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食事処 ちぎら 阿蘇郡 高森町高森１９７８－１ 飲食店 JS-0004-0988

山の里 阿蘇郡 産山村田尻２０２ 飲食店 JS-0004-3421

310 食堂 阿蘇郡 西原村小森１８０１－１８ 飲食店 JS-0004-4519

カセル本社 阿蘇郡 小国町宮原２７８０ ショッピング JS-0000-7888

BAKU 阿蘇郡 西原村小森１８０１－９　グリーン西原１０６ ショッピング JS-0004-4428

俵山交流館萌の里 阿蘇郡 西原村小森２１１５－３ ショッピング JS-0005-8004

samulo 阿蘇郡 西原村布田９７５－５ ショッピング JS-0001-9815

robin 阿蘇 阿蘇郡 南阿蘇村河陽３８１１－１ ショッピング JS-0001-2824

阿蘇 ミルクファーム 阿蘇郡 南阿蘇村河陽５５７９－３ ショッピング JS-0000-5806

阿蘇ミルクファーム 特産売場 阿蘇郡 南阿蘇村河陽５５７９－３ ショッピング JS-0000-5807

阿蘇ミルクファーム 阿蘇郡 南阿蘇村河陽５５７９－３ ショッピング JS-0000-5913

阿蘇ミルクファームフードコート 阿蘇郡 南阿蘇村河陽５５７９－３ ショッピング JS-0000-5914

みやげ処 町屋 阿蘇郡 南小国町満願寺６６００－３ ショッピング JS-0004-1987

貴婦人 阿蘇郡 南小国町満願寺６６１２－４ ショッピング JS-0004-7484

夢蔵人 黒川店 阿蘇郡 南小国町満願寺６６９５－４ ショッピング JS-0004-4964

小林自動車 阿蘇郡 南阿蘇村白川６９７－４ サービス JS-0003-9699

酒の宿 阿蘇郡 南小国町満願寺６６９６－１　 その他 SL-2000-8293

つけものやのおつけもの 平野商店 阿蘇郡 南小国町満願寺北黒川６５９２－２　 その他 SL-2000-2512

農家れすとらん 田子山 阿蘇市 三久保２８５ 飲食店 JS-0004-1662

cafe tien tien 阿蘇市 一の宮町宮地３２０４ ショッピング JS-0000-4222

あその靴屋さんフジカワ 阿蘇市 一の宮町宮地４５４２－２ ショッピング JS-0005-6015

大観峰茶店 阿蘇市 山田２０９０－８ ショッピング JS-0004-9152

Since1899 松谷文華堂 阿蘇市 内牧２６９－１　カラコロ通り ショッピング SL-2000-0717

有限会社 阿蘇・岡本 阿蘇市 内牧２１７　 その他 SL-2000-8292

つなぎ物産ギャラリー　グリーンゲイ 葦北郡 津奈木町岩城１６０１　　 ショッピング PK-0000-8990

THE SALON Gaaf 葦北郡 芦北町芦北２４８７－３ サービス JS-0003-9164

フジ写真館 葦北郡 芦北町佐敷３７２－７ サービス JS-0004-0775

中華屋 炒炒 宇城市 小川町北新田１１７２－２ 飲食店 JS-0003-4617

居酒屋 佳楽 宇城市 松橋町曲野２３１７－１ 飲食店 JS-0000-1638

BLUEPLANET 宇城市 松橋町曲野２３１７－１２　一銀ビル２０２　 飲食店 ZN-2000-3416

どんこ舟 松橋店 宇城市 松橋町松橋８９５－１ 飲食店 JS-0002-1853

焼肉 草野 宇城市 不知火町御領８８－７５ 飲食店 JS-0000-6125

ホームセンターマツオカ 宇城市 小川町河江９３ー２ ショッピング JS-0005-9065

FORALLWORKERSSOUL 松橋店 宇城市 松橋町久具１９６４－１ ショッピング JS-0003-1070

ピザ　テンフォー　宇土松橋店 3 宇城市 松橋町松橋７２６－１　　 ショッピング PK-0000-8905

ピザ　テンフォー　宇土松橋店 2 宇城市 松橋町松橋７２６－１　　 ショッピング PK-0000-8907

萩見窯 宇城市 松橋町萩尾１４６－３　 ショッピング SL-2000-1725

（資）松本硝子店 宇城市 不知火町御領３９９ ショッピング JS-0003-5927

カガワの自転車松橋砂川店 宇城市 松橋町砂川１６９５　　 サービス ZN-2000-5775

Syow 宇城市 松橋町松橋２９　　 サービス ZN-0003-1025
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創作料理 えん 宇土市 浦田町５７　魚光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3042

居酒屋 寛 宇土市 三拾町１４１　駅前ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6627

WILD － COUNTRY 2nd 宇土市 本町４－１８　KEN- １ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8751

Bless MOTORING 宇土市 三拾町１２４－３ ショッピング JS-0002-6977

（有）住吉海苔本舗 宇土市 住吉町２２５１－１ ショッピング JS-0001-8742

住吉海苔本舗 宇土市 住吉町２２５１－１ ショッピング JS-0005-8860

株式会社 フロンティア熊本 宇土市 松山町１４１０　 ショッピング SL-2000-8018

山本釣具センター　宇土店 宇土市 城之浦町２７６－１ ショッピング AD-0001-0012

株式会社キクチ 宇土市 善道寺町９５　宇土シティ１Ｆ　 ショッピング SL-2000-3652

ライフビィー チャーム 宇土市 城之浦町１３３　　 サービス ZN-2000-3272

Life be Lift 宇土市 新松原町４０－１　　 サービス ZN-2000-3271

POLISH 宇土市 善道寺町綾織２２－１　トライアル内 サービス JS-0001-3317

うま魚 菊池郡 菊陽町久保田２８０６－１ 飲食店 JS-0003-4413

お茶の福本園 菊池郡 菊陽町戸次４８－２ 飲食店 JS-0004-0484

あや鶏熊本光の森店 菊池郡 菊陽町光の森２－２５－８　　 飲食店 ZN-0002-2054

金之助 光の森 菊池郡 菊陽町光の森７－２５－３ 飲食店 JS-0003-3465

焼肉 炎 光の森店 菊池郡 菊陽町新山２－１１－１ 飲食店 JS-0000-4299

焼肉居酒屋 壱の輪 菊池郡 菊陽町津久礼１３０－４ 飲食店 JS-0002-3166

活魚 たいち 菊池郡 菊陽町津久礼１６４－２ 飲食店 JS-0001-9202

酒楽家 しゅう 菊池郡 菊陽町津久礼２３４８－１０ 飲食店 JS-0001-0702

有都 菊池郡 菊陽町津久礼３０６０－４ 飲食店 JS-0001-8216

居酒屋えふわん 菊池郡 大津町室１００８－１ 飲食店 JS-0004-6297

旬彩ほたる 菊池郡 大津町室９７５－２ 飲食店 JS-0004-1068

金之助 肥後大津店 菊池郡 大津町大津１０９４ 飲食店 JS-0005-2563

炭火焼かくや 菊池郡 大津町大津１１８８ 飲食店 JS-0004-4496

ウィッチ クラフト 菊池郡 大津町大津１１９１－１ 飲食店 JS-0003-5208

みやざき仏壇熊本店 菊池郡 菊陽町花立３－１－１ ショッピング JS-0002-3608

ma － cherie 菊池郡 菊陽町光の森２－２６－４　 ショッピング ZN-0002-6245

カセル 光の森支店 菊池郡 菊陽町光の森２－３０－１ ショッピング JS-0000-2780

ライラック 菊池郡 菊陽町光の森５－９－１５　１Ｆ ショッピング JS-0004-0917

KIKI 菊池郡 菊陽町光の森７－４１－１５　１ＦＢ ショッピング JS-0005-0842

フェアリーズガーデン 菊池郡 菊陽町光の森７－４－１４　 ショッピング SL-2000-1334

アロマハーブカレッジ ルクール 菊池郡 菊陽町津久礼２４５５－１　西塔ハイツ１０１ ショッピング JS-0001-9759

デューン・モト 菊池郡 菊陽町津久礼２５７３－１ ショッピング JS-0004-3896

Lugzee 菊池郡 菊陽町津久礼２６８３－１ ショッピング JS-0000-1672

ピザテン・フォー　熊本大津店　1 菊池郡 大津町室５４３－１　　 ショッピング PK-0000-8678

森の肉屋 大地の恵み 菊池郡 大津町森６６－３ ショッピング JS-0001-9324

TRUnail ＆ eyelash 光の森店 菊池郡 菊陽町光の森７－３３－１ サービス JS-0005-8807

肥後整体院 菊池郡 菊陽町津久礼１６２－８　 サービス SL-2000-4896

サカモーター 菊池郡 菊陽町津久礼２３７６－２ サービス JS-0002-8350

ASSORT 菊池郡 菊陽町津久礼２６４７－１ サービス JS-0002-3065

HAIRPAGEICCO 菊池郡 菊陽町津久礼３０８８－３ サービス JS-0002-0860

ヘアーサロン ISHIHARA 菊池郡 大津町室１０３４　 サービス SL-2000-7738

カメラの中野菊陽店 菊池郡 菊陽町久保田２８０７－７　 その他 SL-2001-1429
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ライフスタイルショップ バーン 菊池郡 菊陽町津久礼２６４８　デサキ熊本菊陽店内 その他 SL-2001-0721

Ristorante du emamme 菊池市 下河原１９１ 飲食店 JS-0005-0735

コントルノ食堂 菊池市 隈府１１１４　 飲食店 SL-2000-3582

みんなの詩 菊池市 隈府１１２１－９ 飲食店 JS-0002-7349

寿し廣 菊池市 隈府９５４ 飲食店 JS-0004-4171

花のやまぐち 菊池市 隈府６０９－１ ショッピング JS-0004-8154

花のやまぐちインテリアコーナー 菊池市 隈府６０９－１ ショッピング JS-0004-8217

わいふの畑 菊池市 隈府６０９－１ ショッピング JS-0005-7657

ヘアサロンユアルーム 菊池市 木柑子　２０７５ サービス SL-2000-1225

Hair create AGREE 菊池市 泗水町吉富２６２５－４ サービス JS-0002-7440

てんろく 球磨郡 あさぎり町免田東１４９７－４８ 飲食店 JS-0002-6123

串焼きひがしあさぎり免田店 球磨郡 あさぎり町免田東１６７５－１ 飲食店 JS-0000-5414

恒松時計店 あさぎり店 球磨郡 あさぎり町上北１５２－１　 ショッピング SL-2000-7338

松の泉 焼酎道場 球磨郡 あさぎり町上北１６９－１ ショッピング JS-0004-3997

味岡安全機材 本店 球磨郡 錦町西３２８７－９８ ショッピング JS-0000-5765

山江物産館 ゆっくり 球磨郡 山江村万江甲４２３ ショッピング JS-0001-4136

豊寿司 玉名郡 玉東町稲佐１５４－１ 飲食店 JS-0005-1608

旬彩 SOBA 常次郎庵 玉名郡 和水町大田黒６７４－１　 飲食店 SL-2000-3220

このは動物病院 玉名郡 玉東町木葉１１４－２ サービス JS-0002-9795

HAIRfeel 美容室 玉名郡 南関町上坂下３３３４－１ サービス JS-0004-4567

hair salon ciel 玉名郡 南関町豊永３１７６－７ サービス JS-0003-3247

Breath hair 玉名郡 和水町江田４０１４－６ サービス JS-0001-8596

インド料理 BISHNU 玉名店 玉名市 高瀬１５５－１　高瀬蔵２Ｆ 飲食店 JS-0003-8029

有限会社江戸長 玉名市 高瀬４５９－２ 飲食店 JS-0003-4307

彩 玉名市 高瀬４８４　やましょうビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0050

スローフードの店 品川 玉名市 山田１９８４－６ 飲食店 JS-0002-7505

HIGH BURY 玉名市 中１８２９－５　マルヨビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9232

がみ屋 玉名市 中３５－５ 飲食店 JS-0002-9583

草枕温泉てんすい 食堂 玉名市 天水町小天５１１－１ 飲食店 JS-0005-7771

草枕温泉てんすい 売店 玉名市 天水町小天５１１－１ 飲食店 JS-0005-7772

ぎゅう黒庭 玉名市 天水町小天９２５０－１ 飲食店 JS-0004-7592

食彩厨房和 SABI 玉名市 繁根木１７０－２ 飲食店 JS-0003-8378

和風ダイニングすなお 玉名市 繁根木１８１　MK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6581

居酒屋一喜 玉名市 繁根木２８３－４ 飲食店 JS-0005-9797

小料理はち 玉名市 立願寺５５２－１　K ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8005

靴のニシムラ 玉名店 玉名市 亀甲１１０　ビックミカエル玉名店２Ｆ ショッピング JS-0001-2408

合資会社柳屋本店 玉名市 高瀬２３２ ショッピング JS-0001-7812

ウラタスポーツ 玉名本店 玉名市 高瀬４６６－２ ショッピング JS-0001-8009

吉岡印房 玉名市 高瀬５１９ ショッピング JS-0005-0740

エンジェル K 玉名市 山田１９９９－５ ショッピング JS-0000-5205

One day 玉名市 岱明町野口１１４６－１６ ショッピング JS-0001-8862

パッケージプラザサクミ 玉名市 築地１５２－４ ショッピング JS-0005-1188

ゴルフショップ No．1 玉名市 中１６１２－１ ショッピング JS-0004-6828

ロワゾーブルー 玉名市 中１７９８ ショッピング JS-0005-9068
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ブティックオルガン 玉名市 中１８３０－１　 ショッピング SL-2000-1281

ライフ ガーデン カイ 玉名市 中１８３５－７ ショッピング JS-0000-8097

公立玉名中央病院売店 玉名市 中１９５０ ショッピング JS-0005-4041

はなもも 玉名市 六田１３－１３ ショッピング JS-0003-4289

PRIMP．HAIR 玉名市 岩崎７４－１ サービス JS-0005-4224

アジアンコースト 玉名市 岱明町開田４１７－３ サービス JS-0001-3257

スワンキーパフォーマンス 玉名市 大倉５０４－６ サービス JS-0005-0606

HAIR・LARGO 玉名市 築地１９６－１ サービス JS-0005-4220

shanty 玉名市 築地３１２－１ サービス JS-0002-6136

ヘアーレーヴ 玉名市 中１６８６－１　ニシムラビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1030

SHY．gran ー gueL’ab 玉名市 中１９０５－１ サービス JS-0005-3499

吉田写真舘 玉名市 立願寺１４０－２ サービス JS-0005-9103

SHY ー takter 玉名市 六田２９－２ サービス JS-0005-3489

観光ほっとプラザたまララ 玉名市 両迫間３０８　 その他 SL-2000-2917

和風焼肉 馬力屋 荒尾市 下井手１６１６－６７　 飲食店 SL-2000-5577

焼肉 TONBO． 荒尾市 東屋形３－１－１０ 飲食店 JS-0002-2598

炭焼居酒屋 はいから 荒尾市 東屋形３－３－８ 飲食店 JS-0004-0011

ファッションハウス彩原万田店 荒尾市 原万田字八反田６３０－１　イオンタウン荒尾内 ショッピング JS-0005-6659

Soel 荒尾市 西原町３－１－１６　前川ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-4453

カンガルーム 荒尾市 本井手１５５８－１１７　メゾンド緑ヶ丘１Ｆ ショッピング JS-0005-0479

スクデット 荒尾市 菰屋１７３４－４７ サービス JS-0001-5530

有限会社コリノ 荒尾市 荒尾４１６０－２６９ サービス JS-0001-7322

カラオケ CLUB DAM 有明プラザ店 荒尾市 原万田７００－１ その他 JS-0004-8144

SANTE WINE MUSEUM 荒尾市 川登７６９－８４　 その他 SL-2000-7569

食家 かきつばた 合志市 栄２３８１－２ 飲食店 JS-0003-7376

地鳥炭火焼鳥祥 合志市 幾久富１６５６－３１　　 飲食店 ZN-0002-1345

焼肉 Kanoya 合志市 御代志１６９２－１ 飲食店 JS-0004-9257

Petit Mignon 合志市 幾久富１６５６－３１－５ ショッピング JS-0005-7649

洋菓子 シェ・ボア 合志市 幾久富１８６６－５８０ ショッピング JS-0005-8395

トータルサロン福屋。光の森本店 合志市 幾久富１８６６－１１７２ サービス SL-2001-1162

有限会社アクティー 合志市 幾久富１９０９－４６６ サービス JS-0003-7387

アルゴカーズ 合志市 須屋２６５７－５１ サービス JS-0004-6211

リラクゼーションサロン 和 【ナ 合志市 須屋２８９５－６　 サービス SL-2000-6790

髪工房 SOEN．LABO 合志市 福原２４１８－２　　 サービス ZN-0003-1032

カメラの中野合志店 合志市 幾久富１７５８－２９４　 その他 SL-2001-1430

the deep 金魚屋 誠 合志市 幾久富１７５８－９８ その他 JS-0001-9742

華北飯店 山鹿市 山鹿１ 飲食店 JS-0003-2391

山や 山鹿市 山鹿１０１９－６ 飲食店 JS-0002-0898

やきにく なか園 山鹿市 山鹿５３８－３ 飲食店 JS-0003-4325

肥後赤鶏 鳥呼 山鹿市 鹿本町高橋１２６４－６ 飲食店 JS-0004-3483

ビストロネージュ 山鹿市 杉３２０－１ 飲食店 JS-0003-6590

洋風居酒屋アキラ 山鹿市 泉町１８５７ 飲食店 JS-0002-0639

ちんぐるま 山鹿市 中央通１１０２ 飲食店 JS-0003-5556

RUN 山鹿店 山鹿市 古閑十三部１００６－５　ゆめマート東山鹿店内 ショッピング JS-0002-4719
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turkey 山鹿市 山鹿１　温泉プラザ ショッピング SL-2000-6881

井手古美術 山鹿市 山鹿１４７７－１ ショッピング SL-2000-5265

有限会社原生花 山鹿市 山鹿７９６－５ ショッピング JS-0004-9367

有限会社あそしな米穀 山鹿市 中６４１－２ ショッピング JS-0005-0177

アウトレット・カーセレクト 山鹿市 方保田２８４０－３ ショッピング JS-0003-1669

カラオケ 55 山鹿店 山鹿市 鹿校通２－１５－９ エンターテインメント JS-0002-5319

River 山鹿市 中央通１００７ その他 JS-0005-7680

たなか畜産 益城店 上益城郡 益城町宮園５９９－１－１１ 飲食店 JS-0005-4788

粥菜レストラン 季寿 上益城郡 益城町福富８０４－１ 飲食店 JS-0003-7341

Kitchen せりぐち 上益城郡 嘉島町鯰１８５７－１ 飲食店 JS-0003-3595

居酒屋 勘吉 上益城郡 嘉島町鯰１８６９－１ 飲食店 JS-0005-5322

肉肉うどん 嘉島店 上益城郡 嘉島町鯰１８９７－１ 飲食店 JS-0005-6784

やきとり すみ田 上益城郡 嘉島町鯰２７３２－３　ステートヒル２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-7903

牛力 上益城郡 山都町浜町８６－１ 飲食店 JS-0004-4974

風雅 益城店 上益城郡 益城町広崎９０４ ショッピング SL-2001-1554

芋屋長兵衛 上益城郡 益城町小谷１３１６－１ ショッピング JS-0004-3778

walet 上益城郡 益城町杉堂９０１－５８ ショッピング JS-0004-2928

Patisserie Effort 上益城郡 益城町惣領１４４０－１０－１０１ ショッピング JS-0004-5144

アンジェリコ・ルーチェ熊本店 上益城郡 嘉島町上島長池２２３２　　 ショッピング ZN-2000-2597

高田精肉店 上益城郡 甲佐町船津４－６ ショッピング JS-0005-2613

肉のみやべ 上益城郡 山都町馬見原６１－３ ショッピング JS-0002-6174

Noir 上益城郡 益城町古閑１２－１３ サービス JS-0001-6285

有限会社豊自動車 上益城郡 御船町豊秋６８４－１ サービス JS-0005-8173

ランドワーク 上益城郡 甲佐町田口１９８６ サービス JS-0004-9956

カメラの中野嘉島店 上益城郡 嘉島町鯰２７７９－１　 その他 SL-2001-1428

サンはらいっぱい 上天草市 松島町合津３３５１－１ 飲食店 JS-0002-0562

あぶり厨房我風 上天草市 大矢野町中２３６３－２ 飲食店 JS-0003-3597

水天 上天草市 大矢野町中２５２４ 飲食店 JS-0005-7228

mio camino AMAKUSA 上天草市 松島町合津６２１５－１７ ショッピング JS-0005-6877

Ten Herb 天草 上天草市 大矢野町中４４３４－２ ショッピング JS-0005-3210

山本釣具センター　大矢野店 上天草市 大矢野町中４５５５－１ ショッピング AD-0001-0013

コネクト 上天草市 大矢野町中８３６－１ ショッピング JS-0002-6450

しんじゅ天草 上天草市 大矢野町登立３９４３－３ ショッピング JS-0005-7505

クリーニングハウスシーガル 松島店 上天草市 松島町合津７９１５－２１ サービス JS-0004-5432

ヘアーサラネーゼ 上天草市 松島町合津７９１５－６　　 サービス ZN-0002-8177

ヘアー SARA 上天草市 大矢野町中４４６２－１０　　 サービス ZN-0002-8176

GYA ー 29 人吉市 九日町８３　九日町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9468

MALT L ＆ A 人吉市 九日町９３　コート９３ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5506

いいから 人吉市 紺屋町１０２－１　明葉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4851

ホルモン王 人吉市 紺屋町２４ 飲食店 JS-0005-9470

金七 人吉市 寺町１１－５ 飲食店 JS-0003-8375

イタリアンレストラン BUONOBUONO 人吉市 上薩摩瀬町８７４－１ 飲食店 JS-0005-3445

囲炉裏キュイジーヌ LOOP 人吉市 大野町４３０１　大畑駅構内　　 飲食店 ZN-0001-5162

立山商店 人吉市 鍛冶屋町４３ 飲食店 JS-0002-0070



6 2020/8/27

［熊本県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

町家ギャラリー立山 人吉市 中青井町３１１ 飲食店 JS-0002-0069

ファーサイドストア 人吉市 下原田町１１０９　 ショッピング SL-2000-3482

小代酒店 人吉市 下青井町４－１ ショッピング JS-0001-1963

ナチュラル 人吉店 人吉市 瓦屋町１１５６－１ ショッピング JS-0002-7352

株式会社ハッピー電気商会 人吉営業所 人吉市 駒井田町２１３ ショッピング JS-0002-8818

RUN 人吉店 人吉市 上薩摩瀬町園田８８０　ゆめマート人吉店内 ショッピング JS-0002-4240

ファッションハウス彩人吉店 人吉市 上薩摩瀬町園田８８０　ゆめマート人吉店内 ショッピング JS-0005-6662

花色舞 人吉本店 人吉市 相良町１１４１－１ ショッピング JS-0001-3558

人吉冷蔵株式会社 人吉市 鍛冶屋町６３ ショッピング JS-0003-4039

人吉医療センター病院売店 人吉市 老神町３５ ショッピング JS-0005-4028

ランドリー・キッチン ゆめマート店 人吉市 上薩摩瀬町８８０ サービス JS-0002-9251

白屋クリーニングランドリーキッチンにしあ 人吉市 西間上町２５３３－１３ サービス JS-0002-0180

hairstudio CUBE 人吉市 中青井町３６８－１　 サービス SL-2000-1343

白屋クリーニングランドリーキッチン南泉田 人吉市 南泉田町１８－１ サービス JS-0002-0067

パソコン修理工房スタジオゼータ 人吉市 蟹作町１６０－３　 その他 SL-2000-6557

宮山時計店 人吉市 九日町７６　 その他 SL-2000-4695

カメラの中野人吉店 人吉市 相良町１１５８－１　 その他 SL-2001-1432

道の駅みなまた たけんこ 水俣市 月浦５４－１６２　 飲食店 SL-2000-1158

モンヴェール農山 水俣市 長崎５５２－７　 飲食店 SL-2000-4864

遊食三昧 水俣市 浜町１－１２－２７ 飲食店 JS-0004-1303

吉富薬局 水俣市 陣内１－４－８ その他 SL-2000-0114

馳走 ほりもと 天草郡 苓北町坂瀬川２７９３－１ 飲食店 JS-0000-2891

一力 天草郡 苓北町志岐１２８－２　 その他 SL-2000-5971

おさかな食堂 将吾 天草市 亀場町亀川１８８６－１２　グリーンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1942

天草わら焼 徳 天草市 牛深町１３０－１ 飲食店 JS-0004-2591

海の幸ひらはた 天草市 古川町１２－２１ 飲食店 JS-0000-8442

和楽旬彩 紀のん 天草市 古川町７－２５ 飲食店 JS-0001-6746

楽園珈琲 天草市 五和町城河原１－９９－１　 飲食店 SL-2000-5684

サーレ 天草市 今釜町１３－６ 飲食店 JS-0002-9933

いけす料理 とらや 天草・本渡店 天草市 志柿町６３２７－８　とらやビル 飲食店 SL-2000-7204

蛇の目寿し 天草市 大浜町６－３ 飲食店 JS-0001-2848

進 天草市 大浜町９－２３ 飲食店 JS-0001-6707

丸高 天草市 中央新町１２ 飲食店 JS-0004-6310

猫八 天草市 東浜町１０－８ 飲食店 JS-0004-6307

元祖串焼き一番 天草市 東浜町６－２０ 飲食店 JS-0002-1150

Picasso 天草市 南新町３－８ 飲食店 JS-0004-1853

Via Centro 天草市 南新町４－５ 飲食店 JS-0004-5175

ふれあい広場 天草市 丸尾町１２－１ ショッピング AD-0000-0158

天草オリーブ園 AVILO 天草市 五和町御領蛍目　１５８０－１ ショッピング SL-2000-6524

サンエコライフ倉岳店 天草市 倉岳町宮田３９２１－１ ショッピング JS-0004-6315

チャンドラ 天草市 太田町１５－１１　 ショッピング SL-2000-0766

資）ささや酒店 天草市 大浜町１０－２ ショッピング JS-0004-9157

K2 天草市 大浜町２－４２ ショッピング SL-2000-5630

牛深自動車株式会社 天草市 牛深町３４７１－６ サービス JS-0001-4342
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クリーニングハウスシーガル 志柿店 天草市 志柿町６０３４－２ サービス JS-0004-5433

SOHO newyork 天草店 天草市 南新町１０－１ サービス JS-0002-3950

天草整備工場 天草市 北浜町２６００－１ サービス JS-0004-4118

クリーニングハウスシーガル 広瀬店 天草市 本渡町広瀬９７－１ サービス JS-0004-5431

かぎのロッキー 天草市 亀場町亀川１８８６－３０　 その他 SL-2000-5897

桜屋 八代郡 氷川町宮原栄久１５－５ 飲食店 JS-0005-8599

カーショップシノノメ 八代郡 氷川町野津６７５－４ サービス JS-0004-8556

新中国料理謙張 八代市 横手町１６８０－２ 飲食店 JS-0005-6501

寿司・一品料理 松井寿司 八代市 迎町２－１５－５ 飲食店 JS-0000-6204

居酒屋 座忘 八代市 古閑中町１２０７ 飲食店 JS-0004-2694

イルファーロ 八代市 港町７２－１３－１　ウエスタマリーナ内 飲食店 JS-0005-9132

八代ホルモン 八代市 出町７－３０ 飲食店 JS-0001-4203

はまや 八代市 清水町２－６５ 飲食店 JS-0004-3906

とり家 八代市 袋町１－３４　ユーコビル　　 飲食店 ZN-2000-4747

美酒食彩 花木鳥 八代市 袋町３－２２　グリーンビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-0849

居酒屋八○八 八代市 袋町５－２３ 飲食店 JS-0003-8554

博多一番どり 八代店 八代市 通町６－５３ 飲食店 JS-0002-0390

イタリア料理 アルテ 八代市 田中東町１８－１６－１ 飲食店 JS-0000-5363

和食割烹 鰻まる 八代市 萩原町１－４－１３ 飲食店 JS-0005-1149

じゃわ 八代市 豊原下町４１２２ 飲食店 JS-0005-2133

小料理まさ 八代市 本町１－１０－３　ユウキビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7216

地中海バル BRUCO 八代市 本町１－１－１　高橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0055

才谷屋 八代市 本町１－１－２１　ハシウメガーデン２　 飲食店 ZN-0002-1336

鰻新 八代市 本町１－１２－２ 飲食店 JS-0005-4203

串揚げ居酒屋 吉香 八代市 本町１－１３－７ 飲食店 JS-0005-8576

金之助 八代 八代市 本町１－２－３１ 飲食店 JS-0003-3466

恵比寿家 八代市 本町１－３－１９　夢カンカンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9816

隠れ家レストランフレア 八代市 本町１－３－４　TH ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7065

みはな水産 八代市 本町１－４－５ 飲食店 JS-0002-4320

Bar ＆ Bar そうせき 八代市 本町１－６－２０　2ndRITA ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3849

山本食堂 八代市 本町１－６－８ 飲食店 JS-0003-3585

PROSHOP HOPE 南九州 八代市 宮地町１８８１－１ ショッピング JS-0004-6053

盛高鍛冶刃物 八代市 宮地町４３４ ショッピング JS-0001-9153

めがねの開眼堂 鏡店 八代市 鏡町鏡２７ ショッピング SL-2001-0622

広域交流センターさかもと館 八代市 坂本町荒瀬１２３９－１ ショッピング JS-0002-9301

黒川製菓 出町店 八代市 出町１－５ ショッピング JS-0003-5226

ボンブ 八代市 松江町５８８－５　　 ショッピング PK-0000-8430

JUST AUTOMOBILE 八代市 千丁町太牟田２２７１－３ ショッピング JS-0001-8582

4LIFE AUTO MOTIVE 八代市 袋町３－２ ショッピング JS-0002-1490

デリキッチン さすが 八代市 袋町５－１８ ショッピング JS-0003-6579

ボンブアニバーサリー 八代市 長田町３２４５－１　　 ショッピング PK-0000-8431

スイーツアート 八代市 田中西町１６－４ ショッピング JS-0004-8791

株式会社ハッピー電気商会 八代営業所 八代市 田中西町３７ ショッピング JS-0002-8817

有限会社タイヤ倶楽部 八代市 田中西町５４ ショッピング JS-0004-0729



8 2020/8/27

［熊本県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

めがねの開眼堂 八代市 田中町４８９－１ ショッピング SL-2001-0620

めがねの開眼堂 本町店 八代市 本町２－３－１２ ショッピング SL-2001-0621

ウェディングマイン八代店 八代市 旭中央通７－１　田中ビル１Ｆ サービス JS-0000-8289

松田美容院 八代市 花園町５－６ サービス JS-0005-7161

クスノキ薬局 にしき町店 八代市 錦町１３－１ サービス JS-0003-3380

吉本自動車有限会社 八代市 迎町１－５－１０ サービス JS-0005-8752

すまいる館 八代工業高校前店 八代市 高下西町１４７４ サービス JS-0003-6798

Hair ＆ BeautyCuaura 八代市 袋町１－４５　いずみビル１Ｆ サービス JS-0001-3256

リュンヌ・プラナディー 八代市 大手町２－７－５ サービス JS-0005-8790

（有）野尻写真場 八代市 鷹辻町５－１６ サービス JS-0000-5044

salon du miu 八代市 通町１１－１４　ニュークリエイトビル１Ｆ サービス JS-0003-5982

ERFAHREN 八代市 田中西町１０－７ サービス JS-0004-8778

ヘアーデザインラフテルピース 八代市 緑町７－１８ サービス JS-0001-2346

happy place 八代市 横手新町２－１２ エンターテインメント JS-0004-2280

カラオケ DAM 八代本町店 八代市 本町１－２－３６　RITA ビル本館２Ｆ エンターテインメント JS-0004-2279

酒の古賀（古賀商店）八代店 八代市 鏡町鏡１１５　 その他 SL-2000-3774

カメラの中野八代大村店 八代市 大村町９３５　 その他 SL-2001-1431


