
ナナメ上↗プレミアム商品券　取扱事業所一覧《順不同》

小松屋渚館 BOOBY　TRAP たこやき王ちゃん (有)竜宮 荒木畳店 小川商店
(有)協和タクシー (有)山口自動車 ヴァンサンカン ローソン上天草大矢野町店 茶房　凜 (有)松島タクシー 浦本ストアー (有)荒田石油
(有)山下茶腕屋 斎藤モータース 小さなケーキ屋さん　mof-mof マリーンフォト 本多クリーニング 甲ら家 島田屋
藍のあまくさ村 (有)伊美自動車 シャディ亀屋　大矢野支店 (有)柳タクシー (有)寄口モータース 松ちゃん 姫戸モータース 旅館ひのしま荘
エーカムオート ミケネコオリーブ ドコモショップ上天草店 (有)山本釣具センター (株)ケーキ工房パンプキン ますやクリーニング 鹿釜鮮魚店 水谷鮮魚
(株)西山生花店 (有)ケーショー石油 コメリハードアンドグリーン大矢野店 松江精肉店 ヘアーステーションモトセ ㈱白岳石油 Ｙショップひのしま荒木
げんこつリゾート（株） (有)小幡石油 上天草さんぱーる 松浦石油店 理容ながた ラフィーヌこが ひろ寿し
(有)めるへんなおえ 兄弟船2号店 だんした掌店（キャモン内） とし美容室 (有)エンタープライズ　光アイランド ㈱碇電設 ひとみ美容室
Himmel. よしみ・郷土料理と仕出し THE　FAN　CLUB（キャモン内） (資）古田ガス サンはらいっぱい 川本電気商会 ミートショップ東川
松尾畳店 オンリーユー (有)丸重ミート クリーンアップワークス天草 (有)浅畑鮮魚 ㈾山口商店 江郷商店
片山薬店 モトプラザまつお 天草菓匠　春風庵 (有)ふくずみ スナックひろこ 鹿釜精肉店 江郷電器
肉のスギモト・焼肉たけやん 天慎　二号橋店 やすくん亭 蔵八 菜の花亭 医療法人社団 翔洋会　姫戸医院 松永精肉鮮魚店
天慎　本店 海彩 (株)天草釣堀レジャーランド 天草石油(株)松島支店 ホテル松泉閣　ろまん館 姫寿し 中道鮮魚店
(株)ニュー直江　ジパング直江本郷店 作慎 川島屋　柳店 (有)森鮮魚店・満海 (有)なかしま荘 鈴堂 林商店
(株)西山葬儀社 スナック藍 川島屋　2号橋店 松島観光ホテル岬亭 天草パールガーデン 姫コッコ倶楽部 松岡醤油店
スタジオコニシ お食事処　多魯 マルケイ鮮魚 (株)西山電設 ＆海中水族館シードーナツ 若松クリーニング 山本商店
洋々窯 シュムック ぱっくん田中酒店 (有)西﨑印刷 さくら庵 清水商店 よしやホテルきらら停
大矢野輪業 医食同源　南風原 食楽快酒の庵　蓮 海鮮家　福伸 杉島電気 姫戸タクシー 道脇歯科医院
大矢野ミート 貴久春寿し 潮さい (有)坂本自動車 小西写真館 くらしの薬局　本店
江口デンキ 大矢野ショッピングプラザキャモン 味千拉麵天草2号橋店 (株)シークルーズ 彩々倶楽部 中本石油
お茶の茶原園 尾﨑鮮魚 スナック舞 (有)水野食品 岳本石油(株)松島給油所
ときん茶屋 (株)ニュー直江　酒ジパング大矢野店 宮崎自動車整備工場 (有)倖栄 café　kahnya
はいから食堂 あぶり厨房　我風 コネクト リゾラテラス天草 Marina kahnya 北垣水産
岳本石油(株)登立給油所 尾上工機 水天 串道楽　磯洋 JAあまくさ上支所　購買課 バラ美容室（山田）
美容室スキップ (株)丸山えび 水野商店 ゆめマート松島 田渕自動車整備工場
(有)ニュー入船　レストラン シロヤのクリーニング大矢野店 Yショップ　うらかみ やきとり匠 (株)ヨネザワ 中　商店
田畑駅 レディースマエダ 美髪エステBambi hair & eyerush ship 幸寿し
天蔵のむら田 セブンイレブン上天草大矢野中店 旅亭　藍の岬 旅館　天松　 松島店 チャオ
(有)金子電気 アールグラン 創作菓子工房アローム 天松ストアー ローソン上天草松島店 畳ふすまの天草屋
(有)華紋 らーめん大福 天草モリンガファーム Salon de Cuna すなっく華美 和田クリーニング店
マリーナFranping Village　天草 てばさき村 テンハーブ天草 ひまわり・ハウス カット＆パーマ　タケモト ヘアーサロンＡＢＣ
ステーキハウス　バイザウェイ　 天然房　もっぱん Ange(アンジュ） 山川精肉店 ピュア・ウォーター (有)東川自動車

さしより食堂 (株)斎藤建設 リラクゼーション　Style ゆくる ガーデンプレイス潮まねき (株)コメリ天草松島店 浦下デンキ
フィッシャリーズ　フィッシャリーズ すなっくトマト姫 やまいち Yショップ村本酒店 焼き鳥誠侑 ユアーズ
美・Belle 浜崎鮮魚　浜んくら 2号橋　くらしの薬局 Car care space 愛車道
天蔵のむら田 くらしの薬局　中店
(株)くまもと海洋かいはつ 溝脇商店

大川商店 北垣商店
マツモト商店 西山クリーニング店
(有)フタマド自動車 せと美容室
村上商店 カラオケ・憩い

スクラミーアイスクリーム（ミオカミーノアマクサ内） 志水商店
(有)ガレージ・イン JAあまくさ大矢野給油所 ホームプラザナフコ大矢野店 天草 海まる（ミオカミーノアマクサ内） サニーカットサロン
ファッション　タケモト JAあまくさ大矢野支所　農機センター スパ・タラソ天草 (株)　KASSE JAPAN（ミオカミーノアマクサ内） マルホン醤油
Stellatier JAあまくさ大矢野支所　購買課 尾石ボデー整備工場 レーゲンボーゲン（ミオカミーノアマクサ内） 陳内鮮魚店・エンゼル店
大洞窟の宿　湯楽亭 I's　lash salon ニューヤマザキデイリーストア カフェブリュ
(有)ニシカワ 居酒屋　きらく (有)髙木商店
嘉悦商店 ほのぼのspot翔　大矢野店 鳴川建設

寝装のいわい ダイソー上天草店 鬼塚商店
植田自転車本店 イエローハット上天草店 (有)畑中石油 岡部商店 岩本商店
(有)JAあまくさ車両ｾﾝﾀｰ大矢野店 ベスト電器上天草店 おかむら 天成ホーム ホワイト急便大道店
(有)林商店 ヘアデザイン　リアル サロンド福優 Aマート　龍ヶ岳店
(有)エム・ナンバースリー　正木鮮魚 焼肉のまんぷく (有)松島清掃社 hair make kokage オートサービス松本
おやつ家菓音 PROSHOPウエダ 元梅商店 松下商工
フォトビデオプラス 　　(有)山哲水産 渡辺モータース ファミリーショップうえの 　
海鮮遙 大野菓舗 　　丸山水産 滝本自動車
CURE　SPOT　ブライト トヨタカローラ大矢野店 千晴
セブンイレブン上天草大矢野上店 渡辺商店 (有)松岡真珠
(株)ホテル松竜園　海星 植田酒店 くらしの薬局　阿村店
水上写真館 バーバーショップ一海 ロミロミハウスgoenn
八福 プライム 森口衣料品店
リカー・チャム山﨑
ワーク 大矢野店 海女ちゃん食堂　乙姫屋
Aコープ大矢野 Tres.03 南風泊（はえどまり） やまなみ商店

癒し処　ねいろ 朝日屋

浦田石材彫刻店

松枝商店

天草龍誠店

令和4年7月27日現在

◆◇◆　龍ヶ岳町　◆◇◆◆◇◆　松島町　◆◇◆ ◆◇◆　姫戸町　◆◇◆

ニューヤマザキデイリーストア

天草姫戸店

ディスカウントドラッグコスモス　

NPO法人　おかげさまで

ディスカウントドラッグコスモス　

ファッションセンターしまむら大矢野店

◆◇◆　大矢野町　◆◇◆

タイヤショップパドック

ビューティークリニカル久美子　光脱毛店


