
NO 事業所名 住所 TEL 業種 主な取扱品
1 ホープカラー益城現像所 広崎844 289-0358 サービス業 クリーニング・写真現像

益城病院　売店 馬水123 080-3901-0362 小売店 飲み物・弁当
2 軒々ラーメン 木山352 286-6106 飲食業 ラーメン・ホルモン煮込み・丼もの・餃子
3 キムチの里　商品センター 馬水167 286-7676 物販 倭播椒キムチ、聖護院大根、豆腐のみそ漬

4 美容室ドリーム 広崎389-2 286-7969 美容
ヘアーのカット・パーマ・毛染め・着付け・まつげパー
マ・まつ毛エクステ

5 おそうじ本舗上益城店 広崎1294-5 090-9566-9037 清掃業
エアコンクリーニング（家庭用・業務用）・水回りクリーニ
ング

6 Baｒber&BeautySalon髪美遊 宮園733-10 286-3390 理・美容業 理・美容院
7 ピザハウスアメリカン 木山289-18 286-2940 飲食店 ピザ

8 揚げもん屋さわ田 宮園406-1 240-2822 飲食業
鶏のから揚げ弁当・豚ヒレカツ弁当・チキン南蛮弁当・
ミックスフライ弁当

9 ヘアーサロン.チヒロ 安永796-6 090-9654-7736 理容 カット＆パーマなど
10 山口文具店 木山367 286-2068 小売業 中央小体操服・木山中体操服

11 ケアスペースmami 古閑42-31 365-3343
整体・マッサー
ジ・エステ

整体・マッサージ・エステ

12 森本石油 福富722-1 286-5152 ガソリンスタンド ガソリン
13 北野文具店 惣領1466-1 286-3749 小売業 体操服・帽子・学習帳・駄菓子
14 四季の味　山本屋 安永617-3 286-2017 飲食業 和食・寿司
15 アトリエYurika 広崎1689-95 090-5028-8510 花屋 フラワー雑貨

16 のぐち酒屋 広崎904 286-2242
酒類販売・飲食
業

酒類・食品

17 レストラン葡萄館 宮園754-1 289-7400 飲食業 ランチ・オムライス・パスタ等
18 リラッ熊整体院 安永825-25 285-8881 整体業 130分コース・150分コース
19 フラワーガーデンあすなろ社 広崎815-4 286-7309 生花販売 生花・苗・ドライフラワー
20 阿蘇熊本空港ホテルエミナース 田原2071-1 286-1111 ホテル業 飲食及び売店商品
21 ミモザ 広崎528-10 289-2363 飲食・小売 ランチ・カフェ・テイクアウト・雑貨
22 芋屋長兵衛 小谷1316-1 286-4016 農業、製造業 さつま芋加工品

23 よかもんね！ましき 宮園721-3 287-8000
スーパーマー
ケット

加工食品・生鮮品

24 (有)オリーブ企画
安永783-15野原
コーポ2F

289-0001 訪問介護 介護タクシー・福祉タクシーメーター料金

25 居酒屋誠翔
惣領1445-6レジデ
ンス益城F5

289-3010 飲食業 酒類・刺身・焼とり・一品料理
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26 きやま食堂・カギのなかしま 木山367-2 090-4775-6313 食堂・合鍵 食堂・定食・錠前
27 輸送団地給油所 古閑134-22 286-8631 ガソリンスタンド ガソリン・軽油・灯油
28 金澤化粧品店 宮園414 286-2011 小売業 コーセー化粧品・資生堂化粧品

29 (有)坂本製油 砥川2755-1-1 286-6504
食用油脂製造
業

純なたね油・しらしめ油・純ごま油

30 栗永畳店 宮園536-1 286-2314 畳製造 畳全般
31 Green tea.Lab 小谷47 286-5566 サービス業 緑茶
32 坂本商店 平田1026-1 286-7360 一般小売業 酒・食品・たばこ
33 田崎商店 小池1611-1 288-8437 小売業 酒・たばこ・菓子・飲料水・切手
34 宇土自動車整備工場 小谷253-1 286-1470 自動車整備業 自動車・点検・修理・車検
35 (有)光洋タクシー 安永732-1 286-2511 タクシー業 タクシー

36 九ちゃん万十 木山352 286-9525
菓子製造小売
業

ソーダ万十・市だご・米万十

37 MONKEY 惣領1435-7 090-9594-0540 飲食店 軽食・ドリンク・アルコール類
38 坂田自動車 安永653-3 286-1955 車 中古車販売・車検・整備
39 風雅益城店 広崎904 289-6006 菓子小売業 海苔菓子・佃煮・ドレッシング・いきなり団子等
40 和食・いけす　舟仙 宮園724-14 286-0411 飲食店 活魚・一品料理
41 家族風酒肴の店　赤ちょうちん 木山375-1 090-3736-9083 飲食店 一品料理・アルコール・ソフトドリンク

42 モーターサイクルショップ　カズ 広崎895-2 287-2300
バイク販売・整
備

2輪オートバイ・新車・中古車（ホンダ・ヤマハ・スズキ
車）

43 茶囲夢 馬水660-1 286-3936 飲食業 お好み焼・そば焼・モダン焼
44 焼肉もりかわ 田原214-4 286-6813 飲食業 焼肉
45 西本印刷 宮園564-2 286-4151 印刷 各種印刷物

46 デイリーヤマザキ益城辻の城店 木山字上辻712-1 289-0560
コンビニエンス
ストア

食品・日用雑貨・他

47 ㈱ジェイ・ディー 惣領1037 286-2213
マット・モップレ
ンタル業

熊本ギョーザ

48 串焼き松竹 木山352 289-1777 飲食店 焼鳥・アルコール
49 TENT 惣領1607-7 200-2660 小売 子供服・大人服・雑貨・アクセサリー
50 中津からあげ大吉津森店 田原121 090-8663-5216 飲食業 からあげ
51 美容室　ヘアーサロン.テンズ 宮園709-5 286-2810 美容業 ヘアケア商品
52 ヘアーサロン.もりかわ 惣領1563-4 080-1539-0121 理容業 カット・顔そり

53 セブンイレブン安永店 安永621番1 286-5860
コンビニエンス
ストア

弁当・お菓子・雑貨・酒・タバコ・本　他
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54 セブンイレブン広安小入口店 惣領1592-2 289-3456
コンビニエンス
ストア

弁当・お菓子・雑貨・酒・タバコ・本　他

55
セブンイレブン益城総合運動公園
前店

寺迫42-8 286-7787
コンビニエンス
ストア

弁当・お菓子・雑貨・酒・タバコ・本　他

56 セブンイレブン砥川店 砥川1896 289-5775
コンビニエンス
ストア

弁当・お菓子・雑貨・酒・タバコ・本　他

57 セブンイレブン福富店 福富740-18 289-1511
コンビニエンス
ストア

弁当・お菓子・雑貨・酒・タバコ・本　他

58 セブンイレブン宮園店 宮園757-1 286-6446
コンビニエンス
ストア

弁当・お菓子・雑貨・酒・タバコ・本　他

59 (有)山中自動車工業 広崎1176-2 286-3711 自動車整備業 車検・修理等
60 ヘアーサロン守嶋 木山370-1 286-2317 理容業 理容全般

61
益城ファーマーズヴィレッジ・ファム
（マーケットのみ）

宮園804-1 200-7263 小売店
野菜・加工品・食料品
※併設のレストランでは使用不可

62 岡本商店（益城プリン） 木山284-10 286-6591 小売業 プリン・駄菓子
63 吉本商店 宮園709-3 286-2131 青果物・販売業 青果・食品全般
64 福永ガラス店 木山377 286-2266 ガラス、サッシ、エクステリア
65 土田鮮魚 宮園709-3 287-2500 小売 鮮魚・鮮肉・惣菜

66 スーパーキッド益城店 木山409-4 286-0027
ディスカウント・
スーパー

食品・一般生活用品・家電・生産者直売・デイリー

67 農園カフェ　マイトリー 下陣734-1 090-4349-5254 飲食店 スープカレー
68 吉山商店 木山405-1 289-2200 食料品小売 からあげ・お弁当・食料品販売
69 ぴかいちデンキ 赤井1351 090-3661-0778 家電販売 家電品
70 ヘアーデザイン　ユッチ 惣領1503-3 286-2966 美容室 美容室

71 倉本園芸 安永617-3 286-4285 生花販売業
生花・鉢花・洋蘭・観葉植物・用土・肥料・農薬・園芸用
品他ギフト商品

72 東文堂 宮園541-4 286-1530 小売店 文具・印鑑・体操服
73 熊本ゼミナール益城校 福富810-6 287-8211 学習塾 授業（月謝）
74 ドラッグコスモス益城店 馬水716 289-2116 ドラッグストア 食品・薬・雑貨
75 ドラッグコスモス惣領店 惣領1171-2 287-8077 ドラッグストア 食品・薬・雑貨

76 軽食・喫茶「風のテラス」 馬水123 286-3611
軽食・喫茶「風
のテラス」

食事（セットメニュー・単品メニュー・飲み物）パン販売

77 福祉用具事業所　アンド 惣領1458番地5 285-4625 福祉用具 介護用品（靴・杖・オムツ・入浴用品等）
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78 鉄板焼　なかや 惣領1445-6 080-8565-0503 飲食業
益城福光焼きそば・ソース焼きそば・塩焼きそば・富士
宮焼きそば・関西風お好み焼き・広島風お好み焼き・他
一品料理

79 アタックス益城店 惣領1415 289-3061
ディスカウントス
トア

食品・雑貨

80
(有)田中屋スーパーキッド益城店
（チャレンジャー）

木山409番-4 287-5067 酒店 酒・ビール・ウイスキー・缶酎ハイ他

81 スタジオW 福富804-1 080-5260-0989
アロマ教室・ダ
ンス・ヨガ教室

アロマ基材・精油

82 一休本舗　益城店 馬水野添716 286-2523
和菓子製造販
売業

甘酒万十・イキナリ団子・赤飯・餅

83 雀暮林 惣領1445-6 286-9124 飲食店 焼鳥・馬刺
84 やきとり和 惣領1079 289-7656 小売・飲食店 焼鳥・唐揚げ
85 ヘアファクトリー　ドミニカ 木山377-4-101 286-1378 美容業 美容院
86 友田整体院　和和（にこにこ） 田原192-6 090-1512-0952 整体 整体

87
メナードフェイシャルサロン　ビアン
カガーデン

木山377-4 エステティック 化粧品・健康食品

88
益城支所購買課・益城セルフSS・広
安セルフSS・津森SS

木山260-1 286-8989 総合 生産資材・生活物資・油類

89 ファミリーマート益城宮園店 宮園721-7 287-8033 小売業 食品・日用雑貨
90 サラダ館益城町店 惣領1429-6 289-3181 ギフトショップ タオル・洗剤・食品

91
よかよかうまかかみましき　とれた
て市場益城店

木山260-1 286-1147 直売所 生鮮食品・加工品



NO 事業所名 住所 TEL 業種 主な取扱品
※商品券の利用対象にならないもの
 ① 出資や債務の支払（税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等）
 ② 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
 ③ たばこ事業法（昭和59年法律第68号）第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
 ④ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達
⑤ 土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料（一時預かりを除く）等の不動産に係る支払い
 ⑥ 現金との換金、金融機関への預け入れ
 ⑥ 特定の宗教、政治団体と係るものや公序良俗に反するもの
 ⑦ 当該商品券の交換または売買

 ※　本紙は、令和3年9月8日までに取扱店の承認をした事業者の情報を掲載しています
        今後も、取扱店事業所がありましたら、不定期で更新いたします。
 　　　なお、取扱店内容に誤りがありましたらお詫び申し上げますとともに、益城町商工会（286-2551）へご一報お願いします。


