
あ行（旧島原地区） 海産物センター　きた田 （株）島原新聞社 てんまや

青い理髪館　工房モモ 海鮮食堂　舟屋 島原製パン トゥーレ　カルソン

味どころ　幸楽 風見鶏 島原薬剤師会薬局 東洋九十九ベイホテル

飛鳥鍼灸院 鍛冶屋　吉光 島原東洋シティホテル ドコモショップ島原高島店

あずま寿司 cafeoluolu しまばら水屋敷 とっとっと食堂

ａｂｉｔｏ（アビート） カフェ・サラマンジェ 島原むすびす ドラッグ　コスモス安中店

アポロ興産　ハーテック島原外港 がぶがぶ しまばら薬局 ドラッグ　コスモス島原店

アポロ興産　街の袋屋さん 菓舗　しまだ しまばら薬局柏野店 ドラッグ　コスモス田町店

イエローハット島原前浜店 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　島原柏野店 しまばら湧水館 ドラッグ　コスモス萩原店

イオン島原店 元祖　具雑煮　姫松屋本店 しもだ園芸 ドラッグストアモリ　島原店

いけす料理　いけだ （株）キタウラ　ＡＵＴＯセンター 写真ですよ　ウィルビｰ店 鳥居鮮魚店

いけす料理　ろばた焼　網元 （株）キタウラ　カーポート　２５１ＳＳ しゃぶしゃぶだいにんぐ舞豚 鶏の白石　イオン島原店

いけす　ろばた　佐藤 （株）キタウラ　カーポート　中央ＳＳ 食処　山口家 鶏の白石　島原高島店

居酒屋　あかり 北尾茶舗 白山はきもの 鳥料理　いむら

居酒屋　あじしん 喫茶　ケルン スーパーセンタートライアル島原店 とんかつ濵かつ島原新馬場店

居酒屋　金ちゃん 喫茶　ルートｓｅａ （有）杉永蒲鉾店外港ターミナルビル店 な行（旧島原地区）
居酒屋　桜 キッチンハウスみついウイルビー店 （有）杉永蒲鉾店　中堀町（アーケード） 長崎新聞島原販売センター

居酒屋　酒楽喰 キッチンハウスみつい北門店 寿司金 中末商事（有）

居酒屋　笑店島原店 絹の道（シルクロード） ＳＵＳＨＩ　ＤＩＮＩＮＧ　和 中村金物（株）

居酒屋　たかし ギフトのうえき すし吉 中屋商店

居酒屋秀ちゃん ギャラリーつくし 寿司レストラン鬼へい島原店 中山酒店

居酒屋　ひとみ 九商フェリー（株） ステーキ鉄板焼　牛臣 浪花寿し

居酒屋　一二三 九電工　島原営業所 スナック　紫烟荘 南星自動車（有）

居酒屋　ひょうたん 極東石油（株）　栄町給油所 スナック　みちこ 南陽

稲田青果店 欣喜堂時計店 スナックＬａｕｇｈ 南陽堂

（資）猪原金物店 久遠チョコレート島原店 スペース　イー　カフェ ニーニョニーニャ

井村薬品 クリーニング　エブリ・ハート　一番街店 炭火串焼き　鶏みつ 肉のもりうち

いろはや・いろはや２０ クリーニング　エブリ・ハート　エレナ栄町店 炭火焼肉屋さかい　島原店 にこにこ薬品

イワナガフーズ（肉のいわなが） クリーニング　エブリ・ハート　みつい北門店 清香園　島原店 にしぐち化粧品店

ウエダ時計店 元気茶屋　想々 せいたい春 西日本新聞エリアセンター島原

（有）上田宝飾時計店 小嵐タクシー（有） （資）ゼニヤ家具 二輪ショップ高島商会

ウエルシア　イオン島原店 鯉の泳ぐまち観光交流センター　清流亭 セブンイレブン島原稗田町店 は行（旧島原地区）
魚亭 高速船　三池島原ライン そば幸島原店 はぎせん市場

梅林鯨店　広馬場店 紅龍 た行（旧島原地区） （株）萩原ミート

ＳＳＢ　ＣＡＦＥ （資）古賀ふとん店 タージマハル ぱくり家

エディオン島原店 小無田青果店 大光食品　本社 （有）橋本青果店

エディオン　ヨシダ電器 近藤酒店 ダイソーエレナ島原店 橋本文光堂

エレナ島原店 さ行（旧島原地区） （株）田上モータース 会席料理　はしもとや

エレナ島原栄町店 （有）西部プロパンセンター ダスキン島原 パティスリー　シャトン

エンジェル 酒・食事処　くまちゃん （資）たつみ写真館 はまだ屋商事（株）

ABC-MART　イオン島原店 酒のパワーズ島原店 たにぐち（谷口商店） 浜屋　島原サロン

大石商会 （株）ささやＥｓｐｏｉｒエスポワール 銀水 （資）林醤油本店

大阪王将　島原新馬場店 佐藤たたみ店 たまや 医療法人　はやし会　林内科医院

お菓子のグランパ（有）さかき （株）佐原ＩＭＰＡＣＴ ＣＨＩＰＰＥＲ　ＣＨＩＴ　イオン島原店 林田運送

緒方茶舗 サンドラッグ島原店 ちゃんこ力士 林田観光バス・タクシー

（株）小川屋 三勇堂 中央薬局　ウィルビー店 パリミキ　島原店

お好み焼　大阪屋 サンワ理髪館 中央薬局　本店 春にれ

お好み焼　太郎 The north pole 中華　大宝 Ｂ・Ｃｒｏｐ

お食事処　一期一会 シェフズキッチンNakamura 中華園 Ｂ・Ｃｒｏｐ－ＢＬＡＣＫ

お食事処　菜かの 重松花屋 中華　和が家 眉山の龍たかき

お食事処　都一 自転車生活課　ゆう　（資）廣瀬商会 TSUTAYA　島原店 Ｂ５

お多福クリーニング店　ウィルビー店 地鶏炭火焼き　わはは 恒本店 美こころ　たいよう化粧品店

お多福クリーニング店　エレナ北門店 島鉄タクシー 手打蕎麦屋　にこり ビジネスホテル千鳥・レストラン

お多福クリーニング店　本店 島原アミューズメントカフェズ てっぱん屋　待夢 ベビー子供服のビスケス

落水正商店　ＥＮＥＯＳ島原ＳＳ 島原お食事処　かもめ亭　-ＳＥＡＧＵＬＬ- 鉄板焼　てふてふ （有）必勝堂ビクトワール

おにぎり居酒屋　楽人 島原温泉　ゆとろぎの湯 手もみ屋匠-島原- ひまわり装飾　上の原店

お肉工房　梅桜亭 島原観光物産（有） 寺田歯科診療所 ひまわり装飾　畳工場

おもちゃのあおき 島原漁協（協） テルミ美容室 姫松屋　新町

お料理　まどか 島原こころのクリニック 天下の味処　ほうじゅう 美容室　フレッツ

か行（旧島原地区） （株）島原自動車学校 天神 （有）平田時計眼鏡店

島原市プレミアム付商品券取扱店　旧島原地区・旧有明地区（１１月３０日時点）



島原市プレミアム付商品券取扱店　旧島原地区・旧有明地区（１１月３０日時点）
平野鮮魚店 （株）ミッキーシューズ アート英会話＆翻訳サービス

ＨＩヒロセＯＫホーム＆ガーデン島原店 （有）むらさと 味美どり

備長炭焼き鳥　こうのとり ムラサト電器 アポロ興産　松尾営業所

ファミリーマート島原大下店 明月堂 ありあけコンタクト・メガネ

ファミリーマート島原城下町店 眼鏡市場　島原店 有限会社有明清掃

ファミリーマート島原弁天町店 メガネサロン山之内 有限会社有明タクシー

ファミリーマート島原本町店 メガネのヨネザワ　イオン島原店 いとう活カニ活魚センター

（株）福栄 メガネのヨネザワ島原店 伊藤鮮魚店

（資）福屋衣料店 メガネ本舗　島原店 井上商店

（株）藤田チェリー豆総本店　中組店 ＭＡＲＣＨＥＮ（メルヘン） 宇土自動車整備工場

（株）藤田チェリー豆総本店　本店 メンズショップ（有）美乃服装 ＳＳ　サン有明

藤田屋本家 モスバーガー島原店 お好焼「でいとす」

伏見屋食堂 本村精肉店 お食事処かあちゃん

フタタ島原店 本村石油店　杉谷給油所 片山商店

プチショップ　まつお 森島屋菓子舗 片山鮮魚店

ブティック はな や行（旧島原地区） からあげ舞豚

　普明庵 （株）矢加部商店 紅陵飯店

フリーマーケットアシベ　島原店 焼とり　なかがわ CoCotte（ココット）

プロマートみつい島原店 焼肉竹林外港店 小原商店

ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ｂａｓｅ＋ 焼肉竹林北門店 か行（旧有明地区）
ベストワーク島原店 焼肉館　ながた コメリハードアンドグリーン有明店

ポイントショップ島原井上 （有）山口園芸 さ行（旧有明地区）
ポエムタケモト菓舗 山口屋染物店　（てんげ堂） 写真にしかわ

ボスコ島原ＦＳ 山﨑酒店 シューフルール

ホームプラザ　ナフコ島原店 山崎本店酒造場 寿々園

ほっともっと駅前店 山下酒店 春夏秋冬

ほっともっと中央店 ヤマダデンキ島原店 寿司　居酒屋　いな佐

HOTELシーサイド島原 山之内時計宝石店 セブンイレブン島原有明湯江店

（株）ホテル南風楼 ユアーズくらもと セルフまいたけ

Ｂｏｎｈｅｕｒ（ボヌール） 遊食喫茶　水月 た行（旧有明地区）
ま行（旧島原地区） ユニオンスポーツ 玉乃舎　有明工場

前久一鍛冶工場 陽光寿司 中央薬局　有明店

（有）マエダ美容室　本店 洋服の青山　島原店 でんき屋きたもと株式会社

前中商店 横浜屋 ドラッグコスモス有明店

マキシム 吉川鮮魚店 な行（旧有明地区）
マザーランド 吉田パン 味処仲よし　花ざしき和香

松井老舗 よしだや は行（旧有明地区）
（株）マツオファーム 吉野屋菓子店 浜崎商店

マツザキデンキ ら行（旧島原地区） ファッションハウスなかつじ

松本鍼灸整骨院 ラーメンセンター駅前店 ファミリーマート雲仙グリーンロード有明店

（有）松本燃料店 ＬIXILリフォームショップ　星野建設　島原店 ファミリーマート島原有明店

（株）松本仏壇店　島原会館 リトルクルサ島原店 ふるさと物産館

（株）松本仏壇店　ポラリス リンガーハット島原店 ふれあいギフトのかねこ

（株）松本仏壇店　本社 レ・セント・ユー ボスコ湯江ＳＳ

松屋菓子舗 ローソン島原大手原町店 本多木蝋工業所

マルイチ葬祭 ローソン島原親和町店 ほんだ理容院　大三東駅前店

（株）丸栖商事 ローソン島原萩が丘二丁目店 ま行（旧有明地区）
丸善峰石油（株） 六兵衛 まつもと家具

マルタ食品 ロビン理容院 （株）松本仏壇店　有明会館

まるに　島原店 わ行（旧島原地区） 有限会社まるいしシェル

まるまるうどん島原店 Ｙショップ島原駅店 まるたか生鮮市場　有明店

Ｍａｒｕｍｉｙａ わいわい亭 ㈱丸政水産贈答品センター有明店

Ｍｉ-Ｃａｆｅ 若竹丸　島原店 まるまんソレハ店

ミスタードーナツ　イオン島原ショップ わかば写真館 もとよし食堂

ミスタータイヤマン森田 わかば屋クリーニング 森本酒店

（株）水本電器 渡辺酒店 や行（旧有明地区）
（株）光永商店 ワタナベ食堂 吉田酒店

ミネ化粧品店 割子庵 よしだ道具館

（有）美乃本店 （有）ワンダーランドＭＩＮＯ

みのり海産 あ行（旧有明地区）


