
平山無邪気鮨 （同）ケアプランセンターSASAE 岸上釉塗装 前田自動車工業 田中製作所
福永工務店 寿 司 清 ㈲木嶋自動車整備工場 ビューティーマドンナ つちや造園

㈱味　善 福元理容室 スナックとも＆とも 木下産業 宮崎ゴルフ倶楽部（丸五） ㈲長友舗装
アヤサマー ㈱藤元建設 スナックパブ・シングル 協同紙工㈱ 六　　矢 ㈲西田自動車
池田住設 ㈲藤元運送 スナック道 ㈲国富プロパンガス ＪＡＳＳ（三名） ㈱濱砂機工
㈲衣料のながとも ㈲マルタカ ㈲ハウスクリエイト ㈲郡鉄工所 浜砂工務店
㈲宇都宮薬局 宮崎パパイア商事 スナックリバー８ ㈲洸樹園 一ツ葉焼窯元
㈲上床建設 ムラカミ建築事務所 焼肉祥　天領 後藤寝具店 フォレスティック㈱
エンジョイスポーツとりはら Memorable neo 巣山鮮魚店 ㈲すまい空間工房さいとう 青木自動車整備工場 ふれあい介護ホーム母家

㈲太田商店 （資）山内酒店・本庄新聞販売所 関修建設 斎藤電業 旭道路㈱ ほけだけパークハウス（八町坂）

（名）大西製材所 山本農機 ㈲高山よろず本店 境田自動車 池袋自動車整備工場 松下板金工作所
大山食品㈱ 柚木崎菓子舗 橘ソーイング㈱ ㈲山晃工業 井上運輸㈱ ㈲山下製茶
岡元左官 弓場元自動車整備工場 ㈲谷山ガラス店 ㈲サンシー鈑金塗装工場 今村水産 吉井養豚
金丸宏志税理士事務所 恋 話 館 でんきやヒラヤマ ㈲サンランドリー太陽舎 ㈲緒方鉄工所 ゲストハウスほけだけ荘

㈱金丸プロパン瓦斯 ㈱渡辺金物店 ㈲とこなみ時計店 重山米穀店 沖野工務店
㈲川越組 わちどんが村式部の里 トライアングル 志髙設備 ㈱小倉組
㈱川越工務店 ローソン国富田尻店 ナガミネ理容 ㈲昭英物流 鹿倉左官
国富工芸 ファミリーマート国富町役場前店 西田表具店 ㈲伸公工業 カフェノワンダーランド アイオーケイ㈱
くにとみ幼稚園 ㈱八紘園 ㈲菅自動車 ㈲木村モータース 岩 切 組
クリーンクリエイトサービス 花工房　こうづま 鈴木食鳥 ㈲国富開発 岩野サッシ
グルービーヘアーＫ ㈲日高石油店 関谷自動車 くにまち工房 インテリア富
㈲高妻商店 大衆食堂　瓢六 ㈲高野住宅設備 栗巣土木㈱ ウッドファクトリーフクシマ

㈱佐藤産業 イケダシーリング 二階（瓢六） 竹内建装 ㈲建　進 ㈲漆島商店
サロンド美保 稲田白玉饅頭店 ぶぅ 中華料理　王林（同） ㈲近藤商店 ㈲大坪農材
㈲しみず金物 井上白玉屋 酒菜　歩十里 つかさ亭㈲ サン・ルーフ宮崎 押川施工
㈲しんちゃんラーメン 猪山石材店 ㈲雅庭園 T-RACING ㈱島之内製作所 お食事処　たんたん
㈲杉尾米店 岩切電気管理事務所 ㈱めだか交通センター ㈲デンソー東諸サービス ㈱関　谷 落合技術測量㈲
㈲杉田園芸種苗園 英真工業 ㈲矢野住宅産業 ㈲ナカノオートサービス 太閤工業㈱ 落合工務店
武田モータース 江 戸 串 ㈲優心工業 中野建築 髙砂ライスセンター ㈱川上建築
㈱寺田緑化 大早美容室 横山理容店 成本コンテナー㈱ 高橋酒店 川越酒店
㈲ドラッグストアいどがわ ㈲川越電気 吉野茶園 和食　なんどきや ダイコー空調 川越自動車整備工場
㈲中野農園 串焼きちぃ暴 ラーメン定 日栄建設㈱ 津島左官工業 九州オリンピア工業㈱
中原建装 国富木工工芸 和食の和貴 ㈲日宝自動車 デザイン工房二輪舎 倉田設備工業
㈲なかやす商店 黒木商会 マルダイラーメン 日豊輸送㈱ 徳永左官 黒木内装
㈲寿長嶺電気工事店 黒木建具店 コメリ国富店 ハートショップはしもと 徳永精米所 森永種豚場
西木電気店 蔵カフェやはた 畑中自動車 日高塗装 ㈲向栄食品工業
㈲日高工務店 郡 薬 店 東鉄工業 ㈲フードマシン ㈲郡　組
平賀畳店 酒井カメラ 日野鮮魚店 三浦農産 ㈱後藤工務店
ビューティーサロン鈴 清水電気水道設備 あまてらす 居酒屋　ひまわり 宮崎中央ダクト㈲ 後藤商店
㈲福　助 ㈲華ぜん 井戸川水道設備 ㈱タカヤマ ㈱宮崎血流研究所 サインボードスズキ
㈲豊　栄 ㈲鳥原電工商会 ㈲井上建築 ㈱フェニックスハイツ ㈲本山工務店 坂上電気商会
（特非）ほとくり会 野村行政書士事務所 ㈱インテリア永幸 ㈲フェニックスモーター 矢野鮮魚店 ㈲三九金属工業
松浦板金店 浜砂電器 大津留社会保険労務士事務所 福岡自動車板金塗装工場 ㈱横山製茶 ㈱サン・スマイル
溝口建設㈱ ＨＩＤＡＫＡ ㈲大脇建設 ㈲プラッツ 大阪機器製造㈱ ㈲サンエイ保険
㈲宮田金物・石油店 （資）福留商店 CAR SHOP 修 ペインティング・スガハラ パンと洋菓子のリボン 菅哲石油店
㈱村岡ホンダ販売 ミノル電設 ケアセンター　一期一会 マテリアルセンター㈲ セブンプラザとりはら
㈲恵建設 やきとり　知千 ㈲こおり畳屋 Ｍｉｍｉ 高橋建設
メンズヘアスカイアズーリ 弓削建築 児玉企画 ㈱宮崎環境保全公社 ㈲高橋建設
ゆかり美容室 読売センター国富 サキヤマ美容室 ㈲宮田建設 ㈲上山水道設備 ㈱武田建設
㈲リッチマン Ａコープくにとみ店 ㈲三和測地設計 ㈲家具のむらかみ 上山デンキ 武田自動車販売
ロビンス ＪＡＳＳ（本庄） 杉田自動車整備工場 雪印牛乳販売所 川添酒店 ㈱鶴田工業
わ ら じ アイトップ国富店 ㈲巣山工務店 矢野産業㈱ 杉田商店 鉄板焼　玉屋

ファミリーマート国富仲町店 ㈲星巧測量設計事務所 山岡システムサービス ㈲竹炭の里 ㈲輝工務店
セブン美容室 ㈲ライフ渡辺 長井牧場 うなぎの中原
㈱テイク ㈲渡辺恭一商店 福田商店 日向扇屋

明石美容室 東洋事務器㈱ 渡辺モーター 八重尾工房 ピットイン森・森の茶屋

ａｃｒｕ アトリエ エテ ㈱長友プロパン商会 ㈲天照（青龍堂はり灸整骨院） 山崎酒店 二見建築
㈱一利喜 居酒屋　大ちゃん ㈱長嶺建設 ㈱おそうじがんばり隊 友晃デバイス ㈲平和食品工業
㈲井上商会 居酒屋　いちりき 長嶺鮮魚店・魚よし アタックス国富店 ㈱吉野土木 企業組合福祉サービス みちくさ

岩切印刷 割烹より道 （同）なずな ダイレックス国富店 ㈱リフォームかどた 宮崎瓦販売㈱
岩切美容室 井上電器店 ㈱ヒダカ印刷 国富営業所 セブンイレブン国富木脇店 ㈱和田林業 宮崎西部給湯器サービス

上田技工所 井上左官 福島たたみ店 ファミリーマート国富木脇店 ＪＡＳＳ（八代） 三輪大工
エース電化サービス ㈲井上商店 ㈲三角農材 麦 の 穂
鬼塚憲彦司法書士事務所 オーダースーツかつだ 国富店 ㈲宮王設備工業 やました設備
㈲垣原印刷 ㈲お菓子の秋月 ㈲宮崎防災 ㈲弓場元運送
九州農産㈱ 緒方薬店 勇　　建 井戸川建設㈱ 愛染FARM ㈱渡部工務店
倉田不動産 ㈲甲斐建設 ラポール・ド・クニトミ 岡田窯業㈲ ㈱アート・アマネ ガイアテック㈱
サンクールシステム㈱ 家具のよこやま リンカーン農産 ㈲落合ストアー 今村商店 田代工業所
㈲三交ホーム 和　　代 若柳舞踊教室 甲斐林業㈱ 今村畜産
㈱産　商 ㈲片山組 ＪＡ国富営農センター ㈱慶光園 ㈲今村ブロイラー
須田商店 カラオケＨＡＮＡ 見聞読タナカ国富店 ㈲小松木工製作所 大島たたみ店
須田青果 ㈱川越酒造場 コスモス国富店 ㈱サンロード出荷組合 大田尾製材所
㈲セフティ宮崎 ㈲川越防災 ㈲三名電気商会 大野電業
ソーラーフロンティア㈱国富工場 川 や す 嶋田酒店 緒方建設
㈱太陽興産 喜多工業 ショッピングストアー落合 国富産業㈱
高　　翔 喜多寝具店 美容室Ange ㈲真美工業 国富重機輸送㈲
谷山俊郎司法書士事務所 喫茶スナック茶人 ㈱赤木鉄工所 ㈱大　吉 ㈱児玉木材
中央造園㈲ き ょ く ㈲阿部電工 ㈲津江板金 ㈲健康農園くにとみ
東 京 苑 国富製パン所 安藤自動車板金塗装工場 寺原電設 ㈲後藤和組
BAR木蓮 ㈲国富葬儀社 ㈲一心寺建設 ㈲長友工務店 サントメネル
日測コンサルタント㈱ ㈲国富電器 岩切商会 ㈱日　環 ㈱サンマコモ
㈱ひかり工業 紘 洋 堂 岩崎設備サービス ㈱協同防災国富（営） 塩口建築
日高オートサービス ㈲三共技研 ㈲海老原建設 野中タタミ㈲ ㈲白坂ファーム
日高機材工業㈲ サンリッチ オートサービスセブン 原 農 園 ㈲スワ自動車
㈲ピジョンフラワー宮崎 美容室　シャトレ ㈲大石石材店 日高工務店 高野ストアー

木脇

国富町プレミアム付商品券　ご利用店一覧

三名

八代北俣

八代南俣

深年

森永・飯盛・須志田・竹田・向高

稲荷・嵐田・田尻

仲町・八幡

十日町

六日町

犬熊・宮王丸・仮屋原・一丁田

この一覧表は令

和元年９月２０

日現在のもので

す。

その後、変更等

があった場合は

ご容赦ください。

店舗の配列は順

不同。

確認するニャン♪


