
古賀豆腐店 スヌーピー・ＫＩＳＳ ㈾瀬戸内鉄工所 ㈲政岡建材
㈱扇屋 やぐら鮨 田原モータース ㈲フクイ
義永菓子店 ちゃんこ神鷹 永岡サイクル ㈱浜崎コンクリート
喜納惣菜 小料理ゆう ㈲岩切自動車整備工場 ㈲よしむらアルミ
津留商店 喫茶らびっと 鳥入マリンサービス 信原石材工業
ミクニ惣菜 洋食屋 Recto ㈲岩切モータース 南大島生コン㈱
㈲みのる 食酒房旬 ㈲東デンソー ㈲緑原砕石
アイショップ定岡商店 居酒屋酒楽 産業機械サービス
うらしまや MISHORANBAR MARMA 平自動車整備工場
㈾吉谷酒店 居酒屋太助 森田自動車
不二園 中華料理栄屋 ㈾要モータース 丸拓運転代行業社
㈾瀬戸内酒販 しょう家 渡辺自動車整備工場 南部交通(株)
森永商店 キャビン カケロマ鈑金塗装 ㈱レンタカーなかむら
栄田商店 リッキー イキンマレンタカー
アイショップみねた商店 居酒屋美喜
ぼくの店 A－Mi 永山写真館
一球 JUICE ㈱森設計事務所 ㈲安田工業
登商店 居酒屋一角・ＴＯＲＩ エムエヌ企画 ㈲田村太志造船所
ストアーとくなが 千両 コーラル・クリーニング ㈲山畑木材
新田商店 丸屋レストラン ㈱ライズカレント 峯田商事
㈲迫田商事 くれよん 中央ドライ 泰江鉄工所
重満商店 味華 スリ浜鍼灸院 中島工作社
清商店 仲村屋 カラオケステーション悟空
阿部商店 遊屋
よしみ屋 のむら ㈲喜島電気設備
茂岡商店 松竹 ㈱カケロマリゾート ㈲ニシナ電器
美咲商店 ばんめしやぽっち ㈱奄美航空 さだ電気
池田商店 たづき・TAZUKI ヤマハタマリンサービスあまん 高田電気㈱
林商店 アンジェリーク 海風舎 ㈲登電工
元商店 Rib アクアダイブコホロ ㈲ミナト電気工事
ファミリーマート瀬戸内店 Castano・little BAY coffee & icecream スローガイド奄美 瀬戸内ケーブルテレビ㈱
(同)奄美はなはなエール 小料理千次郎 マリンステイション奄美 ホンダ電機商会
よしみ弁当 Bar Rise ダンデライオン奄美 キヨハラ無線
むさし Spice Mafia Okano.F.W.Amami ㈲武原電気工事社
春日亭 酒縁城 Gori marine
とらや イン　加計呂麻 酒場HIBIKI・Bar Reverb Dive cico

飛びゅる 奄美の釣舩　款璽丸
Bar mais グランブルー加計呂麻 ㈱やしろ水産
ラウンジ　Ama Ryllis Cross Island ㈲古仁屋農産
居酒屋ふくちゃん Sea Goblin's 福山物産

池田製菓店 なにわ食堂 奄美ダイビングスクール　はげまりーん 瀬戸内漁業協同組合
パン工房イマジン スナック夜間飛行 Hala Resort 竹山食品
大丸製パン工場 優子 素泊まり＆海遊び with Dio 奄美サウスシー＆マベパール㈱
田原製菓 LUANA crepe ONE LOOP 瀬戸内食品
大城もちや 67食堂 さんご丸 里山製糖工場

居酒屋眞寿 マリンアクティビティーminami (株)マルハニチロAQUA
レストランいそしぎ かけろまの森
太陽の島カフェ 丸源水産

海美や とみ食堂 サンフラワーシティホテル 西田製糖工場
ミクニ鮮魚店 喫茶淀 民宿ふじ ㈲大里食品
島魚あま海 桔梗 民宿海 奄美センバス㈱
㈲新栄青果 oldies BAR 88 お宿ねぷす 上田製糖工場
魚屋さん こにや紡ぐや ホテル THE SCENE 武富農園
さかな屋一番 お食事処もっか 民宿おれんち ㈱平祐
弘丸鮮魚 スナックドリーム マリンブルー・カケロマ 野見山製糖組合

小料理ちどり 民宿来々夏ハウス (同)奄美
小料理春 ダイビング＆ペンション・RIKI 叶農産
スナックみつわ ハウスインカケロマ タイケイ製糖

古山衣料 小料理　あすなろ 民宿みなみ (同)アクションクルー結
ブティックチューリップ R 貸別荘芳天・素泊荘宮前 いすわん物産
ひだまりの店 せとうち海の駅シーフードレストラン 民宿信岡 池田畜産
はぁと ゆらい処 島の宿うらら しりたむんきゃ
よしおか Nana's Bar かしきり宿蘇刈の月ちゃん Sketch加計呂麻
すまいる ビートル ゼログラヴィティ きゃしなふ農園
ブティックセチール スナック絆 レンタルゆうなぎ 山田農園
東林堂マヤ 怜遠 ペンション　海人スタイル奄美 鼓太郎丸
Shellish よろこぶ屋 海みるテラスの宿・リリーの家 たけはら農園
asivigocoro お好み焼きカズちゃん ホライゾンクラブ KanchanaFarm

ラウンジ美未 リゾネッチャヴィラ・イン・嘉鉄
鳳仙花 くつろぎの宿　おかげさま
小料理颯 民宿みどり ㈱仲村運輸

㈲徳山靴店 一坪屋ぶいん 冨の露 深浦丸
米村時計眼鏡店 ワンピース ささやかなおうち村内原・ささやかなおうち村中道原 みなみ丸

カフェ＆バー クローバー すずめのお宿 宝吉丸
A day 奄美の宿　ぐっど・ぐりーん 海上タクシーなかまる

奄美物産 ラウンジ　ほたる ヒロ　アイランド　スタイル ㈾吉田海運産業商会
ひかる荘 久保丸

福増運送
やすの美容室 ㈲山畑運送

㈲松屋 カトレア美容室 ㈱伊東組 ㈲中商
喜入文具店 ビューティーサロン京子 ㈲永井興業 デイゴ丸
まさおか（スポーツ） Hair design stage (同)平岡内装 富丸
㈲丸山文具店 ヘアーサロンかわばた 平島建築ネットワーク とびうお３号

美容室髪風船 ㈲福原住建 ㈱誠和産業
Ｎ． ㈲竹山商建 泰丸

フラワーショップたんぽぽ なかむら美容室 義永内装 みなみ丸Ⅱ
花コラージュ・ danke schön ㈱三島工務店 シーホーク
フラワーショップたしろ napf＋ ㈲福塗装店 時田産業
畑種苗 ラ・モード　バンプ—美容室 徳田工務店

ヘアークラブMIX ㈱永久工業
ビューティーサロンとーく ㈱勇建設 ㈱ハートワールド

リバティーオーシャン 金城商会 ㈱せとうち
㈲福井薬品 池田大工 第八龍伸丸
南海日日新聞瀬戸内第二販売所 ㈲治野建設 竹産業
窪田車輌商会 富田商事㈱ 和塗工房 ㈱ジョイント
南日本新聞瀬戸内販売所 瀬戸内ガス㈱ (株)南西興産 第八光宝丸

豊給油所 池上大工 Hub a nice d!
有村商事㈱古仁屋営業所 (株)祐心 つむぎ企画

㈱安山衛生社 ㈱大島石油古仁屋営業所 大工中村 (一社)せとうちラジオ放送
㈲早川福祉葬祭 勝田石油店 Circle Mountain (令和４年9月12日現在）
㈲武田クリンセンター ㈲佐々木石油
㈲せとうち葬祭 ㈲長野給油所
㈲瀬戸内清掃
㈲瀬戸内ビルシステム

《　造船・鉄工所・製材所　》

《　清掃業・葬祭業　》
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《花屋・種苗・ペットショップ》

《　電気工事・電気製品　》

《　その他小売　》

《　理容店・美容室　》

《　ガソリンスタンド・ガス　》

《　水産・農産物加工製造　》

《　その他　》

《　運送業・海上タクシー　》

通常商品券・プレミアム商品券取扱事業所一覧（商工会発行商品券を利用できる事業所一覧）

《食料品雑貨・惣菜・煙草・酒店》

《　衣料品店・衣料雑貨　》

《　靴・時計眼鏡小売　》

《文具店・スポーツ用品店》

《　菓　子・パ　ン　》

《　飲　食　店　》

《　建設・建築　》

《　運転代行・タクシー・レンタカー　》

《　宿泊（ホテル・民宿）　》《　鮮　魚・青　果　》

《　旅行業・レジャー業全般　》

《　サービス業（全般）》

《　みやげもの　》

《　建材・サッシ・石材等　》《　単車・自動車・整備工場　》

※ご注意 ※ 下記の３店舗では使用することが出来ません。

Ａコープ瀬戸内店・マツモトキヨシ瀬戸内店・ジョイフル奄美瀬戸内店


