
【串木野地域】 【市来地域】

医薬品・化粧品 呑み処 紫おん 照島海の駅（売店） サンワ無線㈲ ひらの 衣料品・寝具・履物

エメラルド 花遊膳 ㈲東洋ベンディング・夢酒店 ㈱セブンプラザ串木野マックス館 美容・理容 伊勢屋

唐見商店 パラゴン 林酒店 ドコデンくぼ 癒しところ 風りん 飲食店・居酒屋・スナック

吉見天寿堂薬局 minnano kitchen Lapin ファミリーマート串木野インター前店 ㈲船蔵電機 うえの美容室 味処　ぎおん

衣料品・寝具・履物 ポノボーノ ファミリーマート串木野須納瀬店 ㈲満留電気 エステティックサロンＳｈｉｋｉ 居酒屋 心

ｋｙｐｐ（キップ） まぐろの館 FamilyMart串木野西塩田店 横須ラジオ店 エバー美容室 居酒屋とっちゃん家

ジーンズショップ ルート３ 昔ながらのラーメン屋 みその食堂 福永酒店 吉国電機 カットイン ファースト カラオケ亀

田中衣料品店 麺どころさつま 串木野店 松藤しょうゆ 時計・眼鏡・補聴器 カトレア美容室 観音茶屋

月の友の会 串木野支部 モスバーガー串木野店 南酒店 時計・宝飾・メガネ・補聴器の工房ハットリ さきやま美容室 串屋　健

テーラーコヤ 焼とり 三四郎 南竹鰻加工㈲ メガネのキヨミズ サロン花ばたけ ケントコーヒー

㈲日の出屋 焼とり のん平 ㈲向井酒店 メガネのヨネザワ串木野店 四季美容室 薩摩鶏本舗　とり魂

ブティック Ｋ＆ｉ 焼き肉 味彩 めぐみ屋 パン・菓子 シスター 地元グルメの店 竜

㈲遊眠館 栄光 焼肉カルビ亭 ㈲ヤブサメファーム あずま菓子舗 多希美容室 Ｄカフェ

飲食店・居酒屋・スナック 焼肉なべしま串木野店 リカーショップ なかさと 大山パン 東京ドリームヘアー てっちゃんそば

㈲朝日屋・やぐら寿司 ゆのまえ食堂 ローソン串木野大原店 お菓子の菊屋 串木野インター店 野元美容室 みよしラーメン

味乃一心 酔処、天空 ローソン串木野 神村学園前店 Comugico（小麦粉） BARIQUAND（バリカン） ラーメン潮騒

あ・そいび～ん 酔処 花咲 精肉・鮮魚・青果 薩摩蒸氣屋 串木野店 美容室 オリーブ レストラン　コンテ

居酒屋 いくよ らいす屋りん ㈲赤崎水産 Chocolate House Samurai 美容室ＮＡＴ’Ｙ ONE LOVE

居酒屋 Ａ埠頭 ラウンジ アロウズ 一精屋肉店 ブーランジェリー クープ 美容室 ハーモニー

居酒屋 酔匠の里 蘭蘭 うんのもん モン・シェリー松下　串木野麗館 美容室Ｆｉｎａｌｌｙ クリーニング

居酒屋なかお路 レストハウス美松ガーデン 折田鮮魚店 病院・医療サービス フタバ美容室 ホワイトクリーニング取次業 久木元商店

居酒屋 杯一 レストラン ラスパルマス ㈲宝来青果 いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター プライベートネイルサロンCOCO．

居酒屋 ぴあ Ｒｏｓｓｏ ㈲ミートハシグチ えのもと歯科デンタルオフィス Hair Salon ＯＷＬ 自転車・バイク・自動車販売修理

うどん処なごみ庵 和ダイニング 松ちゃん ㈲吉木商店 （医）杏林会 あんずの家 ヘアーサロン久木﨑 市来モータース

駅前ダイニングりゅう 和風れすとらん和楽路 石油・ガソリンスタンド・ガス （医）杏林会 丸田病院 ヘアーサロンなかむら コウ自動車

お好み焼　絆 金物・記念品 アポロステーションサービス㈱ 杏林堂 鍼灸治療院 ヘアーサロン ヒラ 中里自転車商会

海鮮まぐろ家 坂元金物店 岩崎産業㈱串木野給油所 こぜ整体院 ヘアーショップ シザーズ ㈲原口自動車

学食堂 クリーニング ㈲串木野石油 鍼灸治療院 よしうち ヘアーメイクこば ㈲前屋自動車工場

かっ烹 石の花 まちのせんたく屋 ㈱コーアガス日本串木野支店 ばば整骨院 bosco hair salon ㈲マルマサ自動車

カラオケ シーホーク 自転車・バイク・自動車販売修理 ＪＡさつま日置協同サポート㈱串木野給油所 まえだ整体 maika’i salon Waipi’o モトコレクション

キッチン ヴィエニ 大薗自動車工業 太陽ガス㈱串木野営業所 肥料・園芸・生花 マエダ美容室 ロータストメモリ

クレープカフェｉテラス ㈱神薗自動車 中馬石油 きよみ花屋 三本理容美容室

こだわりとんかつ 味工房みその ㈲串木野中央スズキ てらだ石油㈱ 寿峰苑 MeLee(ﾒﾘｰ)美容室 食料品・酒類・雑貨

ごもんちゃんラーメン 串木野モーター㈱ ㈲本石油 Ｔｅｂｏｙａ もえで美容室 ㈲大久保水産

薩摩藩英国留学生記念館 キャサリン・カフェ ㈲久保自動車 建材・建設・水道・ガラス 花樹フローリスト 理容室エテルナ 季楽館

旬彩 とど家 ㈲坂口自動車商会 ㈲須納瀬設備工業所 Flower House Ｑ’ｓ Reconte Unjour 串木野店 はこさきローズ サクラカネヨ直売所

食・燦・燦 ㈲薩南自動車 ㈱タケシタ 前薗花園 ロン美容室 焼酎蔵 薩州濵田屋伝兵衛

食事処 池家 ㈲昭和モーター 西園ガラス 前屋商店 写真 セブン・イレブンいちき大里店

食事処いまり家 芹ケ野自動車整備工場 ㈲西田塗装 文具・書籍・おもちゃ・印章 川元写真館 セブンイレブンいちき庁舎前店

食事処わかな ダイハツ須﨑 ㈱満留建設 カワシマ商会 田中写真館 溜池商店

SHIRAHAMA COFFEE STAND 田渕モータース タクシー・レンタカー・代行 しこなや その他 手造りハム工房　蔵

シルクベール ㈲中央オートサービス 串木野タクシー ツタヤ串木野店 アイ洋鳥園 なかはらストアー

慎心食堂 塚田自動車整備工場 第一交通㈱串木野営業所 のもと文具店 糸と波 ファミリーマート天狗屋市来店

㈲鮨処大助 ㈲日の丸オート とまと運転代行 ふくだ文具店（小さな駄菓子屋さん） えがおでドットコム ㈲前田金物店

寿司 政 山下自動車整備工場 つけあげ・かまぼこ レジャー・観光・娯楽・宿泊・温泉 亀﨑染工㈲ 森永いちきミルクセンター

すし松 食料品・酒類・雑貨 ㈲勘場蒲鉾 旭町本店 いちき串木野パークゴルフ場 ㈱環境保全管理センター 大和酒店

snackジュテーム 内堀酒店 ㈲勘場蒲鉾 神村学園前店 いちりゅう㈲ 呑音喜 ㈲串木野自動車教習所

炭火焼工房ハンバーグステーキ 黒平 ㈲小野食品 ㈲勘場蒲鉾 シーフロント店 唄専科ステージ唄心 ㈱幸萬船具店 精肉・鮮魚・青果

斉連茶屋 グリンショップまるみ 髙浜蒲鉾 カラオケ D-stage 甑島商船㈱ 市来えびす市場

創作料理 博 コアハウス串木野店 ㈱たからや蒲鉾 カラオケはなばたけ ㈲総合施設管理 榎木商店

大衆酒場 ほり川 肴やのんちゃん 藤﨑商店 寺田屋 元祖湯 ダスキン昭和通支店 下田平精肉店

ＴＡＭＡＲＩ－ＢＡＲ／ＢＲＵＴ（ブルート） 佐々原茶舗 ㈲中新商店 冠岳温泉 ドッグサロンわんスマイル 石油・ガソリンスタンド・ガス

たもいや。 佐藤はちみつ㈲ ㈲浜崎蒲鉾店 くしき野白浜温泉 FUN2BAZAAR鹿児島串木野店 留盛ロータスステーション

中華料理 宝来飯店 サラダ館 吉村酒店 日高水産加工㈲本店 ホテルアクシアくしきの 松﨑畳店 濵田酒造　濵田スタンド

中国料理 味工房みその 焼酎蔵 薩摩金山蔵 日高水産加工㈲Ａコープ売店 れいめい羽島観光船 ミライ清掃店

中国料理 香隆 須賀乾物㈲ 日高水産加工㈲島平売店 弁当・仕出し ㈲メック 建材・建設・水道・ガラス

ででや セブン-イレブン串木野インター店 日高水産加工㈲食彩の里いちきくしきの お届け料理味工房みその リサイクルショップあけぼの 原田畳店

照島海の駅食堂 セブン-イレブン串木野浜ヶ城店 ㈲松下商店 仕出しセンターさのさ レンタルＤＶＤ・町のなんでも屋 ファミリー ㈱マエダ

智（とも） ㈱センターフーズ つけあげ・かまぼこ嘉味屋 食育工房 はぐくみ 電器店・電気工事

トラットリア ひらかわ チェリーズやまと 電器店・電気工事 寿司専科 ドコデンいちき店

合歓の木 中馬酒店 海江田電機㈱ ひらかわストア 令和3年6月11日現在

未来へつなごう！プレミアム付商品券取扱加盟店一覧

モン・シェリー松下　ガトー工房

パン・菓子

病院・医療サービス

フットケアロジー おおやま足寿庵

（医）杏林会 ライフハーバーいちき

ヘアーサロン平川

肥料・園芸・生花

花の店リーフ

レジャー・観光・娯楽・宿泊・温泉

いちごハウス木場

市来ふれあい温泉センター

Fukiagehama Field Hotel

弁当・仕出し

あおぞら給食

eyelash coco*

hair  salon ivory

カットスタジオ十番館

美容・理容

ディスカウントドラッグコスモス 市来店

大型店(市来地域)

Ａコープ串木野店

ＪＲ九州ドラッグイレブン㈱串木野店

タイヨー串木野店

ディスカウントドラッグコスモス 串木野店

ドラッグストアモリ 串木野店

㈱ニシムタ串木野食鮮

㈱ニシムタ串木野店生活館

ホームプラザナフコ串木野店

マツモトキヨシ串木野駅前店

だいわ串木野店

㈱ジァース さつま動物病院

その他

ユキ美容室

Ａコープ大里店

コメリ市来店

大型店（串木野地域）

柳園急便

㈱セガクリーンサービス

ｒｉｓｅ


