
2020/11/25現在

№ 屋号･店名 № 屋号･店名 取扱商品・サービス

1 ㈱竹山商事 31 アリーナ東熊本㈱ 自動車販売・整備

2 トータルケアサロン ヘルティー 32 (有)後藤鈑金塗装工場 自動車修理・鈑金塗装・車検他

3 魚亭こんぴら 33 ㈱モイスティーヌ・エンジェル 美容器・基礎化粧品販売

4 煎匠そのや　(有)そのや 34 メガネのトゥーワン　三郎店 メガネ・コンタクト・補聴器販売

5 スターテニススクール (有)STAR 35 (有)中橋石油 ガソリン、軽油他

6 ㈱本山タクシー 36 (有)アートイノベーション
映像制作・リモート会議機材レンタ
ル他

7 (有)中和産業 37 天萬堂 おはぎ・いきなり団子･焼き餅他

8 東洋機材㈱ 38 (有)熊飽車体 車の点検･整備・鈑金・車検

9 イッシンｉｓパール（合同） 39 ㈱熊飽自動車
ガソリン、油脂販売、車両販売・車
検・部品販売

10 メンズヘアーM 40 (有)松村興産　長嶺給油所 ガソリン販売

11 ぶんぐのつる 41 ㈱アワックス
ＴＯＴＯ・ＬＩＸＩＬカクダイの水
栓・シャワー付トイレ取替工事

12 旬魚菜華 ふる巣　㈱中道 42 淡路機材㈱ 水道機器関連・卸小売

13 セブンイレブン熊本長嶺小前店 43 味千ラーメン空港店・(有)松野商店 ラーメン

14 セブンイレブン熊本小山４丁目店 44 火の国ハイツ 宿泊・宴会・レストラン・売店

15 居酒屋　八反田銀蔵 45 つたやクリーニング クリーニング

16 山本商店 46 エンジ珈琲 珈琲・珈琲豆販売・軽食

17 峰寿司本店　㈱峰寿司 47 花蕾 居酒屋・魚介・海鮮料理

18 ２４Service㈱ 48 だいこん亭 和食のお店

19 タケモトデンキ㈱ 49 (有)パレメルヴェイユ 洋菓子製造販売

20 味千拉麺 東バイパス店･重光産業㈱ 50 Little　Garden レストラン

21 ㈱託麻観光 51 花清
仕出し(弁当・寿司･鉢盛・会席等、
店内飲食

22 神園山荘 52 ピースフル優祐悠　㈱三祐
レストラン・宴会場を備えた温浴施設、
マッサージ・あかすりエステあり

23 ㈱モイスティーヌティアラ龍田店・上通店 53 藤ひろ菓舗 和菓子製造販売

24 ビューティショップ　アップル 54 マドレーヌ洋菓子店 洋菓子店・ケーキ・焼き菓子

25 栄蘭亭 55 Luana Bus CAFFE 定食・テイクアウト･弁当配達

26 hairlab-penna-penna(ﾍｱﾗﾎﾞ ﾍﾟﾝﾅ・ﾍﾟﾝﾅ) 56 辻商店 酒･米・タバコ･駄菓子

27 BREWERY KAEN ㈱ダイヤモンドブルーイング 57 エディオン熊本本店 家電販売

28 ジョンブルアンティーク (有)ジョンブル貿易 58 電気プラザ　ほんだ 家電販売

29 フジイの唐あげ長嶺店　 ㈱藤達 59 託麻薬房 医薬品(漢方薬）･健康食品販売

30 (有)園田商事 60 いのもと酒店
酒類小売・全国選りすぐりの日本
酒・焼酎･ワイン販売

理容業

文具、事務用品販売

居酒屋

お酒、食料品、飲料水

英国デンマーク家具、雑貨、直接輸入
販売

鶏の唐あげ販売・テイクアウト専門店

寿司・和食（店内・出前・テイクアウ
ト）

設備.建築

空気清浄機.空間除菌脱臭機・水素吸
引機

ラーメン

託麻プレミアム商品券取扱店一覧（申込順）

●熊本市託麻商工会　電話：096-380-0014

〒861-8038　熊本市東区長嶺東7丁目９－８

取扱商品・サービス

武道用品販売

エステティックサロン・リラクゼー
ションサロン

居酒屋・アルコール類・一品料理

手焼きせんべい

テニススクール・テニス用品販売・英
会話スクール

タクシー業

白蟻駆除、予防工事

住設機器･家電製品

真珠製品

コンビニ

コンビニ

居酒屋・アルコール･料理

畳、ふすま、障子・アミ戸他

貸切バス、タクシー、

宿泊業

有効期限

令和２年１１月１８日（水）～令和３年１月１５日（金）まで

有効期限を過ぎたものは使用不可

【ご使用にあたって】

1.この商品券は「託麻プレミアム商品券」取扱店の商品・役務の支払いに使用できます。

2.酒券・ビール券・プリペイドカード等の商品券、切手・印紙・官製はがき、税金・電気代

などの公共料金等の支払い、出資や債務の支払い、仕入等の事業資金には使用できません。

3.この商品券は現金とお引換いたしません。また「お釣り」は出ません。

4.この商品券に発行者印、番号のないものは無効です。

5.この商品券の盗難、紛失等又は滅失等について、発行者はその責めを負いません。

6.この「託麻プレミアム商品券」の発行の事業実施者は「熊本市託麻商工会」

「託麻西南繁栄会」「託麻北繁栄会」の３団体です。

7.ご使用にあたってご不明な点は、熊本市託麻商工会にご連絡下さい。

化粧品

化粧品・エステ

中国料理

美容室、美容業

飲食の提供、瓶ビールの販売
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№ 屋号･店名 № 屋号･店名 取扱商品・サービス

託麻プレミアム商品券取扱店一覧（申込順）
取扱商品・サービス

61 中国料理と球磨焼酎のお店　一里河来 93 HAIR　DESIGN　ｉｉne 美容

62 小平植木 94 居酒屋　８番　 焼鳥・一品料理

63 お料理　つくし 95 アースランド観光 旅行業

64 けむり家　味世 96 CLEAN LIGHT(クリーン　ライト） 家事代行・ハウスクリーニング

65 ふくみ美容室 97 ㈱松ノ屋本店 いきなり団子他製造販売

66 vegetable garden popeyeポパイ　 98 御食事処　ながい 御食事処

67 ドラキン産業㈱ 99 ロッキースーパーストア御領店 野菜・精肉・鮮魚・惣菜他

68 ビアパブ・Ｏｉｓｅau(オワゾ）直営店 100 （有）クリーニングショップコイデ クリーニング業

69 熊本クラフトビール(有) 101 十割そば太郎 十割そば・定食等

70 ゆめタウンサンピアン専門店会※ 102 松井商店 野菜・果物の販売

71 ㈱イズミ・ゆめタウンサンピアン(直営) 103 たたみライフ吉拓 畳・襖・網戸製造販売

72 アート住設リフォーム・大木住工 104 ㈱和光スタンプ 印刷・はんこ

73 スーパーみやはら　　㈱みやはら 105 御領開発㈱ 不動産取引

74 いけす料理とらや　(有)村田商事 106 よっちゃん　極・からあげ からあげ・弁当等

75 ティーシャツワールド　　　(有)ヨーク 107 石坂酒店 酒・塩・おかし・ごみ袋等

76 DCMダイキ東バイパス店 108 スエナガ車体工業 自動車整備・鈑金･車検

77 やきとり金五 109 美容室　ＰＨＩＮ 美容業・化粧品販売

78 hairmake GARDEN 110 くりの実カフェ
オムライス･ビーフシチュウ・グリー
ンカレー

79 濱かつ熊本龍田店 111 味千ラーメン国体通り店 ラーメン

80 ㈱創食くらぶ 112 グラティチュード
フェイシャル・ボディ.ネイル・マツ
毛パーマ･化粧品他

81 花咲小町 113 モイスティーヌサロン・フルール
基礎化粧品・スキンコンディショ
ナー

82 ちっちの唐揚げ/おかんのホルモン　(有)さるわたり 114 居酒屋　元 居酒屋･刺身･焼鳥他

83 ナイトロビーしずか 115 ねむの木 居酒屋

84 (有)カトレヤ洋菓子店 116 ㈱電気プラザなんば 家電商品

85 味千食堂 御領店 117 Ｎｉｎｏｎ.
まつ毛エクステ・まつ毛パーマサロ
ン

86 幸食美酒　芳之字 118 アーチ オブ ヘア クマモト
美容業・理容業.カット・カラー・
パーマ他

87 森永畳店 119 クイーンズヘナ　静 ヘナ

88 (有)ドリームオートガレージ 120 オートメッセ城東新車館　　㈱住永企業 自動車・部品販売、整備

89 (有)太平不動産 121 (有)アール オートバイ･販売･整備

90 仕出し　赤鉾 122 アビリティ・サロン エステ

91 焼肉　千盛 123 焼肉ホルモン口福 焼肉店

92
九州筑豊ラーメン 山小屋
ミスターマックス熊本ＩＣ店

124 ｒｉｃｏｚｏ. 美容室・ネイルサロン

№ 屋号･店名 № 屋号･店名

1 A'ju（アージュ） 26 ミスタードーナツ
2 AMOR 27 ラパックスワールド
3 ウーノ・ピュー 28 ing by HIRO
4 エステール 29 シーナ
5 KiNu 30 ハニーズ
6 ココカラファイン 31 Mac-House
7 31アイスクリーム 32 ManisAnak
8 サンエトワール 33 メガネのヨネザワ
9 庄屋 34 ＡＢＣマート

10 ポッポおじさんの塩から揚げ 35 おむらいす亭
11 新宿とんかつさぼてん 36 キャンパス
12 タイムタイム 37 ここ・りらく
13 天龍 38 スタジオアリス
14 竹翠園 39 ダイソー
15 花ゆき 40 駄菓子やちゃりんこ
16 サイゼリヤ 41 たこ一番
17 ハビタ 42 あそびパーク
18 肥後屋たいやき堂 43 ハウスオブローゼ
19 不二家 44 はなまるうどん
20 ホワイト急便 45 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ｷﾙﾝ 　MEMO
21 舞＆舞 46 マイまくら
22 マクドナルド 47 明林堂書店
23 まりこの部屋 48 メガネのAlice
24 ジェラフル 49 ラピュアネイル
25 コンラッド 50 リンガーハット

51 大谷楽器

ディスカウントドラッグ コスモス
託麻南店

医薬品･化粧品・食料品他

134 マルショク長嶺店 食料品全般

126 鶴屋フーディワン御領店

黒毛和牛専門焼肉店

エビのチリソース、マーボー豆腐、テ
イクアウトもできます

植木

居酒屋

焼肉･ホルモン･アルコール

パーマ・毛染め･カット・着付

野菜・果物

内装工事（カーテン・ブラインド･
ロールスクリーン他

飲食及びビンビール販売(直営店）

ビンビール販売(製造工場）

ショッピングセンター専門店

ショッピングセンター

水廻り修理他

食料品小売･青果・精肉･鮮魚･惣菜他

天草の活魚・伊勢えびを刺身･寿司で

ｵﾘｼﾞﾅﾙプリントウエア等

ＤＩＹ関連･日用雑貨･園芸他

串焼き全般

美容

とんかつ専門店・テイクアウトあり

和食・かごしま黒豚･茶美豚しゃぶし
やぶ・いけ巣料理
花に関するギフト商品全般・ガーデニ
ング･植栽

ちっちの唐揚げ・おかんのホルモン

スナック

洋菓子製造販売

味千ラーメン･ホルモン等の店内飲
食、テイクアウト

居酒屋

畳・襖・網戸・障子等張替え

自動車販売・オイル交換・タイヤ交換

スーパーマーケット（生鮮品・加工
食品･;酒類・たばこ）

127 ダイレックス熊本店 食料品･雑貨･衣料・家電他

不動産取引

仕出し･宴会

ゆめタウンサンピアン専門店会※

ラーメン他

125 魚屋さんの台所 居酒屋

133
ディスカウントドラッグ コスモス
長嶺南店

医薬品･化粧品・食料品他

128 Hair　Salon　Hachi カット・カラー・パーマ

129 スーパー・キッド託麻店 食料品･雑貨･衣料・家電他

130 ローソン熊本御領五丁目店 コンビニ

131 (有)宝泉閣 中華・和食・洋食

132
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