
南小国町（中原地区） 小国町
【飲食業関連】 【小売業関連】 【飲食業関連】 【飲食業関連】 【運送業関連】

焼肉まるや あぶらや 味処なか 静泉荘 華匠庵 果林 （karin) 津埜運送
ピエロ 室原合名会社 すみよし食堂 ㈲大朗館 瀬の本高原山の家 小国タクシー
㈲カランセランド （花郷庵） 下林文具店 ㈲ラ・モール ㈲流憩園 ペンションポ－ランの笛 【建設業関連】 丸善タクシー
㈲吾亦紅 ㈲おおぎや家具 瀬の本茶屋 ㈲旅館湯之迫 離れ宿 山咲 黒川工業 福祉 コスモスタクシー
㈲戸無のそば屋 ㈲まるきん 辻の茶屋 ペンションフラットツイン ㈲林建設
㈲蕎麦菜 ㈲クリハラ ㈲沙羅 ㈲花心 鞭馬工務店 【医療関連】
キングフーズ㈲ （鳥王） 平野食料品店 あっぷるみんとハーブ農園 ㈲中島産業 小国公立病院
福一らーめん家 ㈲共楽園 （林檎の樹） いろり家 ㈲山河旅館 河津重建 おぐに整形外科
炭火焼 二三更 ㈱SMO南小国（きよらカｧサ） 食彩花あかり ㈲ふもと旅館 とらたに歯科
おばんで～す ハカリヤタバコ豆腐店 白川そば　隠庵 ㈲御客屋旅館 （わろく屋） 蔵迫温泉さくら 【小売業関連】 甲斐田歯科医院
鬼笑庵 唐傘松商店 ピッツェリア トレパッソ ㈱夢龍胆 ㈲黒川荘 下城商店 児玉歯科医院
茶のこ ゲッセマネガ－デン パティスリー麓 ㈲旅館湯本荘 ㈲黒川温泉農園（奥の湯） 中原精肉店 小国調剤薬局
ふれあい さんこう ファミリーマート 南小国きよら店 湯音 ㈲九峯館 （和らく） 森のコテージ （㈱サカエ） 河津酒店 ファーコス薬局 ゆう
花カフェ ドラッグストアモリ 小国店　 八菜家 山久観光㈲ （やまの湯） 志津の宿 ㈲花唐符 おぐに薬局

コメリハード＆グリーン 南小国店 白玉っ子 甘味茶屋 ㈲富士屋 （のし湯） ㈲竹ふえ アスリード薬局 小国店
【建設業関連】 まんがんじ入舟 ㈲いこい旅館 悠々ひぐらし 【製造業関連】

㈲井上建設 【宿泊業関連】 立岩水源 ㈱やまびこ旅館 旅館 壱の井 河津製材所
㈲小国緑化 農家民宿 ゑびす華 ワン CAFFE ㈲旅館にしむら 湯峡の響き 優彩 小林製材所
㈲甲斐電工社 憩い家 楽庵 ㈱南城苑 平野台別荘村 高原の宿 堀川畳店
北里鉄工所 【サービス業関連】 さくら庵 ㈲藤本商事 （旅館藤もと） ゴンドーシャロレー ㈲河津開発
下城板金工場 綾部自動車 お宿 華坊 石橋養鶏場
㈲東瓦工業 ㈲太陽印刷社 【建設業関連】 吉原ごんべい村 翔平窯
川津瓦工業所 麻生理容 YARIKEN ㈲おおぎ荘 バックパッカーズ山肴
㈲東熊建設 松崎自動車整備工場 日野建築 ㈲若葉旅館 きらら・やすらぎの夢別荘 【宿泊業関連】
大仁産業㈱ 清高商店 （石油） 北里道路㈱ ㈲旅館美里 阿蘇くじゅう高原ユースホステル 甲の瀬キャンプ村
富板金工業 ㈲成和自動車工業 ㈲利光建設 ㈲夢乃湯（はなむら） 茶屋の原キャンプ場 NPO法人 押戸石の丘
江口左官業 ㈲佐竹商店 ㈲斉藤工務店 ゲストハウスふるさと さこんうえの蛙
日隈建築 ㈱ 陣 井野塗装 こもれび庵たゆたゆ 農家民宿 かぐや姫の里
宅野工業 ちゃんとつたえる ㈲合原技建 民宿きらく 阿蘇 大市館
鳳職 ㈱ダイジン自動車 河本建築 お宿花風月・天河山荘 彩の庄
マルセイデンキ タイ式マッサージ ヤークママ ㈲小国電業 ㈱樹やしき 【運送業関連】
藤崎重機 ファイン美容室 秋吉左官 ㈱帆山亭 太陽代行

美容室 アトランティックブルー 【小売業関連】 【製造業関連】
【運送業関連】 ㈲サトーカラー現像所 【サービス業関連】 松岡商店 (資)梶原製材所 【その他】

石橋企業 クラタニ写真工房 ㈲高橋 （Ｙショップ） ㈲南牧場 ㈱ASO小国ファーム
市原タクシー 【製造業関連】 宇都宮自動車板金塗装 (資)平野商店

㈲穴井木材工場 ナウ （看板等） 井商店 （おせんべい）
【医療関連】 ㈲河津豆腐店 ＰＣｱﾝﾄﾞＷＥＢサービス ㈲吉祥

蓮田クリニック ㈱クリーンヒット サロン・ド・アースカラー 中村青果
きよら歯科医院 ㈱Foreque 耕きちの湯 あぜみち
きよらのさと薬局 太田理容店 ㈲ごとう （後藤酒店）

ほぐっちゃん ジャージー食品㈱
㈱黒玄 （ガソリンスタンド）
雑貨来風
雑貨 そばおしき
八百隆 （青果卸）
㈲山のいぶき
酒の宿
夫婦滝 滝のおみやげ屋さん
やまなか
いご坂陶庵

㈲あらい
（山しのぶ、草太郎庵）

『“超”プレミアム付商品券』南小国町商工会取扱い会員名簿（令和2年5月29日現在）

瀬の本高原リゾート㈱
（三愛レストハウス・
  三愛高原ホテル）

南小国町（赤馬場地区） 南小国町（満願寺地区）
【宿泊業関連】

㈱藤リゾート
（新明館・山みず木・
  深山山荘）

㈱黒川温泉御処
    月洸樹 （彩もみぢ）

★お客様へ☆

購入された商品券の裏面に注意事項等記載

しておりますので、必ずご確認下さい。

お問合せ先

南小国町商工会

熊本県南小国町赤馬場1900-1

☎０９６７－４２－０１４２
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