
NO チラシ掲載名
住　所

（店舗所在地）
TEL 業　種 主な取扱品 営業時間 定休日

1 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・雑貨 9：00-18：30 1/1-1/5

2 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

9：00-22：00 元日

3 熊交観光タクシー 広崎789 286-1123 タクシー業 タクシー 24時間 -

4 ピザハウスアメリカン 木山289-18 286-2940 飲食店 ピザ 10：00-20：00 -

5 合同会社　木育工房 古閑107-22 201-3153
木工品製造・販
売

木製うんてい、木のおもちゃ、
積み木

8：45-18：00 土日・祝日

6 芋屋長兵衛 小谷1316-1 286-4016
農業、菓子製造
業

熊本いきなり団子 9：00-17：00 年末年始

7 ヘアーサロン.チヒロ 安永796-6 090-9654-7736 理容 カット 8：00-19：00 月曜日

8 たなか畜産益城店 宮園599-1 285-6888 飲食店 焼肉
11：00-22：00

ランチ：11：00-15：30
ディナー17：00-22：00

不定休

9 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

9：00-19：00
第1日曜・
毎週月曜

10
(有)タケックス
by hand made and selectshop aliy

小谷1331-1 287-8133
ハンドメイド　竹
工芸品　雑貨

アクセサリー雑貨　竹工芸品
籐　バスケット

9：00-17：00
不定休・
要問合せ

11 福永ガラス店 木山377 286-2266 ガラス、サッシ、エクステリア 8：00-19：00 日曜日

12 やきとり和 惣領982-1 289-7656 飲食業 やきとり、揚げ物、居酒屋 16：00-21：00 火曜日

13 キムチの里　商品センター 馬水167 286-7676 物販
和播椒キムチ、聖護院大根、
豆腐のみそ漬

9：00-17：00 不定休

14 戸島屋 木山405-1-5 090-3071-8331
模型・木山中学
カバン・ドローン

木山中学通学カバン・ラジコン
模型・ドローン

10：00-17：00 不定休

15 ローソン益城惣領店 惣領1182-1 289-5855 コンビニ 食品 24時間 -

16 エコリサイクル101 馬水5 221-8085 中古品販売 家電品と厨房用品 9：00-17：00 日曜日

17 北野文具店 惣領1466-1 286-3749 小売業
体操服・黄色帽子・学習帳・
駄菓子

7：30-18：00 不定休

18 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・りんどうポーク
トンカツ弁当・麻婆豆腐・チキン南
蛮弁当・豚ホルモンの味噌煮込み

11：30-14：00
16：00-18：30

日曜日・
祝日の午後の部

19 軒々ラーメン 木山352 286-6106 飲食業 ラーメン
11：00-14：30
17：00-1930

毎週木曜日

20 アトリエYurika 広崎1689-95 090-5028-8510 花屋
オーストラリアプリザードフラ
ワー＆ドライフラワーなど

10：00-18：00 月曜日・その他

21 東文堂
木山　いくばい笑
店街

286-1530
文具・印鑑・体
操服

ノート・ペン・体操服ほか 9：00-18：00 日曜日・祝日

22 サラダ館益城町店 惣領1429-6 289-3181 ギフトショップ 食品・洗剤・タオル 10：00-18：00 日曜日

23
酒ディスカウント
　チャレンジャー益城店

木山409-4
スーパーキッド横

287-5067 酒小売業 ビール・焼酎・酒 9：00-21：00 元日

24 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・
カレー・コーヒー・アルコール

11：30-22：00 日曜日

25 焼肉もりかわ 田原214-4 286-6813 飲食業 焼肉商材・アルコール・その他 17：00-23：00
火曜日(月or水

に変更あり)

26
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 6：00-22：00 無し

27 田崎商店 小池1611-1 288-8437 小売業 食品・雑貨・飲料水・酒 7：00-20：00
第一・第三

日曜日

28 風雅益城店 広崎904 289-6006
海苔菓子及び
加工海苔の小売業

海苔菓子「風雅巻き」・加工海
苔・ふりかけ・佃煮

9：30-18：30 -
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（店舗所在地）
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29 (有)トラベルアシスト熊本 平田2328-6 287-1777
旅行業・
駐車場業

旅行・航空券・空港駐車場
（旅行）

10：00-18：00
(旅行)

日・祭日

30 ドラッグコスモス益城店 馬水716-1 289-2116 小売業
医薬品・化粧品・食品・雑貨・
酒

10：00-21：00 元日

31 ドラッグコスモス惣領店 惣領1171-2 287-8077 小売業
医薬品・化粧品・食品・雑貨・
酒

10：00-21：00 元日

32 茶囲夢 馬水660-1 286-3936 飲食業 お好み焼・そば焼 11：30-19：00 月・火曜日

33 caféマートル 広崎583-4 234-7489
小売・
講習会事業

万能酵母液材料・液体石けん・
ローション・5本指シューズ

10：00-15：00 日・水・土・祝日

34
JAかみましき
　とれたて市場　益城店

木山260-1 287-1147 農産物直売所 米・野菜・果実・加工品等 9：00-17：30 12/31-1/5

35 吉田自動車 広崎658-5 285-6200
自動車販売・
買取・整備

自動車・バイク 9：30-18：00 日曜日・祝祭日

36 倉本園芸 安永617-3 286-4285 生花販売業
生花・花束・アレンジメント・生花ス
タンド・花苗・花鉢・胡蝶ラン・観葉
植物等ギフト商品

9：00-19：00 不定休

37 ぴかいちデンキ 赤井1351 090-3661-0778 家電販売
家電・太陽光発電・蓄電池・
修理

9：00-17：00 日・祝

38 九ちゃんまんじゅう 木山352 286-9525 菓子製造業 まんじゅう
　9：00-
　　売り切れまで

毎週月曜・
毎月第3日曜

39 中津からあげ大吉津森店 田原280 090-8663-5216 飲食業 からあげ
11：00-13：30
16：00-18：30

水曜日

40 よかもんね益城店 宮園721-3 287-8000
生鮮食料
スーパー

食料品 9：30-20：00 元日のみ

41 益城ファム 宮園804-1 200-7263 外食業・小売業 乳製品・加工肉食品 10：00-18：00 火曜日

42 スタジオW　ダンスサイト・リー 福富804-1 080-5260-0989
キッズダンス・
ヨガ教室

キッズダンス・ヨガ・
メディカルアロマ・健康体操

10：30-21：00 第2・4日曜日

43 ヘアーサロン.テンズ 宮園709-5 286-2810 美容業 ヘアケア商品 9：00-19：00

44
熊本エアポートサービス
　あそーら　ゲート店

小谷1802-2 232-2442 小売業 お土産菓子 6：30-20：30 無し

45
熊本エアポートサービス
　あそーら　サテライト店

小谷1802-2 232-2442 小売業 お土産菓子 6：30-20：30 無し

46 タリーズコーヒー熊本空港店 小谷1802-2 232-2442 飲食業 喫茶　コーヒー他 6：30-20：30 無し

47 お菓子の香梅熊本空港店 小谷1802-2 232-2442 小売業 お土産菓子 6：30-20：30 無し

48 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

9：30-18：00 不定休

49 TENT 惣領1607-7 200-2660 小売 子供服・大人服・雑貨など 11：00-15：00 木

50 熊本ゼミナール益城校 福富810-6 287-8211 学習塾 授業 14：00-22：30 日・月

51 株式会社　弘プラン 広崎491-1 282-8763 介護事業
デイサービス・居宅介護支援事業
所・訪問看護ステーション

8：30-17：30 日曜日
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52 ドラゴンキッチン益城本店 広崎1695-4 360-5851 飲食店 中華料理 11：30-22：30 無し

53 ミモザ 広崎528-10 289-2363 飲食・小売 雑貨・サンドイッチ・ドリンク 11：00-17：00
火曜日・
不定休

54 Greentea.Lab 小谷47 286-5566 緑茶販売・飲食 緑茶・甘未・菓子 10：00-17：00
火曜日・

第3日曜日

55
上益城農業協同組合
  益城セルフ給油所

木山260-1 286-3110 ガソリンスタンド 燃料 7：00-20：00 年末年始

≪令和２年１２月２５日以降の登録店≫
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56 上益城農業協同組合益城購買 木山260-1 286-8989
農業資材の購
買

肥料・農薬・資材・食品 8：30-17：00
土日当番対応・

年末年始

57
上益城農業協同組合
  広安セルフ給油所

惣領1505-1 286-5311 ガソリンスタンド 燃料 7：00-20：00 年末年始

58
阿蘇熊本空港ホテル
　　　　　　　　　　エミナース

田原2071-1 286-1111
飲食業
その他（温泉・売店） 温泉・食堂・物販 10：00-21：00 無し

59
セブンイレブン
益城惣領店

惣領1415-7 289-3139 コンビニエンスストア 食料品・ドリンク・酒等 24時間 無し

60
セブンイレブン
総合運動公園前店

寺迫42-8 289-3139 コンビニエンスストア 食料品・ドリンク・酒等 24時間 無し

61
セブンイレブン
砥川店

砥川1896 289-3139 コンビニエンスストア 食料品・ドリンク・酒等 24時間 無し

62
セブンイレブン
福富店

古閑740-18 289-3139 コンビニエンスストア 食料品・ドリンク・酒等 24時間 無し

63
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 食料品・ドリンク・酒等 24時間 無し

64
セブンイレブン
益城宮園店

宮園757-1 289-3456 コンビニエンスストア 食料品・ドリンク・酒等 24時間 無し

65 串焼き松竹 木山352 289-1777 飲食店
串焼き（鳥・牛・馬・豚・魚介・
野菜）アルコール

17：00-2：00 月曜日

66
コミュニティースペース
NOGUCHI

広崎904 286-2242 飲食業 食品 18：00-24：00 月・火曜日

67 ホープカラー益城現像所 広崎844 289-0362
写真全般・クリーニン
グ受付

写真・クリーニング・切手類・
印鑑

9：00-18：00 火・木曜日

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

　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。

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

※令和3年1月15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。

※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


