
1月5日現在

宿泊施設 住所 電話番号 クーポン種別 業種

山鹿温泉　清流荘 山鹿市山鹿1768 0968-43-2101 紙・電子 21.その他

富士ホテル 山鹿市昭和町506 0968-43-4341 紙・電子 21.その他

OYO旅館　山鹿温泉　湯宿湶 山鹿市泉町211-2 0968-43-2708 紙 21.その他

熊本旬彩の宿　ゆとりろ山鹿 山鹿市宗方通702 0968-43-8111 紙・電子 21.その他

山鹿温泉　寿三 山鹿市山鹿1645 0968-44-6121 紙 21.その他

サンパレス松坂 山鹿市山鹿1104 0968-43-3083 紙・電子 21.その他

ビジネス新青山荘 山鹿市新町104 0968-44-0076 紙 21.その他

山鹿温泉旅館巳喜 山鹿市山鹿1838 0968-43-5178 紙 21.その他

朝日屋旅館 山鹿市熊入町73 0968-43-2565 紙 21.その他

山鹿温泉　眺山庭 山鹿市志々岐2508 0968-44-7712 紙 21.その他

旅館せと乃湯 山鹿市平山5621-2 0968-43-7811 紙 21.その他

奥山鹿温泉旅館 山鹿市平山235 0968-44-0588 紙・電子 21.その他

旅館・家族湯　いまむら 山鹿市平山4156 0968-43-8821 紙・電子 21.その他

旅館　善屋 山鹿市平山432 0968-44-1147 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

山懐の宿　一木一草 山鹿市平山4995-1 0968-43-1013 紙・電子 21.その他

ほたるの長屋 山鹿市平山5206-7 0968-48-1222 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

平山温泉上田屋 山鹿市平山5469-1 0968-43-0600 紙・電子 21.その他

平山温泉　とうふ屋やまと 山鹿市平山211 0968-43-8255 紙・電子 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

湯山別荘たいち 山鹿市平山516-1 0968-44-1202 紙 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

湯の蔵 山鹿市平山5255-2 0968-43-4165 紙・電子 3.小売（お土産等）

恵温泉旅館 山鹿市菊鹿町池永105-1 0968-48-3538 紙 21.その他

里山の隠れ宿　花富亭 山鹿市菊鹿町池永177 0968-48-3141 紙 21.その他

家族湯・日帰り温泉 住所 電話番号 クーポン種別 業種

山鹿市さくら湯 山鹿市山鹿1-1 0968-43-0111 紙 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

家族温泉　湯の川 山鹿市小群327 0968-44-5419 紙・電子 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

フローラ 山鹿市平山5235 0968-44-5888 紙・電子 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

華の番台 山鹿市平山陣の内4998 0968-44-0887 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

道の駅水辺プラザかもと「湯花里」 山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1126 紙・電子 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

道の駅水辺プラザかもと「きなっせ」 山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1132 紙・電子 21.その他

体験型アクティビティ・観光施設 住所 電話番号 クーポン種別 業種

アンティーク着物レンタルの柏屋 山鹿市山鹿1469-2 050-3707-1515 紙・電子 14.体験型アクティビティ

八千代座 山鹿市山鹿1499 0968-44-4004 紙 18.劇場、観覧場、映画館、演劇場

山鹿灯籠民芸館 山鹿市山鹿1606-2 0968-43-1152 紙 19.文化施設（美術館､博物館等）

鹿北ゴルフ倶楽部 山鹿市鹿北町岩野1259-2 0968-32-3888 紙 21.その他

KAOゴルフ俱楽部 山鹿市鹿央町仁王堂837 0968-36-3773 紙 16.スポーツ

癒しの森ゆ～かむ 山鹿市鹿北町椎持5-2 0968-42-5100 紙 21.その他

物産館等 住所 電話番号 クーポン種別 業種

ふるさと市場 山鹿市山鹿1温泉プラザ山鹿1階 0968-44-0577 紙・電子 3.小売（お土産等）

道の駅鹿北 小栗郷 山鹿市鹿北町岩野4186-130 0968-32-4111 紙 3.小売（お土産等）

あんずの丘　あぷりぃ 山鹿市菊鹿町下内田733 0968-48-3100 紙 21.その他

長者館 山鹿市菊鹿町米原451-16 0968-48-2200 紙 21.その他

道の駅　水辺プラザかもと「物産館」 山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1126 紙・電子 3.小売（お土産等）

道の駅水辺プラザかもと「パン工房かんぱーにゅ」 山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1126 紙・電子 3.小売（お土産等）

鹿央物産館 山鹿市鹿央町岩原2965 0968-36-3838 紙 3.小売（お土産等）

JAかもとファーマーズマーケット夢大地館 山鹿市鹿央町千田2950ｰ1 0968ｰ42ｰ0141 紙 3.小売（お土産等）

http://www.rokumon.com/
https://fuji-hotel.jp/
http://www.yuyado-izumi.net/
https://yutorelo-yamaga.com/
http://www.yamaga-onsen.com/
http://www.sunpalace-matsuzaka.com/
https://shinseizansou.jp/
https://miki-kumamoto.com/
https://www.y-asahiya.com/pc/
https://www.chozantei.com/
https://www.hirayama-onsen.jp/facilities/setonoyu/
https://www.hirayama-onsen.jp/facilities/okuyamaga/
https://imamura-spa.com/
https://www.hirayamaonsen-zenya.com/
http://www.ichiboku.com/
http://www.hotarunonagaya.jp/
https://ryokan-ueda.com/#modal_2
http://www.yamato-ryokan.jp/
https://www.hirayamaonsen-taichi.com/
https://www.yunokura.jp/
https://megumi-onsen.jp/
http://www.kafutei.co.jp/
https://yamaga.site/?page_id=1548
https://www.yunokawa-hirayama.jp/
http://www.hirayama-flora.jp/
https://www.hananobandai.com/
http://www.mizube-plaza.co.jp/facility/yukaridetail.html
http://www.mizube-plaza.co.jp/facility/kinassedetail.html
https://kimono-otome.com/new/
https://yamaga.site/?page_id=2
https://yamaga.site/?page_id=1550
https://www.kahoku-golf.com/
http://www.kaogc.jp/
https://comhits2014.wixsite.com/yukamu
http://www.yamaga-furusato.jp/
http://ogurigo.jp/
http://www.kafutei.co.jp/anzunooka/apry/
http://www.kafutei.co.jp/anzunooka/family-tyoujyakan/
http://www.mizube-plaza.co.jp/facility/bussandetail.html
http://www.mizube-plaza.co.jp/facility/campagnedetail.html
http://kao-kodainomori.com/bussankan/
http://www.yumedaitikan.jp/


飲食店 住所 電話番号 クーポン種別 業種

情報発信館　湯のまち茶屋 山鹿市山鹿1737-1 0968-41-8430 紙・電子 1.飲食店（酒類提供なし）

やまが門前美術館 山鹿市山鹿1585 0968-42-8200 紙 1.飲食店（酒類提供なし）

タオ珈琲 山鹿市山鹿1465 0968-44-8558 紙・電子 1.飲食店（酒類提供なし）

アンティーク＆カフェ　いで 山鹿市山鹿1477-1 0968-43-3686 紙・電子 1.飲食店（酒類提供なし）

山鹿和栗洋菓子店An（杏） 山鹿市菊鹿町下内田733 0968-48-4648 紙・電子 1.飲食店（酒類提供なし）

久吾寿司 山鹿市山鹿49-3 0968-44-4792 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

寿司和食　喜久家 山鹿市山鹿1672-1 0968-44-4743 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

喜槍鮨 山鹿市中央通1101 0968-43-7866 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

ジンギスカン・馬焼き専門店　上田屋 山鹿市山鹿1630 0968-43-1129 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

カフェ　美音珈 山鹿市山鹿122-9 0968-41-9188 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

一二三食堂 山鹿市山鹿1793-5 0968-41-8733 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

福本商店 山鹿市山鹿1851-3 080-6421-3855 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

魚民　山鹿昭和町店 山鹿市昭和町102 0968-44-6188 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

海鮮レストランやまがや 山鹿市古閑1031-1 0968-43-2151 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

海鮮居酒屋　蔵BUZEN 山鹿市山鹿1716-1 0968-33-4308 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

ラララカフェ 山鹿市山鹿1807-1 090-8403-1382 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

にく道楽 山鹿市山鹿417-3 0968-44-7892 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

やきにくなか園 山鹿市山鹿538-3 0968-44-6620 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

肉や郎 山鹿市宗方通604-1 0968-43-3235 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

熊本ヌルボンガーデン山鹿 山鹿市方保田3671-1 0968-41-8181 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

山や 山鹿市山鹿1019-6 0968-41-5322 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

山や　はなれ 山鹿市山鹿41 0968-44-1230 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

ENYA 山鹿市山鹿1630-1 0968-43-0320 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

花さと 山鹿市山鹿１温泉プラザ山鹿1階 0968-44-6273 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

華北飯店 山鹿市山鹿１温泉プラザ山鹿1階 0968-43-2853 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

タンタァ 山鹿市山鹿１温泉プラザ山鹿1階 0968-41-8488 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

Barパドック 山鹿市昭和町303-2信厚ビル2F 080-4289-6387 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

ロバタコワン 山鹿市山鹿1681 080-6466-0431 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

凛と 山鹿市昭和町201ライフステージビル1階 0968-41-9898 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

酔心 山鹿市中央通301 0968-44-6297 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

山鹿ラーメンくにほ 山鹿市山鹿1628 0968-41-4005 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

壱ノ蔵 山鹿市平山5402-1 0968-41-5891 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

菊鹿ワイナリー　レストランファーム 山鹿市菊鹿町相良559-2 0968-41-8650 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

AIRA RIDGE 山鹿市菊鹿町相良526 0968-41-8166 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

TAMAYAN 山鹿市鹿本町御宇田692ｰ2 0968-41-7788 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

and CAFÉ 山鹿市鹿本町御宇田677-4 0968-36-9140 紙 1.飲食店（酒類提供なし）

Ristorante da KUNI 山鹿市鹿本町中富68-2 0968-46-5835 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

はま寿司山鹿鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田623-2 0968-42-3210 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

味千ラーメン山鹿店 山鹿市鹿校通1-1-35 0968-44-6476 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

味千ラーメン鹿本店 山鹿市鹿本町津袋40-1 0968-46-3469 紙・電子 2.飲食店（酒類提供あり）

リンガーハット熊本山鹿店 山鹿市中央通340-1 0968-42-1212 紙 2.飲食店（酒類提供あり）

ケンタッキー・フライド・チキン山鹿店 山鹿市大橋通305 0968-42-8080 紙・電子 1.飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム山鹿店 山鹿市方保田3497-7 0968-41-5955 紙 1.飲食店（酒類提供なし）

小売店・土産物店 住所 電話番号 クーポン種別 業種

お肉屋さん　さいとう 山鹿市熊入町223-4 0968-43-2929 紙・電子 21.その他

有限会社フードサービスむらかみ 山鹿市山鹿1698 0968-43-3116 紙・電子 3.小売（お土産等）

燻製工房　縁 山鹿市昭和町402 0968-41-5296 紙・電子 3.小売（お土産等）

早瀬錦堂 山鹿市山鹿1028-1-2 0968-43-2611 紙・電子 3.小売（お土産等）

西益屋 山鹿市山鹿1608 0968-43-3033 紙 3.小売（お土産等）

だるま餅屋 山鹿市昭和町304 0968-43-3412 紙・電子 3.小売（お土産等）

お菓子の香梅　山鹿大橋通店 山鹿市大橋通301 0968-43-0755 紙 3.小売（お土産等）

https://www.facebook.com/情報発信館-湯のまち茶屋-100815024945190/
http://ww21.tiki.ne.jp/~tsunoda/
https://www.tao.co.jp/contents/category/coffee/
https://yamaga-tanbou.jp/spot/3915/
https://www.oyatu-an.com/
http://www.kumamoto-guide.com/umaka/shop/hisago/
https://yu-kikuya.com/
https://yamaga-tanbou.jp/spot/6589/
https://cafe27.webnode.jp/
https://m.facebook.com/fukumotoshoten-104866080964663/
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802946
https://www.ichi-goudoukaisya.com/yamagaya
http://www.kura-buzen.com/
https://m.facebook.com/lalalacafe/
https://m.facebook.com/pages/category/Restaurant/%E3%81%AB%E3%81%8F%E9%81%93%E6%A5%BD-189805567822317/
https://m.facebook.com/yakinikunakazono/
https://yamaga-tanbou.jp/spot/2465/
https://k-nurubon.com/shop.html#yamaga
https://yamaga-tanbou.jp/spot/5653/
https://m.facebook.com/Izakaya-ENYA-136624683711965/
https://m.facebook.com/kahokuhanten/
https://m.facebook.com/tanta.yamaga/
http://bar-paddock.com/
https://rinto-0510.com/
https://www.kimura-net.co.jp/blog/233/
https://www.kikuka-winery.jp/
https://www.kikuka-winery.jp/
https://yamaga-tanbou.jp/spot/5289/
https://andcafe.jimdofree.com/
https://maps.hamazushi.com/jp/detail/4369.html
http://www.aji1000.co.jp/shop/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E5%BA%97/
http://www.aji1000.co.jp/shop/%E9%B9%BF%E6%9C%AC%E5%BA%97/
https://shop.ringerhut.jp/shop/r0233
https://www.kfc.co.jp/sp/search/detail/?shop_id=3214
https://www.31ice.co.jp/store/index.php?action_public_tenpo_detail=true&linkcd=6C73CE782A497E8592F1FFBD182C3E1F
https://www.facebook.com/meatshop.saitou/
https://basashi-kumamoto.com/member/%E6%9C%89%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%80%80%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%BF/
https://shiz-en.com/
https://www.hayasenishikidou.jp/
http://nishimasuya.com/
https://yamaga-tanbou.jp/spot/6531/
https://www.kobai.jp/


小売店・土産物店 住所 電話番号 クーポン種別 業種

せんべい工房 山鹿市山鹿1799 0968-43-3158 紙・電子 3.小売（お土産等）

木屋本店 山鹿市山鹿1820 0968-43-2301 紙・電子 3.小売（お土産等）

丸亀醤油 山鹿市中1000-2 0968-44-3131 紙・電子 3.小売（お土産等）

桟敷茶屋 山鹿市山鹿1505-2 0968-44-8221 紙・電子 3.小売（お土産等）

山鹿灯籠の店　なかしま 山鹿市山鹿1588 0968-43-2659 紙・電子 3.小売（お土産等）

ヤマノテ 山鹿市山鹿1375 0968-41-8405 紙・電子 3.小売（お土産等）

染手作り工房かみや 山鹿市山鹿1468 0968-43-2600 紙・電子 3.小売（お土産等）

古布屋　藍椿 山鹿市山鹿1704-1 0968-28-9023 紙・電子 3.小売（お土産等）

永田蚕具店 山鹿市山鹿1577 0968-43-2061 紙 3.小売（お土産等）

千代の園酒造売店 山鹿市山鹿1782 0968-43-2161 紙 3.小売（お土産等）

山鹿薬局 山鹿市山鹿1609ｰ4 0968ｰ43ｰ2329 紙・電子 3.小売（お土産等）

ゆずり葉　山鹿店 山鹿市山鹿1 温泉プラザ山鹿1F 0968-43-3588 紙・電子 3.小売（お土産等）

杉養蜂園　山鹿店 山鹿市山鹿1 温泉プラザ山鹿1F 090-6297-7474 紙・電子 3.小売（お土産等）

馬刺し屋松明 山鹿市平山65 0968-44-5856 紙・電子 3.小売（お土産等）

上田商店 山鹿市平山5392-2 0968-43-2764 紙 3.小売（お土産等）

suyasuya. 山鹿市鹿北町椎持3195 080-9101-3190 紙 3.小売（お土産等）

小山製茶 山鹿市鹿北町四丁1684-1 0968-32-2135 紙・電子 3.小売（お土産等）

岳間の郷ひがし 山鹿市鹿北町椎持1501-5 0968-32-2518 紙・電子 3.小売（お土産等）

フルタ製茶 山鹿市鹿北町椎持1279-1 0968-32-2613 紙・電子 3.小売（お土産等）

藤本製茶 山鹿市鹿北町多久1498-1 0968-32-2540 紙・電子 3.小売（お土産等）

やまが野火焼　ろくよう窯 山鹿市鹿北町四丁1107 0968-32-4130 紙・電子 3.小売（お土産等）

有限会社 佐とう製茶 菊鹿本店 山鹿市菊鹿町池永638 0968-48-3545 紙 3.小売（お土産等）

有限会社 佐とう製茶 温泉プラザ山鹿店 山鹿市山鹿1 0968-32-1300 紙 3.小売（お土産等）

菊鹿ワイナリー　売店 山鹿市菊鹿町相良559-2 0968-41-8585 紙・電子 3.小売（お土産等）

杉養蜂園　へちまはちみつ館 山鹿市菊鹿町下内田733 0968-48-3189 紙・電子 3.小売（お土産等）

泉水園 山鹿市菊鹿町相良374 0968-48-9725 紙 3.小売（お土産等）

米屋のおにぎり米都　鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田339-1 0968-34-0588 紙・電子 3.小売（お土産等）

しまむら山鹿店 山鹿市方保田鳥越3490-1 0968-42-1288 紙 3.小売（お土産等）

シャディピノキオ山鹿店 山鹿市方保田十三部2879ｰ4 0968ｰ44ｰ7303 紙 3.小売（お土産等）

オートバックス・熊本山鹿 山鹿市方保田2840-1 0968-44-5522 紙・電子 3.小売（お土産等）

イエローハット山鹿鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田721-1 0968-34-0500 紙 3.小売（お土産等）

タツミヤ東山鹿店 山鹿市古閑十三部１００６－５ゆめマート東山鹿店１Ｆ 0968-44-1707 紙 3.小売（お土産等）

パサール山鹿 山鹿市鹿本町御宇田595-3 0968-46-1113 紙・電子 3.小売（お土産等）

メガネのヨネザワ　山鹿店 山鹿市中825 0968-44-1211 紙・電子 3.小売（お土産等）

メガネのヨネザワ　鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田663-2 0968-46-1701 紙・電子 3.小売（お土産等）

大谷楽器　山鹿教室 山鹿市山鹿392-2 0968-44-1822 紙 21.その他

山鹿温泉観光協会 山鹿市中央通510-2 0968-43-2952 紙・電子 21.その他

平山温泉観光協会 山鹿市平山5346-1 0968-44-0522 紙・電子 3.小売（お土産等）

コンビニ・スーパー・ホームセンター等 住所 電話番号 クーポン種別 業種

セブンイレブン山鹿古閑店 山鹿市古閑895-1 0968-43-1127 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

セブンイレブン山鹿鹿校通店 山鹿市鹿校通1-2-49 0968-43-6601 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

セブンイレブン山鹿嶋の本店 山鹿市山鹿636 0968-44-1405 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

セブンイレブン山鹿中央通り店 山鹿市中央通101 0968-43-7312 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

セブンイレブン山鹿大橋通店 山鹿市大橋通603 0968-43-0073 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

セブンイレブン山鹿三岳店 山鹿市津留2811-1 0968-43-2111 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

セブンイレブン山鹿日置店 山鹿市方保田359 0968-46-1373 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ熊本山鹿店 山鹿市南島字上ノ町42-1 0968-32-1715 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキかほく 山鹿市鹿北町岩野130-1 0968-32-3135 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

ファミリーマート山鹿市役所前 山鹿市山鹿1520 0968-32-0025 紙 4.コンビニ・スーパー

ファミリーマート山鹿明治 山鹿市山鹿874-1 0968-43-9311 紙 4.コンビニ・スーパー

https://yamaga-tanbou.jp/spot/4371/
http://www.kouji-kiya.kumamoto.jp/
http://www.marukame-soy.com/
https://yamaga-tanbou.jp/spot/6546/
http://yamaga-yamanote.com/
https://yamaga-tanbou.jp/asobi/program/dorozome/
https://www.facebook.com/kofuya.aitsubaki/
https://www.chiyonosono.co.jp/
https://sugi-bee.com/store/kumamoto-yamaga/
http://basashi-syomei.com/shop.html
https://suya-suya.info/
https://www.oyamaseicha.com/
http://takemanosato.com/goaisatu_frm.htm
https://www.furutaseicha.com/
https://yamaga-tanbou.jp/spot/5641/
https://www.satouseicha.com/
https://www.satouseicha.com/
https://www.kikuka-winery.jp/
https://yamaga-kikuka.com/sightseeing/anzunooka/
https://m.facebook.com/sensuien/
https://comet.ne.jp/comeichiba/
https://www.shimamura.gr.jp/shop/map_detail_2309.html
https://shaddy.jp/gs_front/app/shop/shop_introduction/search/kumamoto/yamaga/96080-001/
https://www.autobacs.com/store/top/top?store=510782
http://holidays-group.net/publics/index/29/
https://www.yonezawa-web.co.jp/store/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E5%BA%97/
https://www.yonezawa-web.co.jp/store/%E9%B9%BF%E6%9C%AC%E5%BA%97/
https://www.otanigakki.co.jp/school/yamaga/
https://www.y-kankoukyoukai.com/index.php
https://www.hirayama-onsen.jp/


コンビニ・スーパー・ホームセンター等 住所 電話番号 クーポン種別 業種

ファミリーマート山鹿日輪寺前 山鹿市杉1645-1 0968-32-1310 紙 4.コンビニ・スーパー

ファミリーマート山鹿方保田 山鹿市方保田3496-2 0968-42-8211 紙 4.コンビニ・スーパー

ファミリーマート山鹿栗林 山鹿市中976-1 0968-42-8040 紙 4.コンビニ・スーパー

ローソン　山鹿熊入店 山鹿市熊入町200-1 0968-43-0039 紙 4.コンビニ・スーパー

ローソン　山鹿鹿校通三丁目店 山鹿市鹿校通3-2-52 0968-43-7002 紙 4.コンビニ・スーパー

ゆめマート山鹿 山鹿市熊入町173 0968-43-7725 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

ゆめマート東山鹿 山鹿市古閑十三部１００６－５ 0968-44-5588 紙・電子 4.コンビニ・スーパー

マックスバリュ山鹿店 山鹿市方保田鳥越3462-1 0968-32-1180 紙 4.コンビニ・スーパー

ダイレックス山鹿店 山鹿市鹿校通1-1-24 0968-32-0770 紙・電子 3.小売（お土産等）

スーパーセンタートライアル山鹿店 山鹿市山鹿821-3 0968-32-0660 紙 4.コンビニ・スーパー

ショッピングセンターリオ 山鹿市鹿本町来民549-3 0968-46-5511 紙・電子 3.小売（お土産等）

アタックス鹿本店 山鹿市鹿本町来民715 0968ｰ46ｰ6030 紙 3.小売（お土産等）

ロッキースーパーストア鹿本店 山鹿市鹿本町中富52 0968-46-5500 紙 4.コンビニ・スーパー

サンドラッグ東山鹿店 山鹿市古閑十三部１００６－５ゆめマート東山鹿店１Ｆ 0968-32-0750 紙・電子 3.小売（お土産等）

ドラッグセイムス山鹿昭和店 山鹿市昭和町101 0968-42-8831 紙・電子 3.小売（お土産等）

ドラッグコスモス山鹿店 山鹿市古閑1029-1 0968-42-8077 紙 3.小売（お土産等）

ドラッグコスモス桜町店 山鹿市山鹿629ｰ3 0968ｰ42ｰ8022 紙 3.小売（お土産等）

ドラッグコスモス鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田661 0968ｰ34ｰ0311 紙 3.小売（お土産等）

ドラッグストアモリ　山鹿店 山鹿市古閑1074-1 0968-44-1280 紙・電子 3.小売（お土産等）

ヤマダ電機　テックランド山鹿店 山鹿市方保田3148-28 0968-32-1001 紙・電子 21.その他

ケーズデンキ山鹿店 山鹿市山鹿713 0968-44-8588 紙 21.その他

ベスト電器　熊本山鹿店 山鹿市鹿本町中富50 0968-46-5000 紙・電子 3.小売（お土産等）

グッデイ山鹿店 山鹿市中1031 0968-42-8890 紙・電子 21.その他

ホームプラザナフコ　山鹿店 山鹿市石733-1 0968-43-9811 紙 3.小売（お土産等）

ホームプラザナフコ　鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田640-1 0968-46-5100 紙 3.小売（お土産等）

ミスターマックス山鹿店 山鹿市方保田3462-1 0968-43-8800 紙 3.小売（お土産等）

コメリ山鹿店 山鹿市山鹿920-1 0968-32-0911 紙 3.小売（お土産等）

ガソリンスタンド 住所 電話番号 クーポン種別 業種

喜多村石油（株）山鹿中央通SS 山鹿市中央通601 0968-44-3185 紙 21.その他

イデックスリテール熊本　セルフ山鹿SS 山鹿市鹿校通2-13-5 0968-44-8333 紙 21.その他

タクシー・ハイヤー・レンタカー 住所 電話番号 クーポン種別 業種

有限会社　イワノタクシーサービス 山鹿市山鹿1067-2 0968-43-6000 紙・電子 タクシー・ハイヤー

有限会社　高野タクシー 山鹿市山鹿92-3 0968-44-3828 紙・電子 タクシー・ハイヤー

有限会社　山鹿タクシー 山鹿市山鹿1 0968-44-0700 紙・電子 タクシー・ハイヤー

有限会社　鹿本観光 山鹿市鹿本町来民655-1 0968-46-3000 紙・電子 タクシー・ハイヤー

鹿本観光レンタカー 山鹿市鹿本町来民655-1 0968-46-2222 紙・電子 12.レンタカー

肥後第一交通株式会社　山鹿営業所 山鹿市鹿本町来民1568 0968-46-3161 紙・電子 タクシー・ハイヤー

バス 住所 電話番号 クーポン種別 業種

あいら観光 山鹿市菊鹿町下内田2065-1 0968-48-3888 紙 バス

九州産交バス　山鹿営業所 山鹿市中央通510-2山鹿バスセンター 0968-44-6111 紙・電子 バス

宅配等 住所 電話番号 クーポン種別 業種

ヤマト運輸　山鹿センター 山鹿市石1413-1 0570-200-0000 紙 11.物流（宅配等）

その他 住所 電話番号 クーポン種別 業種

りらくる　山鹿店 山鹿市鹿本町御宇田594-3 0968-46-3339 紙・電子 21.その他

http://youme-mart.com/tenpo-yamaga.html
http://youme-mart.com/tenpo-higasiyamaga.html
https://www.mv-kyushu.co.jp/shop/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E5%BA%97/
https://www.trial-net.co.jp/shops/view/453
http://www.at-ml.jp/?in=57256/
https://mummys.co.jp/publics/index/125/
http://www.e-rocky.co.jp/store/map/54.html
https://www.e-map.ne.jp/p/sundrug/dtl/2206/?&his=sw
http://www.fujiyakuhin.co.jp/shop/detail.php?c=2&id=24230
https://www.cosmospc.co.jp/shop/kyushu/kumamoto/13574.html
https://www.cosmospc.co.jp/shop/kyushu/kumamoto/55673.html
https://www.cosmospc.co.jp/shop/kyushu/kumamoto/51828.html
http://www.doramori.co.jp/store/1565.html/
https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=958
https://www.ksdenki.co.jp/kshd/s/s0533132/
https://www.bestdenki.ne.jp/store/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E5%BA%97/
https://gooday.co.jp/shop/?type=shop&id=108
http://www.nafco.tv/stores/info/detail/338
http://www.nafco.tv/stores/info/detail/98
https://www.mrmax.co.jp/shops/detail.html?shop=19
https://www.komeri.com/disp/CKmSfShopSearchDtlInfo.jsp?ID=1027
https://www.kitamura-oil.com/carlife/ss/yamaga/31yamaga/
https://www.idex.co.jp/ss/search-fl/detail_fl.php?id=56
https://www.yamagataxi.co.jp/
https://www.facebook.com/kamotokanko/
https://www.facebook.com/kamotokanko/
http://higo.0152.jp/eigyosho.php
http://www.airakanko.co.jp/
https://www.kyusanko.co.jp/sankobus/wicket/wicket/wicket_detail.php?DAIBAIKBN=02&DAIBAI=0003
http://www.e-map.ne.jp/p/yamato01/shop_dtl.htm?p_f1=1&kid=094090
https://relxle.com/usr/shop/detail/8410

