
プレミアム商品券取扱い事業所一覧

No 事業所名 住所 主な取扱商品

1 あがんなっせ 熊本市北区北区鶴羽田3-10-1 温泉施設

2 アクア・プリンス 熊本市北区高平3-13-50 飲料水の宅配

3 (有)アルファー電子 熊本市北区楠野町489 建設業

4 ＆you 熊本市北区鶴羽田4-6-41 写真撮影

5 居酒屋西乃里 熊本市北区下硯川1-7-41 居酒屋

6 一品料理タヌキ 熊本市北区西梶尾町474-4 一品料理、焼き鳥

7 岩本商会 熊本市北区下硯川町1783-1 自動車整備、車検、修理

8 インテリアめぐみ 熊本市北区楠野町541-2 建設業

9 (株)HIヒロセ　飛田店 熊本市北区飛田3-8-45 生活用品全般と食料品全般

10 ㈱エー・エス・ホーム 熊本市北区四方寄町1455-3 リフォーム

11 ㈲オー・エス収集センター 熊本市北区楠野町1046-2 廃棄物処理業

12 オートスタッフ・コモリ 熊本市北区和泉町653-８ 車検、整備、新車・中古車販売

13 (有)緒方石油店 熊本市北区鹿子木町82-1 ガソリンスタンド、LPガス

14 奥村自動車整備工場 熊本市北区下硯川町1045 車検、修理、鈑金

15 お食事処　魚米 熊本市北区鹿子木町77－１ 活魚、鉢盛、寿司、会席料理、仕出し

16 尾当蔵麦酒館 熊本市北区改寄町2343-7 ビアホール・ビアレストラン

17 ガネーシャ 熊本市北区下硯川町480-1 カレー、唐揚げ、スパイスドレッシング

18 カレーハウスCoCo壱番屋 高平店 熊本市北区高平3-36-21 カレーライス

19 菊南温泉ユウベルホテル 熊本市北区鶴羽田3-10-1 ホテル、レストラン

20 菊南スイミングクラブ 熊本市北区鶴羽田3-10-1 スポーツ施設

21 (有)清進工務店 熊本市北区小糸山町688 建築土木工事、塗装、リフォーム工事

22 串ダイニング笑家 熊本市北区四方寄506-1 居酒屋メニュー

23 クライミングパーク菊南 熊本市北区鶴羽田3-10-1 遊戯施設

24 コーヒーサロンミヤビ 熊本市北区鹿子木町201-2 コーヒー、食事

25 (有)境ボデー工場 熊本市北区飛田2-12-100 自動車鈑金整備

26 四季彩厨房はなうさぎ 熊本市北区梶尾町923-13 懐石料理、弁当、仕出し

27 清水自動車鈑金塗装 熊本市北区楠野町1115-1 自動車修理、鈑金塗装

28 寝具インテリアムラタ 熊本市北区大窪2-2-7 寝具・カーテン・ブラインド・ベット・打ち直し・丸洗い

29 (有)シンコー電装 熊本市北区大窪1-1-35
バッテリー、ドライブレコーダー、ＥＴＣ、カー

ナビ、自動車電装品、カーエアコン整備

30 セブンイレブン熊本鹿子木町店 熊本市北区鹿子木町199-10 コンビエンスストア

31 (有)田中電気通信 熊本市北区梶尾町814-1 エアコン・LED照明器具・コンセント工事

32 (有)谷口自動車 熊本市北区飛田3-2-18
自動車販売・車検・点検・板金塗装・一般整備・

自動車保険・火災保険代理店

33 田上酒店 熊本市北区徳王町97 酒類

34 DMCダイキ北部店 熊本市北区飛田3-6-50 DIY関連、日用雑貨、園芸資材、電気用品、ペット用品

35 ディスカウントドラッグコスモス下硯川店 熊本市北区下硯川２丁目7-88 医薬品、食料品

36 ディスカウントドラッグコスモス徳王店 熊本市北区大窪1-2-11 医薬品、食料品

37 (有)デザインユー 熊本市北区四方寄町1277-2 ステッカー、ガラスフィルム、看板各種

北部地区



38 手作りケーキＳＡＫＵＲＡ 熊本市北区鶴羽田1-10-7 洋菓子、焼菓子のギフト商品

39 手造り工房　夢一屋 熊本市北区和泉町189-16フードパル内 西瓜糖

40 中山モータース 熊本市北区西梶尾町435-5 自動車整備

41 ナフコ北熊本店 熊本市北区大窪1-1-17 園芸、日用品店、大工用品、ｲﾝﾃﾘｱ、家具等

42 ㈲西嶋石材工業 熊本市北区北迫町33 墓石販売加工、墓石記名・クリーニング補修

43 ㈲野原産業 熊本市北区楠野町1046-2 自動車整備業

44 橋本醤油(株) 熊本市北区貢町780-7 醤油、味噌、甘酒の製造・販売

45 (有)原口カンパニー 熊本市北区硯川町1432-1 中古車販売、整備

46 はっぴー整体院 熊本市北区下硯川町524-3 整体

47 肥後寿し 熊本市北区鹿子木町84-1 飲食店

48 (株)ビューライフ 熊本市北区貢町554 ハム・ソーセージ

49 美容室kirara 熊本市北区硯川町902 美容室

50 フードパル熊本とれたて市 熊本市北区和泉町189-24 野菜、果物、加工品

51 (株)フジバンビ 熊本市北区四方寄町1445-1 菓子製造販売

52 ヘアサロンさかた本店 熊本市北区西梶尾町450-4 理美容業

53 ヘアサロンさかた飛田店 熊本市北区飛田3-6-35中村ビル１階 理容業

54 (株)ベルポ化粧品 熊本市北区梶尾町1723-36 化粧品

55 (株)北部タクシー 熊本市北区貢町378-1 タクシー業

56 ほくぶワーカー 熊本市北区鹿子木町151-1 建築リフォーム、電気、水道工事

57 ホワイト急便　北部東店 熊本市北区下硯川町2111-3 クリーニング取次店

58 (有)松村タクシー 熊本市北区下硯川町2097-4 タクシー業

59 マルエイ熊本北部店 熊本市北区四方寄町1674-1 生鮮食品、食品全般

60 ミヤビ設備 熊本市北区鹿子木町151-1 水道工事、修理

61 昔ながらの御食事処　味民 熊本市北区龍田町弓削1076-4 飲食業　定食

62 焼鳥玄家飛田店 熊本市北区飛田4-9-117 焼鳥、飲食店

63 (有)ヨシダヤ 熊本市北区鹿子木町98-1 事務用品

64 米村建設 熊本市北区四方寄町1278 設計、施工、リフォーム(住宅)、土木工事一式

65 ロッキースーパーストア徳王店 熊本市北区大窪2-2-28 生鮮食品、食品全般、日用品、医療品

66 ㈱ナチュラルコーヒー 熊本市北区下硯川町1792-12 コーヒー、紅茶、カレー

No 事業所名 住所 主な取扱商品

1 アダチ薬局 くすりや田原坂 熊本市北区植木町大和37-15 くすり・化粧品・雑貨

2 荒木電気商会 熊本市北区植木町植木129-1 家電販売

3 有田時計店 熊本市北区植木町岩野266-16YUI-8ﾋﾞﾙ 時計・メガネ・補聴器

4 居酒屋　鈴鈴 熊本市北区植木町米塚422-18 居酒屋

5 石田デンキ 熊本市北区植木町舞尾504-10 家電品販売修理

6 うえき運転代行 熊本市北区植木町大井62-1 運転代行

7 植木自動車 熊本市北区植木町岩野134 自動車整備販売

8 植木石油㈱ 熊本市北区植木町正清277-3 燃料油・洗車・タイヤ

植木地区



9 ウエダ オート 熊本市北区植木町一木161-5 車検・整備・鈑金

10 ㈲植田観光 熊本市北区植木町内1447-5 貸切バス・旅行業

11 上田工務店 熊本市北区植木町滴水331 リフォーム・オール電化

12 うまいもん処　夢の雫 熊本市北区植木町岩野266-23小町ビル 居酒屋

13 ㈱梅守商店 熊本市北区植木町植木11 肥料・農業資材

14 エース福祉タクシー 熊本市北区植木町豊田363 福祉タクシー

15 ㈲オカベ 熊本市北区植木町植木210-1 畳・室内装飾

16 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾚｽﾄﾗﾝ Taritotto 熊本市北区植木町岩野795−1 カレー・ナポリタン・有機商品販売

17 温泉邸　湯～庵 熊本市北区植木町亀甲1526-1 家族湯・レストラン・調味料販売

18 カーショップ　リアライズ 熊本市北区植木町富応855-5 自動車・点検・修理・部品取付

19 家族湯　はなみずき 熊本市北区植木町平井987-1 家族湯

20 ㈲片山自動車工業 熊本市北区植木町一木155-2 自動車車検・整備・鈑金

21 割烹仕出し　ほんだ 熊本市北区植木町一木170-2 仕出し・会席料理・コース料理

22 カペリ 熊本市北区植木町滴水482-10 美容室

23 カメリア 熊本市北区植木町滴水17-1 レストラン

24 カラオケ「詩」 熊本市北区植木町滴水23-6 カラオケ

25 カレーハウスCoCo壱番屋植木店 熊本市北区植木町滴水35-10 カレーライス

26 カワグチ設備 熊本市北区植木町大和5-1 給排水設備工事・水廻り機器

27 観光農園吉次園（吉次園カフェ） 熊本市北区植木町木留556-1 果物・ソフトクリーム・フルーツ狩り

28 きくかわ 熊本市北区植木町滴水21-5 衣料・身回品

29 Kitchen明カ里 熊本市北区植木町亀甲259-4 レストラン・菓子製造販売

30 ㈲九州食肉産業 熊本市北区植木町味取58 馬刺し販売

31 グッデイ　植木店 熊本市北区植木町鐙田1038 ホームセンター

32 靴のニシムラ植木店 熊本市北区植木町滴水20-3 靴・カバン

33 熊本種子センター 熊本市北区植木町広住762 野菜種・花の種・農薬・農業資材

34 craft base RPG 熊本市北区植木町正清1028-1 自動車鈑金塗装

35 黒船亭　植木店 熊本市北区植木町舞尾593-1 担々麺

36 小佐井写真場 熊本市北区植木町植木74-2 写真全般・カメラ・プリント・証明写真

37 ㈲財頭種苗園 熊本市北区植木町植木31 花・種苗・農業資材

38 ３gouter 熊本市北区植木町岩野3-1 菓子製造販売

39 32℃肌管理サロン TIARA 熊本市北区植木町植木201 32℃化粧品・エステ

40 仕出し　むらかみ 熊本市北区植木町大井87 総合仕出し・鉢盛・会席

41 シューズプラザエムズ ウェッキー店 熊本市北区植木町舞尾（ウエッキー内） 靴

42 酒肴 寛 熊本市北区植木町岩野266-5 魚料理・肉料理・野菜料理・こだわりの酒

43 食彩　酒房　四季亭 熊本市北区植木町岩野266-20 飲食業

44 ショッピングプラザウェッキー 熊本市北区植木町舞尾620 総合小売

45 じんのうち電器 熊本市北区植木町米塚487 家電製品販売

46 スーパーフチタ 熊本市北区植木町大和6-6 野菜・酒・惣菜・飲料・菓子

47 ＳＫＹランドリー２ 熊本市北区植木町滴水1041 コインランドリー・洗濯代行・シロヤクリーニング取次

48 スタイルビュー健康サロンキレイ塾 熊本市北区植木町正清1107-2 洋裁教室・洋服リメイク

49 スナック「可憐」 熊本市北区植木町植木104-1-201 スナック

50 スナック　パラダイス 熊本市北区植木町滴水23-4 スナック

51 スポーツクラブ　リンクス 熊本市北区植木町滴水526 スポーツクラブ



52 セブンイレブン植木岩野店 熊本市北区植木町岩野182-3 コンビニエンスストア

53 セブンイレブン植木インター店 熊本市北区植木町味取348-1 コンビニエンスストア

54 セブンイレブン植木松原店 熊本市北区植木町滴水47-3 コンビニエンスストア

55 園木商店 熊本市北区植木町岩野266-12 ｸﾞﾘﾝAﾋﾞﾙ1F 酒類販売

56 ＴＡＯ ＣＡＦＥ 熊本市北区植木町岩野花立266-5 カフェ・喫茶・コーヒー豆

57 ㈱高嶋商店 熊本市北区植木町植木105 米・肥料

58 ㈲田中商店 熊本市北区植木町正清536 介護用品・日用品

59 ㈲田原坂タイヤ 熊本市北区植木町豊岡2892-1 タイヤ・バッテリー販売取付

60 田原坂万十店 熊本市北区北区植木町豊岡字石垣218-1 万十・野菜・果物

61 中華料理　まるみ 熊本市北区植木町滴水440-2 中華料理

62 ディスカウントドラッグコスモス植木店 熊本市北区植木町舞尾545-1 医薬品、食料品

63 ディスカウントドラッグコスモス植木南店 熊本市北区植木町投刀塚321-9 医薬品、食料品

64 デザインＫ-サイン工房 熊本市北区植木町鞍掛98 看板・テント工事・ロゴマークﾃﾞｻﾞｲﾝ

65 手作りパンの店　ベッカム 熊本市北区植木町岩野266-22 パン

66 でんきのゆうでんウエッキー店 熊本市北区植木町舞尾620(ｳｴｯｷｰ内) 家電販売・電気工事・リフォーム

67 富寿司 熊本市北区植木町味取34 寿司

68 ㈱トラベルロード 熊本市北区植木町植木136-7 旅行・貸切バス・JRパック・航空パック

69 ㈱砥綿建装 熊本市北区植木町大和61-15 建築塗装・防水・左官・外装・リフォーム

70 とんかつ＆ステーキ　かつ善 熊本市北区植木町正清1106-1 とんかつ・ステーキ

71 ㈱中尾燈籠園 熊本市北区植木町舞尾631-4 石製品販売

72 西山硝子店 熊本市北区植木町舞尾545-21 ガラス・サッシ・エクステリア

73 Bar overture 熊本市北区植木町植木137-3 YUI5ビル102 ウイスキー・カクテル・アルコール飲料

74 花・花整骨院 熊本市北区植木町投刀塚299-1-1 整体・骨盤矯正

75 ㈲浜島自動車 熊本市北区植木町投刀塚369 自動車販売・整備・車検

76 肥後ばってん堂 熊本市北区植木町味取334 いきなり団子

77 ㈲微笑　美容室マリー 熊本市北区植木町植木154 美容室

78 美容室　きゅうぴ～ 熊本市北区植木町亀甲222-9 美容室

79 Food　BAR　AND　YOU 熊本市北区植木町岩野266-5 ｺｰﾎﾟ柚井1F 酒類・小料理

80 福田サイクル 熊本市北区植木町植木86 自転車販売修理

81 福田商店 熊本市北区植木町植木81-1 米・クリーニング

82 フルーツの里　田原坂 熊本市北区植木町滴水1633 地元フルーツ・野菜・工芸品

83 BLUE LEAF 熊本市北区植木町円台寺94-1 パン・ピザ・カフェメニュー

84 文具館　㈱いけだ 熊本市北区植木町植木186-1 文具・事務機

85 ヘイストオートモービル 熊本市北区植木町舞尾645-1 新車・中古車・整備・鈑金・パーツ

86 ㈲ほり住建 熊本市北区植木町一木585-3 新築・リフォーム

87 堀石油㈲ 熊本市北区植木町舞尾669 石油製品販売

88 ㈲本武モータース 熊本市北区植木町121-5 自動車整備販売

89 益田時計眼鏡宝飾店 熊本市北区植木町植木103-2 時計・眼鏡・宝飾・合鍵・印・販売修理

90 ㈲松乃湯 熊本市北区植木町米塚208 入浴・休憩・宿泊・食事

91 ママ・デ・ブー 熊本市北区植木町植木109-4 スナック

92 ㈲マヤ美容室 熊本市北区植木町滴水11-1 美容室・婚礼・成人式・七五三支度

93 マルエイ植木店 熊本市北区植木町大和32-13 生鮮食品、食品全般

94 ㈱マルキョウ　植木店 熊本市北区植木町岩野266-5 総合食品



95 ㈲マルユー 熊本市北区植木町豊田562-1 林業・農業・造園業・建設業機械販売修理

96 三河屋ス－パ－　五両店 熊本市北区植木町岩野64-1 酒・馬刺し・食品

97 三嶋建築 熊本市北区植木町平野60-1 住宅建築・リフォーム

98 道の駅すいかの里植木 熊本市北区植木町岩野160-1 食品・果物・飲食

99 ㈲味取フーズ 熊本市北区植木町味取291-2 馬刺し・熊本あか牛・豚肉・鶏肉・精肉加工品

100 ㈱宮崎自動車整備工場 熊本市北区植木町滴水175-2 自動車部品・修理・車検

101 宮崎商店 熊本市北区植木町木留1792 酒・米・食料品・小間物

102 みやばる温泉「長命館」 熊本市北区植木町宮原292 入浴・休憩・宿泊・食事

103 ＭＵＲＡ髪 熊本市北区植木町植木61-1 理容

104 メガネのヨネザワ植木店 熊本市北区植木町滴水441 メガネ・補聴器・コンタクトレンズ

105 メディカルサロン  バリオーニ 熊本市北区植木町一木233-9 エステ・化粧品

108 モイスティーヌシルキー植木サロン 熊本市北区植木町岩野1656 美容器・化粧品販売

107 モードファッション婦人服専門店たかなが 熊本市北区植木町滴水15 婦人服

108 ㈲モトプラザ野添 熊本市北区植木町滴水32-7 二輪車販売修理

109 ㈲森工業 熊本市北区植木町鐙田1179 住宅リフォーム

110 森山表具内装店 熊本市北区植木町小野9-3 内装表具

111 ㈲ユア・ファーマシー 熊本市北区植木町舞尾(ｳｴｯｷｰ内) くすり・化粧品・日用雑貨

112 旅館いろは 熊本市北区植木町田底30 入浴・休憩・宿泊・食事

113 旅館　桐乃湯 熊本市北区植木町米塚394-2 入浴・休憩・宿泊・食事

114 旅館　ひらやま 熊本市北区植木町米塚178 入浴・休憩・宿泊・食事

115 旅館　ややの湯 熊本市北区植木町米塚366 入浴・イタリアンレストラン・ワイン・陶器・喫茶

116 旅館　龍泉閣 熊本市北区植木町米塚11 入浴・休憩・宿泊・食事

117 ㈱レッドベアモーターズ 熊本市北区植木町米塚974-1 自動車販売・修理・車検・鈑金塗装

118 六味三徳 熊本市北区植木町平原412 弁当・鉢盛・寿司

119 ㈱ロッキ－　植木店 熊本市北区植木町植木133-1 スーパー・各種小売

120 和食　ふち田 熊本市北区植木町滴水53-4 和食・弁当・鉢盛・すし盛

121 和風旅館　鷹の家 熊本市北区植木町米塚26-2 飲食・宿泊

122 ㈲とり辰 熊本市北区植木町岩野266-22 焼とり

123 藤本商事(株) 熊本市北区植木町山本906-4 畳の材料 総合卸商社

124 シャトレーゼ 熊本植木店 熊本市北区植木町植木38-1 和洋菓子・ワイン

125 ㈱ビレモ 熊本市北区植木町大和71-10 アサイゲルマニウム・健康食品・化粧品

126 睡眠雑貨ネムリヘふとん店 熊本市北区植木町舞尾620　ウエッキー2F 寝具・カーテン

No 事業所名 住所 主な取扱い商品

1 スナックエツコ 熊本市中央区下通1-7-7ＧＭビル２Ｆ スナック

2 スナック宇（ユウ） 熊本市中央区花畑町13-12栄ビルBI スナック

3 炭焼　きよた 熊本市中央区花畑町11-24 焼鳥

4 日本料理　松扇 熊本市中央区花畑町11-23銀杏北通りビル2F 飲食業

5 はいりっち 熊本市中央区花畑町13-13米納会館 そば、馬ひも、そばみそ、板わさ、だし巻き

中央区



6 ラブラブグローバル菊池 熊本市中央区安政町1-25石澤ビル1F（下通COCOSA前） 青果、お惣菜、宅配

No 事業所名 住所 主な取扱い商品

1 chouchou（シュシュ） 熊本市西区上熊本3-21-21　B102 野菜果物販売、カフェドリンク販売

2 文重庵 熊本市西区京町本丁4-11 もんじゃ焼き

3 一ら久食品 熊本市西区池上町中園732-3 焼鯖寿司・助六・弁当・いきなり団子・昆布

No 事業所名 住所 主な取扱い商品

1 ㈲中九州出水タクシー 熊本市東区桜木1-6-17 タクシー業,観光(ジャンボタクシー)、買い物サービス

東区

西区


