
BARBER SHOP K-style 本多蒲鉾店 有限会社長田製茶（ぽっぽや茶葉） 岩戸観光ガーデン cafeandbar cheerio セブンイレブン雲仙小浜町金浜店 林田米穀店
ふたば調剤薬局 旅館　松栄 サンライフ株式会社（フーズピープル瑞穂店） 食事処かんざき ふれんど 焼肉一番×國崎 宅島海産
いちご調剤薬局 有限会社みゆき蒲鉾本舗 端倉鮮魚店 有限会社森田屋 ジョイフル長崎愛野店 セブンイレブン雲仙小浜町北野店 九州ガス株式会社　小浜支店

宮崎写真館 割烹旅館　観月荘 平川鍼灸整骨院 ホームプラザナフコ愛野店 むつみの宿旅館　和多屋 荒木鮮魚店
有限会社 森瀬石油店 漁火 ドライブインすずひろ ファミリーマート愛野展望台店 春陽館 雲仙荘
居酒屋 はまんた ヘルシー居酒屋四季亭 創作料理　和 とさや酒店 くま屋弁当
ドラッグこばやし 本多観光バス・タクシー株式会社 ファミリーマート雲仙瑞穂店 海鮮蒸し　宗和 小浜温泉タクシー有限会社

そば幸 多比良店 徳味 産直春菜 海鮮市場　蒸し釜や Aコープおばま店
そば幸 国見店 繁よし 株式会社ボスコ　ボスコ瑞穂 ほっともっと小浜店 お食事処　心
有限会社 とりやま電化社 パンハウス　プラージュ いなほ寿司 オレンジジェラート 本多屋
塚野米穀プロパン店 村木養蜂場 ひぐちデンキ 千々石観光センター 有限会社今坂タクシー プライベート・スパ・ホテル　オレンジ・ベイ 魚屋大ちゃん
cils de Boutique ViVi 有限会社落水蒲鉾店 大正珈琲 有限会社ライフステーションヤヒロ ニュー松原寿し 小浜海産 ゆやど雲仙新湯
ローソン国見多比良港店 藤井衣料店 スナック＆カラオケルームすいしゃ セブンイレブン雲仙千々石店 吉兆 有限会社小浜観光タクシー
合資会社 国見港湾観光タクシー ファミリーマート雲仙グリーンロード国見店 愛菜館 スタジオ☆フェルデンクライス 雲仙湯せんぺい遠江屋本舗 雲仙観光ホテル
茶寮六三郎 ベジドリーム ファッション　Sakai 有限会社下田食品工業（長崎がまだす堂本舗） 横田石油店 理・美容なかむら 雲仙ゴルフ場株式会社 海鮮居酒屋　丸敬すし
塚本梅陽堂 竹寿司 松寿司 ネオクラシック クローバー 有限会社 フランス菓子 ビアリッツ フィッシングショップヨシオカ 居酒屋　多乃吉 雲仙57食堂
スーパーあらき ローソングリーンロード国見 吾妻スマイル調剤薬局 株式会社大久保物産(飲食部茶膳麻の葉) 焼とり まる島 しょうぶ寿司 普賢茶屋 R　CINQ　FAMILLE　
スナック銀波 浜河岸 クリーニングショップみね 松花亭 宮本呉服店 有限会社六兵衛茶屋 エディオンおばまてん 株式会社青雲荘
料亭 藤本 みかど本舗 味処　うちだ屋 有限会社　四季 じげもんキッチン シャディサラダ館千々石店 パインテールファーム 大衆割烹龍
かっぽう ふさや シャディサラダ館国見店 むらやま商店 ほかほか弁当吾妻店 町田石油店 ヨコタ海産 おひるの森キッチン ＵＮＺＥＮ　ＪＩＧＯＫＵ　ＣＡＦＥ

肉仙本店 昭和写真館 鉄板焼居酒屋ともざる ファミリーマート　雲仙吾妻町店 小梅 薬の本多 cafe＆bar Lion-J
エレナ国見店 雑貨と喫茶ku-ji あづまの里 さとう助産院 レストハウス森のしらべ 白雲堂
もりたでんき 居酒屋十兵衛国見店 セブン・イレブン雲仙吾妻店 株式会社雲仙どまんなか 有限会社春華苑 リンガーハット 長崎小浜店

松木石油店 末廣旅館 シューズセンターもりた まるたか生鮮市場　吾妻店 吉田海産 雲仙ドライブインもみじ
合資会社マエダ ホームプラザナフコ国見店 田原茶園 PLUME美容室 合資会社　ミゾタ呉服店 おばまDINING かん
株式会社 MILK＆レシェンテ 七郎屋 キザキ薬局　上石田店 ふくやまクリーニング有限会社

もぐもぐキッチン Base Camp キザキ南光堂薬局 西山理容院
まるまん PUP店 木下呉服店 本多商店 食楽大盛
さぬき茶屋 有限会社中村金物 サンライフ株式会社（フーズピープル千々石店） 崎戸商店
狸山まんじゅう たち華 海鮮さかなや 浜一
くすの木呉服店 結かり鍼灸整骨院 刈水庵
小林薬局 ふさや亭秀珍 旅亭　半水盧
宮本時計店 理容OK 雲仙スカイホテル（食事処優膳さくら） 有限会社 吉長 茶房　いま村
漁師亭 鶴丸 ディスカウントドラッグコスモス雲仙市役所前店 福徳屋旅館 田中鮮魚店 カラオケスナック　カサブランカ

株式会社登利亭（パンチピザ） 理美容タカハシ 中村鍼灸院 slow chicken 寿司勝
株式会社登利亭（登利亭国見店） 居酒屋 そよ風 レストランニュー小浜 酒のパワーズ 小浜店 セブンイレブン雲仙小浜マリーナ

有限会社益々屋 有限会社浜口海産 美容室＆カフェRiBiKa 雲のなかカフェ 炉ばた焼　橘
株式会社平田石材工業 宮﨑商店 雲仙地獄工房（温泉たまご販売所） 育代理容院
合資会社森田商店 東園 おうちカフェマロン 株式会社山口海産
百花亭 ほんまち薬局 田中米穀・精米店 絹笠食堂 有明ホテル アイアカネ商店
本田商店 林田精肉店 桜のきみ グリーンテラスウンゼン 株式会社旅館富士屋 小浜自動車工業有限会社
有限会社長崎雲仙ハム(雲仙ハムASTY) 山口物産株式会社 愛野展望台給油所 カラオケ＆居酒屋FreeTime お食事処 弁天 湯町酒店 旅館　山田屋
レストランペガサス 町田商店 ととやの茶碗 カラオケカフェバーT-ROOM 休暇村　雲仙 フレッシュマート　ナカムラ

政鮨本店 希有うまいもんや鶏匠 愛野ひろた整骨院 合資会社 長崎開発 つたや旅館 スコーン屋　YOU&RICH
本田京染呉服店 福まん家愛野店 リンガーハット 長崎愛野店 荒木精肉店（焼肉の荒木） ローソン小浜温泉店
ディスカウントドラッグコスモス国見店 Aコープあいの 佐藤菓子店 三宅商店 ローソン小浜北野店

直売所 花たまご 焼肉牛花 暮らしつながる小店まるとく 森食糧販売店(デイリーショップモリ) 増田商店 フレッシュミート森下
前田鍼灸接骨院 寿司よし 植田商店 雲仙九州ホテル 森理美容室 松山商店

有限会社瑞穂タクシー 焼肉 政宗 レストランおにつか まりん美容室 小浜食糧株式会社（ポンパティ小浜店） 雲仙いわき旅館 サン やました もりうち電器
コジマ商店 ローソン雲仙瑞穂町店 CAKEHOUSE Honda 肉のとみなが 大門マリーナ店 有限会社雲仙福田屋（食事処山café力） つじマート
ヘアーサロンかねこ 林田輪業 あい娘酒造合資会社 三花 和・中華　喜久 有限会社雲仙福田屋（お土産処福むすび） 有限会社南串タクシー
社会福祉法人 南高愛隣会 コロニーエンタープライズ 竹田商店 ディスカウントドラッグコスモス愛野店 有限会社和泉屋　長崎カステラランド カレーライフ 有限会社オカモト・シェ・ダムール パティスリーオオムラ
雪屋菓子舗 いろベジキッチン たじり化粧品店 セブンイレブン雲仙愛野店 ちくば お食事処 入潮 いのうえ商店

※新型コロナウイルス感染症の影響により、現在営業を休止している取扱店もございます。営業の状況については、取扱店へ直接ご確認ください。

商品券取扱店への登録は随時行っています！登録希望の場合、担当（商工労政課/0957-38-3111）までお気軽にお問合せください。
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≪商品券取扱店一覧≫

「地元」で買って応援キャンペーン対象店舗（６月８日時点）


