
加盟店は、各地区の50音順で掲載しております。 ※１０月２５日までの申込一覧

折口・脇本地区 晴海町・新町・栄町・琴平町地区
うずしお館 味亭　にぎわい スナック　せい子 あくねや
A cafe 味処　あまみ スナック　禅　－ＺＥＮ－ Café Soaproot
㈱大阪堂　マヨたこ本店 ARZU スナック　友子 喫茶　汐風
グラッチェ・マキ　あんこら 居酒屋　三り スナック　bon 太郎寿司
だいこんの花 居酒屋　凌 スナック　まんてん
ドライブイン潮騒 イワシビル スナック　酔恋慕 本町・浜町地区
日本料理まつき（旧 磯の味黒之瀬戸） うしわか スナック　蓮 たけみやラーメン
Happiness Cafe Spazio 宴庵 ちょっとばーとも ハモニカン
風木の花 M' コシュカ 手打うどん　味っこ
萬福飯店 宴会・仕出し・季節の会席　竹馬の友 Bar N 波留地区
めん処　親父 美味いとんかつ　かつ膳 パブ＆スナック　クイーン カラオケ・喫茶　かつら
麺処はし　脇本店 御食事処　海鮮料理　いらっしゃいませ ビジネスホテル　ロックスイン内　レストラン　バンブー

焼肉　たまや お食事のふるさと　十三 ペガサス 塩浜町・塩鶴町地区
カクテルバーそのだ ペンギン 食事処　皆楽

赤瀬川地区 キッチン雅 丸子亭 西洋料理　ヴァリエ
味彩ママちゃん KBno5 満天星 もどり箸
ABCパレス（ビアホール） 栄屋旅館「わさび亭」 みちのく
食事処　たんぽぽ サンエー寿し 港町Dining　まる 西目・大川地区
寿司まどか　阿久根店 シャン＄ めん処　ふくなが　港町店 クーパー　ミニ
天上の台所　ずっきゃん 酒楽串 麺処はし　市役所前店 Collina del Mare
ビジネスホテル　クアドーム内　レストラン　竹輪 酒楽房　てら子家 焼肉ひこさん 道の駅　阿久根
麺屋しげぞう　阿久根店 旬菜　こより Lily 寄り会い処　海畑
焼肉バイキング　ゴンザ ㈲しらゆき レストラン　ラ・ボンジョルネ より処“きてん”

スナック　アニバーサリー 和食処　まきや レストラン　望海
鶴川内・多田・山下地区 スナック　ｇｒａｓｓ

カフェ　ラ・メール スナック　サクセス
こむぎこはうす スナック　じゅんこ
そうめん流し　大野庵 スナック　スキャンダル
農園ガーデン空（ここマルシェ・テラスカフェ空）

大丸町・鶴見町・倉津・港町地区 波留地区
又間水産㈲ 勝美装

折口・脇本地区 赤瀬川地区 松島時計眼鏡店 ㈲上脇石油
阿久根シーパーク Ｊuｓｔ　Ｓｈｏｐ　てらち みなみ美容室 ギフト　たにぐち
阿久根石油㈱　さんぱちＱ給油所 シルバーショップ雅 宮田商店㈲ ㈲椎木水産
㈲阿久根農機 新花園 メガネの明視堂　大丸店 ＪＡ阿久根事業所
いきいき館 鍼灸三焦庵 ㈲本石材店 合同会社　大吉
池﨑呉服店 大尾モータース 森山写真館 西牟田自動車
石﨑商店 なぎさ生花店 ユアシセイドウ　ファン 丸尾理容
㈱石原造園 ㈲ひがさやま リゼ（LIZE） まるとく食品
海の家　あすなろ ビジネスホテル　クアドーム Midwifery助産院Umi
海の家サンフラワー ファミリーマート阿久根　赤瀬川店 晴海町・新町・栄町・琴平町地区 脇園健康鍼灸院
Ａコープ三笠店 ㈲福永食品 あくねや（売店）
㈲大野組 ㈱ホンダさつま　阿久根店 阿久根石油㈱　新町給油所 塩浜町・塩鶴町地区
大野自動車整備工場 ㈲まなべみかん園 石原商店 アーチデンキ阿久根
カーメイトはりま ㈱ヤマダデンキテックランド阿久根店 井手釣具店 ㈲阿久根　福田デンキ
梶尾自動車 ワイズガレージ 大田整骨院 ㈱阿久根プロパン
菓子工房いしはら 奥村畳店 アビーヘアー
坂上電器商会 鶴川内・多田・山下地区 鹿児島酒造㈱　黒瀬杜氏伝承蔵 エステティックサロンユキ
㈱さるがく水産 アキノ染色工芸 ㈲佐賀屋醸造店 エディオン神田電器
㈲三昌モータース 奥商店 第一交通㈱　阿久根営業所 ㈲倉田自動車整備工場
ＪＡ三笠事業所 カイロプラクティックＦＲＥＳＨ 武宮鮮魚店 幸進丸
篠原モータース 齊藤商店 鶴﨑美容室 ㈲公善社
Sweet美容室 そうめん流し　大野庵　売店 マルホせいうん水産㈱ 太助
㈱スーパーよしだ　脇本店 ㈲タカハラ ㈲まるや衣料店 ㈱はしコーポレーション
㈲セブンプラザ脇本店 知識自動車 港の直売所　ＨＡＲＶＥＳＴ ファミリーマート阿久根　波留店
釣具スーパーアオキ 枦オートサービス 三春堂菓子店 Perori café
デイハウスふたば脇本 わらべ工房 山口紙店 ポーラ化粧品　つばさ営業所
富浜書店 若松商店 ㈱ロックス（田原清掃）
七枝商店 大丸町・鶴見町・倉津・港町地区
㈱野﨑自動車 赤ちゃん堂 本町・浜町地区 西目・大川地区
㈱はしコーポレーション　ガソリンスタンド事業部　脇本サービスステーション 阿久根ガス㈱ 上野薬局 岩﨑酒店
㈲八郷金物店 ㈲阿久根清掃社 大平商店 岩下薬品
八郷精肉店 阿久根石油㈱　阿久根給油所 お茶の上野園 おいしい岩塩　梅研本舗
パナック光エース店 阿久根石油㈱　阿久根港給油所 ㈲川本商店 ㈲尾塚水産
馬場自動車整備工場 ㈾阿久根タクシー 上堀薬品 ㈲カワバタ商産
㈱ハヤミズ商会 衣料・寝具ヤマモト 玩具センター　たなか かわもと鍼灸マッサージ院
ヒロ薬品 イワシビル（売店） サカウエ しんばし食堂
ファミリーマート阿久根　北インター前店 いわた屋食肉店 塩屋ホステル 直産まるじゅ（農水産物直売所）　阿久根店

ファミリーマート阿久根　黒之浜店 牛ノ濱鍼灸院 ㈲タンソー音楽社 つけあげの「まるじゅ本舗」
ファミリーマート阿久根　脇本店 うに屋本店松岡㈱ つけあげの「まるこう」 ㈲てらち
ヘアーギャラリーＹＯＳＨＩＫＡＷＡ（理容𠮷川） ㈲榎田通信サービス 花昭 西野水道
ポテトハウス ㈱太田電機工業所 宝飾・時計・メガネ　遠矢 日通プロパン　川畑商店
㈲松﨑商店 オーリック阿久根店 ほっとわん ふるさと市場
松下フラワー カットスタジオα メガネの明視堂　本町店 松永青果
㈲牟田建設 倉津酒店 リビングかわしま 的場電工
山口たたみ店 倉津商店 まるじゅ本舗「道の駅店」
わたなべ　㈲ライフメンテ共栄 クリーニングショップ光 波留地区 ㈲マルフク川畑水産

栄屋旅館、ぼんたん湯 Ａコープあくね店 ローソン阿久根西目店
赤瀬川地区 ㈲書林 大石酒造㈱

アクネスポーツ 田上モータース ㈱大石電機設備工業
出水郡医師会広域医療センター内売店 ㈲土田金物店 大前モータース
癒美サロン　Ｊ・Ｈｏｕｓｅ ドコデン光
ＨＣＳ縁側 中村自動車整備工場
ABCパレス ㈲ひさご旅館
オートサービス阿久根 ビジネスホテル　ロックスイン
尾﨑塗装 日嗣屋菓子舗
㈲落産業 びーむす 脇 本 地 区
お宿　みどこい ㈲福崎印刷所
海連　酒蔵　阿久根店 ヘアーサロンたぶち
佐泻タイヤ工業所 ポーラ化粧品　クローバーショップ 大 丸 地 区
JET HAIR 阿久根店 北薩クリーニング 塩 鶴 地 区
ファッションセンター　しまむら　阿久根店 ㈲北薩ビルサービス
シモダ薬品 毎日乳業

ド ラ ッ グ ス ト ア モ リ 阿 久 根 店

大丸町・鶴見町・倉津・港町地区

阿久根市プレミアム付商品券の取扱店一覧

ディスカウント ドラッグ コスモス 阿久根店

タ イ ヨ ー 阿 久 根 店

赤 瀬 川 地 区

ディスカウント ドラッグ コスモス 脇本店
Ａ － Ｚ あ く ね

           及び           が使用できる店舗 飲食店専用 全店共通券 

           及び           が使用できる店舗 中小店専用券 全店共通券 

          のみが使用できる店舗（大型店） 全店共通券 


