-2201
ＲＩＣＨ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 山鹿市古閑1272-1 43-1010 わおん美容室 鹿央町合里5614-1 36-3831 理容いその 鹿本町下高橋37-1 46-2033
River 山鹿市中央通1007 43-2655 れんげ・カンパニー 鹿本町中富52 46-6230

発行 ： 令和３年度山鹿市商品券事業実行委員会
問合せ先 ：山鹿商工会議所  ＴＥＬ　０９６８－４３－４１１１
　　　　　　   山鹿市商工会　　 ＴＥＬ  ０９６８－４６－２１４１

　

【大型店】　※　全店共通券のみ使用できます。

○使用期間は、令和３年１１月１５日から令和４年２月１５日です。
○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。なお、登録店一覧は随時更新して参ります。




