
あ行（旧島原地区） （株）エレナ
ダイソー島原店

小嵐タクシー（有） 紳士服のフタタ　島原店 （資）中央薬品　ウィルビー店

青い理髪館　工房モモ
（株）エレナ
TSUTAYA島原店

幸利屋 新日本観光（株） （資）中央薬局本店

あおき島原店 エンジェル
（資）古賀ふとん店
堀町支店

水都 中華料理　清光園

（株）浅野殖産環境サービス （有）大石商会 子供服のビスケス 杉永蒲鉾店　新馬場売店 中華　和が家

朝日新聞　サービスアンカー
島原南部

OKホーム＆ガーデン
島原店

小無田青果店 杉永蒲鉾中堀町店
(株)チヨダ
シュープラザ島原店

飛鳥鍼灸院 岡三電機 近藤酒店 （有）杉永ストア 恒　本店

あとりえ翠 お菓子の菓舗　しまだ さ行（旧島原地区） すし具雑煮　江戸新 てっぱん屋　待夢

アポロ興産（株）
島原営業所

お菓子の菓舗　しまだ
エレナ島原店

（有）西部プロパンセンター 鈴木鮮魚直売店 テルミ美容室

アポロ興産（株）
石油化学部島原営業所

お菓子のグランパ 酒井タタミ店 スナック　ココス 天下の味処　ほうじゅう

アポロ興産（株）
ハーテック島原外港営業所

お菓子のフランセ森島屋
ＺＡＫＡＮＡＫＡ
ウィルビー店

スナック　スワン てんまや

ｕｎ－ｄｅｕｘ 緒方茶舗 坂本商事（株） スナック　ちあき Tｗo Bee

イエローハット島原前浜店 おしゃれの店　ガロ 酒処　ささ スナック　ひろみ トゥーレ　カルソン

居酒屋割烹　雲仙 おしゃれの店南陽 酒のパワーズ島原店 スナック　みちこ 東洋九十九ベイホテル

居酒屋　十八成 お食事処　天神 （株）ささや スナック　南 ドクターベルツ中山

居酒屋　笑店 お食事処　都一 （資）佐藤電装 スナック　りぼん ドコモショップ島原高島店

居酒屋　大南
お多福クリーニング
ウィルビー店

（株）佐原
Hard　ｗare ShopIMPACT

スペース　イー　カフェ とっとっと市場

居酒蔵　ぱくり家
お多福クリーニング
エレナ島原店

サンドラッグ　島原店 セイコー堂 とっとっと食堂

居酒屋　ひょうたん お多福クリーニング店 サンプラザ万町 せいたい春
（株）トヨタレンタリース長崎
島原店

（有）石井建材店 お肉工房　梅桜亭 三勇堂 ゼクシー島原サロン 鳥居鮮魚店

（有）石橋自動車整備工場
お弁当と麺Sのお店
早弁番町

サンワ理髪館 (資）ゼニヤ家具 な行（旧島原地区）

（有）いのうえ お料理　まどか 詩季の彩 ゼネラル　島原外港給油所 中川畳店

（資）猪原金物店 か行（旧島原地区） 重松花屋
セブンイレブン
島原北門町店

長崎新聞島原販売センター

井村薬品 海産物センター　きた田
自転車生活課ゆう-
（資）廣瀬商会

セブンイレブン
島原下川尻町店

長崎第一交通（株）
島原営業所

いろはや　２０ 会席料理　はしもとや 島鉄観光（株）島原駅売店 セブンイレブン島原白土湖
長崎ちゃんぽん
リンガーハット

いろはや本店 回転寿司　鬼へい
島鉄観光（株）
島原旅行センター

セブンイレブン
島原城見町店

（株）ながせや

（有）岩国商店 海望荘 島鉄タクシー(株)
セブンイレブン
島原原口町店

（有）中田電気商会

（有）岩国商店　ダイレックス
島原店青果部

かすりや
島原駅、南島原駅、島鉄バス
ターミナル及び鉄道・バス車内

セブンイレブン
島原高島２丁目店

中村金物（株）

（有）上田宝飾時計店
カフェ・レストラン
ケルンの森

島原蒲鉾センター 千人堂オゾン水工房 中屋商店

雲龍亭 カフェ・サラマンジェ （有）島原キングポート
創業元禄元年
島原藩御用菓子司　松屋菓子舗 （有）浪花寿し

永昇堂 （有）カワグチ 島原食糧販売（株）
創作　居酒屋
ダイニングﾞ味遊

南陽堂

auショップ島原前浜 川端家本店 島原新聞社 そば幸　島原店 ニーニョニーニャ

（有）エガワ電器商会
北浦石油店
カーポート２５１SS

島原センターボウル　事業部 た行（旧島原地区） 肉のいわなが

エディオン島原店
北浦石油店
グリーンロードSS

島原ブランディング
デザイン事務所

ダイエー島原店 肉のもりうち

エディオン　ヨシダ電器 北尾茶舗 しまばら水屋敷 （株）大光食品
西日本新聞
エリアセンター島原

江戸屋島原店 喫茶　ケルン しまばら薬局　柏野店 ダイレックス島原店 二輪ショップ高島商会

N・フーズ
キッチンハウスみつい
北門店

しまばら薬局　本店 （株）田上自動車 信国教材社

ENEOSグローブエナジー(株)
島原営業所

ギフト専門店　むらさと しもだ園芸 竹下電器商会 は行（旧島原地区）

エブリハート　一番街店 きもの　たにぐち
しもだ園芸
ダイエー島原店内

ダスキン島原 はぎせん市場直売所

エブリハート　エレナ栄町店 九商フェリー（株） 写真ですよウィルビー店 (資）たつみ写真館 （株）萩原ミート

エブリハート　みつい北門店
極東石油（株）
栄町給油所

しゃぶしゃぶだいにんぐ舞豚 （有）辰巳屋総本店 （有）橋本青果店

エル　いろはや 欣喜堂時計店 手芸のカネダ
（有）辰巳屋総本店
ＬｅＨａｖｒｅ

橋本文光堂

（株）エレナ　島原栄町店 銀座食堂 手芸のカネダ　ダイエー店 玉乃舎（たまのや） バック＆化粧品　にしぐち

エレナ島原店
（株）ケーブルテレビジョン
島原

白山はきもの ダンケ パティスリー　シャトン

湧くわく商品券取扱店【旧島原地区・有明地区】



は行（旧島原地区） 本多観光バス・タクシー（株） メガネのヨネザワ　島原店 ローソン島原親和町店 ショッピングセンターきむら

浜屋百貨店　島原サロン
（株）本多商会
やすらぎ会館新館

メガネ本舗　島原店
Robin’s　barber
ロビン理容院

菅燃料店

（資）林醤油本店
（株）本多商会
やすらぎ会館本館

免許を取るなら
島原自動車学校 わ行（旧島原地区） セルフ　まいたけ

（有）林田運送 本多燃料店 本久一刃物　前田鍛冶工場
Ｙ・Ｆ・Ｆ
やまかげフラワーファーム た行（旧有明地区）

（有）林田観光バス ま行（旧島原地区） 本坂自転車商会 わかば写真館 力寿し

林田米屋
マイショップみつい
ウィルビー店

本村精肉店 和食の店　平野 （資）中央薬品　有明店

林田酒店 マイショップみつい　本店 森島屋菓子舗
WASORA　ｈair
（ワソラ　へア）

でんき屋きたもと（株）

BAL 前田商店 森本園芸ガーデンパーティ 渡辺酒店
トップリカーズ島原湯江店
浜崎商店

春にれ （有）マエダ美容室 森本商会 （有）綿屋 な行（旧有明地区）

Ｂ.Ｃｒｏｐ まえなか （資）森脇製材所 （有）ワンダーランド・ミノ 中村鉄工所

Ｂ.Ｃｒｏｐ－ＢＬＡＣＫ マザーランド や行（旧島原地区） あ行（旧有明地区） 西善製菓舗

美こころたいよう化粧品店 松井老舗 （株）矢加部商店 アート英会話＆翻訳サービス は行（旧有明地区）

必勝堂 （株）松尾印刷所 焼肉ふうしゃ （株）アイシード 櫨本商会

ひめじ亭 マックハウス島原店 安永モータース 味処　仲よし 花ざしき　和香

美容室　Ｍｅｅｋ（ミーク） マツザキデンキ （有）山口園芸 味美どり 浜田自転車商会

平田時計眼鏡店
マツダオートザム島原
（株）森﨑自動車

山口屋染物店
（てんげ堂てぬぐい等）

アポロ興産（株）
松尾営業所

（有）彦八

（株）福栄 松本仏具店 山﨑酒店 荒木薬店 平山商店

（資）福屋衣料店　広馬場店 （株）松本仏檀店 山崎本店酒造場 有明の森ふるさと物産館 ふぁっしょんはうすいしかわ

（資）福屋衣料店　三会店 松本仏檀店　島原会館 山下酒店 ありあけ　コンタクト・メガネ ファッションハウスなかつじ

フジタ 松本仏檀店　普明庵 ヤマダ電機　島原店 （有）有明清掃 ふれあいギフトのかねこ

（株）藤田チェリー豆総本店
松本仏檀店　フューネラルホール
ベリテ・ポラリス

（株）大和屋 有明鮮魚 ボスコ湯江

（有）藤田屋本家 マリゾン 山の上のカフェ　Garden （有）有明タクシー ほんだ造花

ブティック　はな マルイチ斎場 ユアシセイドウ　わたなべ
（有）有明中央
ショッピングセンター ま行（旧有明地区）

ふとん&ギフト　はやしだ マルイチ線香本舗 ゆうもあ亭 居酒屋.　会席KEN２ 前田商店

船戸酒店 丸善峰石油（株） ユタカ理容院 井上商店 マキスポーツ

フリーマーケットアシベ島原店 マルタ食品 ユニオンスポーツ 石見石油店 まつもと家具

プリントショップ　ジョイ
（資）丸美屋服装
MARUMIYA

ユニクロ島原店 小川電気工事店 （株）松本建材

古川青果店 ミスタータイヤマン森田 陽光寿司 お食事処かあちゃん 松本仏檀店　有明会館

古書籍　月光堂 （株）水本電器 洋服の青山　島原店 か行（旧有明地区） （有）まるいしシェル

Fletz(フレッツ） ミッキーシューズ 横田商店 片山商店 まるたか生鮮市場　有明店

プレミアム　ラウンジ ＲｅＶｅ
ミッキーシューズ
ダイエー島原店

横浜電器店 片山鮮魚店 丸政水産　贈答品センター

（株）文旦堂 （株）光永商店 横浜屋 活魚センターいとう まるまんソレハ店

ポイントショップ　ニチエー店 ミナト代行センター 吉田パン カットルーム　おかむら 馬渡食品（資）

宝石・時計山之内 ミネ化粧品店 よしだや 割烹いわみ もとよし

宝楽食堂 三原電器商会 吉野屋菓子店 がね屋 森本酒店

ポエムタケモト菓舗 宮川釣具店 （有）吉光 紅陵飯店 や行（旧有明地区）

ホームプラザ　ナフコ　島原店 ミヤケン物流（株） ら行（旧島原地区） 小原商店 山口自動車鈑金

ボスコ島原 （有）美乃本店 ラーメンセンター コメリ有明店 （株）よしだ

ホテル南風楼 ムラサト電器 ラトリエ　ドゥ　バン　伴製菓舗 さ行（旧有明地区） 𠮷田商店

(有)ボヌールクロージング
グループ　アビート

明月堂 Ｌ．Ｉ．Ｐ さくら代行 𠮷田米穀店

(有)ボヌールクロージング
グループ　ビ-ファイブ

メガネサロン山之内 レ・セント・ユー サン有明石油

(有)ボヌールクロージング
グループ　ボヌール

めがねのエイキ レディースファッション　たまや 島原　豚珍館

(有)ボヌールクロージング
グループ　メルヘン

メガネの水晶堂 レディスショップ　グラス 写真にしかわ

本多菓子店 メガネの三城　島原店 ローソン島原大手原町店 寿々園


