
食料品 旅 理・美容 その他の小売 １０００円券のみ 自動（転）車
焼とり　八兵衛 newElegance 和泉屋菓子舗 くす旅サービス アナイ美容室 正屋商店 ホームプラザナフコ玖珠店 ㈱玖珠ホンダ

居酒屋　酒楽 スナック　ニューパンダ あんこ菓子　いわした ㈱久大旅行 センター美容室 シャディサラダ館玖珠店 Aコープくす店 ㈱オートオアシス

食蔵　雷峰 スナック　絆 おかずや HēDONIE． (エドニー) きりかぶ ドラックコスモス玖珠店 （有）畑中機工

喜笑 ニューマザー 藤原吉福堂 カメラ・写真 サロン.ド　すねいく （有）ギフトプラザまつもと ドラックコスモス玖珠山田店 サイクルショップおおた

焼鳥　トリ安 スナック　さくら いろは精肉店 ㈲ダイイチ カットサロン　石川 道の駅童話の里くす ドラッグストアモリ玖珠店 ㈲玖珠車輛

酒菜処　くらや スナック　いい友 陽だまり青果 ㈱吉広商会（カメラのヨシヒロ） artist・hair コトノハ雑貨店 HIヒロセ玖珠店 永富自動車板金

居酒屋　みよし SNACK　リメンバー 玖珠・森のクレヨン カメラのおだわら 理容　孔井 ㈲家具の梶原 ㈱トキハインダストリー玖珠センター ㈲岩井自動車整備工場

若屋 ニュードライ 住本商店 アカシ写真スタジオ オリオン美容室 by socotta 手芸の店フレンド ダイレックス㈱玖珠店 野田ボデー

焼鳥　秀吉 スナック　ロダン 藤本商店 ヘアースペース　210 ㈲STOKED ファッションセンターしまむら玖珠店 ㈲ボデーショップエトウ

紫陽花 スナック　白馬 茅原商店 本・文具 eMエム 了戒種苗店 魚返自動車整備工場

居酒屋　まつ 森のカタツムリ（カネジュウ館） 味楽 ㈲ステーショナリーマルヨシ 美容室　CoCo 小幡銃砲火薬店                                                             湯大モータース

串揚げ帆足 こいのぼりサンド　CherryBlossom お菓子の家　えいらく ㈱菅田新光堂 こもれび すみれ茶舗                                                                                                          ㈲宿利商会

お食事処　富 想夫恋　玖珠店 からあげ　げんきや ㈾　都久屋 ㈲ビューティ　みぞくち Goody 生活応援隊玖珠店 山本サイクル

焼き鳥ななえ 味千ラーメン 平川ようかん菓子舗 ㈲大根屋 理容繁田 ゆうきサイエンス（有） 呉服・衣料品 世之島輪業

居酒屋　そうちゃん 山路 Smooke House Don Pan gorge（ゴルジュ） 後藤機工㈱ Fashion　ルビーノ

どんどん安 菓子工房　Ptaly 花林＆手づくり夢工房 グリーンプラザ良心市 スポーツプラザ太陽 酒
酒処　五の吾乃 望山荘 ほんだストアー (株)うめのファーム きもの田坂 リカーショップおおつか

みつまど寿し 軽食まーさんどー やの豆腐店 花 工業関係 パブリックサービス　カクイ 穴井衣料品店 吉住酒舗

あすなろ食堂 ラーメン　とん太 キュウエイファーム㈱ ㈲花の店タケウチ ㈲永松瓦工業 道の駅慈恩の滝くす （有）有永百貨店 中島酒舗

茶房　花椿 わらび野 のんびり茶屋 グリーンハウス蘭 ㈲後藤工務店 CD屋　アサダ ちろりん村 亀の井酒造

紗花 こむぎひめ 日隈いちご園（Fraise） 花工房　咲 ㈱グリーンサービス藤野造園 スポーツ丸菊 かわしま酒店

Okamura いいとこ焙 urikri(うりくり) フラワーアレンジ菊水 ㈲高倉ホーム ㈱Mクラウン ㈲田中酒店

㈲鏡ヘルシーランド　地どり茶屋 たこ焼き　絆 木村フルーツ ポンポンシュシュ-花と菓子と- (株)久大電設 ㈲タカタ 山崎酒店

お食事処　金太郎 トム・ルーエ 観光農園トマトファーム 川野設備 その他 パンセあきよし

いたる屋 ヤトカコーヒー 貴水 くすり・化粧品 ㈲秋好電気工事 ㈱浅田商会 ニューリラ

はとや食堂 とんかつ李音 Yショップ玖珠 財津薬品 長谷部水道（資） くすエルピーガス協同組合 やまひら 時計・メガネ
玖珠・森のクレヨン スナックM's(エムズ) セブンイレブン玖珠森店 べっぴんハウスはら ㈱河野組 キャンプ場＆農園　玖珠の杜 きもの川内屋 三谷時計店

ログカフェ　赤とんぼ café mikka ローソングリーンプラザ店 大塚薬店 石田建築㈱ 慶応ゼミナール 塚脇フジモト時計店

お好み焼き　秀屋 旬菜café ひだまり ローソン玖珠長野店 井上小薬 相良電気商会 くす印刷センター ㈱ヤノメガネ玖珠店

（有）東華 屋台村　なおちゃん ファミリーマート玖珠戸畑店 ベストメイクアップ　たかくら ㈱大分フェンス 玖珠コピーセンター ㈾フジモト時計店

カレーハウスいまむかし ローソン玖珠山田店 阿部建築工房 穴井硝子店 ㈲ベルリンメガネ

㈱金比羅うどん セブンイレブン玖珠大隈店 ㈲梅野組 マルイ産業㈱玖珠支店

焼肉レストラン・カトウ ファミリーマート玖珠大隈店 石井板金 ㈲森本ガラス店 家庭電器製品
(有)幸華すし ガソリンスタンド ㈲高井良建装 松方はりきゅう院 米 パナックスサトー

代太郎そば ㈱カンダ石油 久栄建設㈱ 大交タクシー 石井精米所 電化の森月

山田うどん 滝石石油店 梶原塗装（有） ㈱大分機販 伊勢屋 ベスト電器玖珠店

カタリヨ 安達石油 K.G.G玖珠ゴルフガーデン 玖珠佐藤電器㈲森駅通り

和風創作料理　だいご 秋好石油 東久大通運㈱

そば処水月 ホームセンターセブン給油所 佐藤フスマ店

しずり食堂 三和石油店 かみ企画室

ブラッスリーエスト JA玖珠九重　セルフくす 玖珠運転代行

七福温泉　宇戸の庄 create only one HI-CHA

オーバードリンク カネヤス

スナック　ＳＡＲＡ 楠繁㈱

スナック　ジャスミン ツツイ製作加工

スナックえみ ㈲太陽印刷社　玖珠支店

ラウンジブルームーン handi

Snack M　笑夢 JA玖珠九重　玖珠配送センター

スナック　NoRi エヌエーオーグラフィック

㈲ワイワイ

㈱トーカーワークス

有掛カイロプラクティック院

運転代行業　西原屋

第2弾　「鬼（コロナ）退治商品券」　加盟店一覧　　　　　　※加盟店は随時更新していきます

飲食店

地域でご商売をされている事業者の皆様へ

新規の商品券取扱加盟店も随時募集しております！！

申し込みは玖珠町商工会まで！！ ＴＥＬ ７２－１２１１


