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◆ 『めぐるん券』 の利用期限は、発行された月から５ヵ月目の月末までです。

◆ １,０００めぐるん券 １ 枚で、１,０００円分の取扱店の商品のお買い物ができます。

（おつりは出ませんので、現金と組合わせてご利用ください。）

◆ 『めぐるん券』 には、すべての取扱店で利用できる「全店共通券」(青券･緑券)と大店舗等以外

の取扱店で利用できる「個店限定券」（赤券）がありますので、取扱店一覧表でご確認ください。

◆ 商品券利用者特典は、変更または終了の場合があります。予め、ご了承ください。

◆ 商品券･ビール券･ギフト券･プリペイドカード･はがき･切手等、及び菊池市指定対象外商品は

購入できません。

◆ 店頭のみの使用とし、仕入れや掛売り･掛買い（ツケ）には使用できません。

菊池市内共通商品券 『 めぐるん券 』 利用上の注意
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赤・青・緑券が使える店舗

番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

1 小売 (有)あまとや 菊池市隈府940 25-2366 菓子 9：00～17：00 不定

2 小売 アテネ菊池店 菊池市隈府609-5 24-2970 婦人服、小物、雑貨 10：00～18：30 日曜

3 小売 (資)阿波屋商店 菊池市隈府48 25-2412 ガラス、サッシ、リフォーム工事 8：30～19：00 日曜

4 小売 糸岡石油(株) 菊池市隈府642-2 25-2919 ガソリン等 7：00～20：00 日曜

5 小売 イノウエ寝具店 菊池市隈府238 25-2554 寝装品専門店 8：30～18：30 不定 粗品進呈

6 小売 きもの屋・いばらき 菊池市隈府34 25-2583 呉服、染物 9：00～18：00 火曜

7 小売 でんきハウス　イワシタ 菊池市広瀬122 25-3039 家電販売 9：00～18：00 日曜･祝日

8 小売 岩見屋デンキ 菊池市隈府1013-5 25-2520 電気器具 8：00～19：00 なし

9 小売 岩本輪業 菊池市隈府280-9 25-2582 自転車修理・販売 8：30～18：30 日曜

10 小売 魚形青果 菊池市隈府1053-1 25-4606 野菜、果物、弁当

11 小売 上野豆腐店 菊池市隈府23 25-2581 豆腐、あげ類等 6：00～18：00 日曜

12 小売 内田時計メガネ店 菊池市隈府275 25-3061 時計、眼鏡、補聴器、時計修理 8：00～18：30 なし 消費税サービス

13 小売 (株)有働精肉店 菊池市隈府954-1 25-3017 馬刺、牛肉、とり肉、豚肉、ハンバーグ 7：00～19：00 火曜

14 小売
エディオンとくなが電器
　菊池店

菊池市隈府762-1 24-3266
家電製品、リフォーム（フロ・キッチン・
トイレ等）

10：00～19：00 木曜

15 小売 お菓子の香梅　菊池店 菊池市隈府1102-4 26-5600 和菓子、洋菓子 9：00～19：00
奇数月の
第２水曜

定休日は変動有り

16 小売 オガタ文具店 菊池市隈府291 25-1135 事務用品、学校教材
 　8：00～18：30
土9：00～16：00

日曜、
他あり

消費税サービス

17 小売 (資)岡山建築資材店 菊池市隈府786-2 25-3370 サッシ、建材 8：00～17：00
日曜、
祝日他

18 小売 (有)かまや 菊池市隈府1025 25-2845 ガラス、窓 8：00～19：00 日曜

19 小売 (株)菊鹿資材 菊池市野間口1015-1 24-0945
農業資材、ビニール、ポリ、肥料、農
薬

　 　8：30～17：30
日祝9：00～17：00

第１･第３
日曜

5,000円以上購入者に粗品進呈。10,000円以上購
入者、菊池市内無料配達（受注から2・3日後）

20 小売 合同会社ＹＯＮＥＤＡ 菊池市隈府500-27 24-4301 エステ、からあげ将軍、米販売、学生服 9：00～21：00 なし

21 小売
協）菊池ショッピングプラザ
夢空間

菊池市隈府609-1 24-5110 日用品等 10：00～20：00 なし

22 小売 お茶の旭志園　夢空間店 菊池市隈府611　夢空間内 37-2634 お茶（全品無農薬販売）
　 10：00～20：00
日 9：00～20：00

元日
茶ギフト10ケース以上お買い上げで同じ商品
を１ケースプレゼント

23 小売 米粉パン屋きるん 菊池市隈府469-10 25-1817 米粉パン 11：00～18：00
月・火・
土・日曜

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

菊池地域
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赤・青・緑券が使える店舗

番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

菊池地域

24 小売 靴のニシムラ 菊池店 菊池市隈府609-1 夢空間内 24-5840 靴
　 10：00～21：00
日 9：00～21：00

なし

25 小売 久保酒店 菊池市隈府22 25-2227 酒類全般、食品 8：00～23：00 なし

26 小売 (資)隈田本店 菊池市隈府265 25-2011 しょうゆ、みそ、酒類、調味料 8：00～18：00
日･第3土
1月1～3日

27 小売 (有)倉原商店 菊池市隈府428 25-2422 食料品、日用品 7：00～19：00 日曜

28 小売 化粧品のアテナリ 菊池市隈府297 25-3750 化粧品・エステ
 　10：00～19：00
土10：00～18：00

日曜

29 小売 小池商店 菊池市隈府115 25-2222 酒類 8：00～21：00 なし

30 小売 (有)合志製菓 菊池市隈府1299 25-2214 菓子 8：30～19：00 不定 商品券1枚利用につき粗品進呈

31 小売 煌鈴堂家具店 菊池市隈府72 25-3290 家具建具、牛乳製品

32 小売 小佐井写真場 菊池市隈府275 25-2744  カメラ機材販売、写真全般 9：00～18：00 日曜

33 小売 小佐井写真場　夢空間店 菊池市隈府609-1 夢空間内 24-5454
カメラ機材販売、写真全般、クリーニ
ング取次ぎ

　 10：00～21：00
日 9：00～21：00

 1月1日・
6月10日

34 小売
コッコファームたまご庵
　物産館

菊池市森北1077 24-0007 卵・鶏肉及び加工品 10：00～20：00 1月1･2日
システムの都合により、自社ポイントの付与
はできません。ご了承ください。

35 小売 (有)ゴトー電器 菊池市西寺1658-5 24-0033 電器製品及び工事・修理他 9：00～20：00 第1水曜

36 小売 菓匠　古能美 菊池市隈府897-2 25-2125 松風、他焼菓子、カステラ 9：00～18：00 なし
5,000円以上お買い上げのお客様に消費税
サービス

37 小売 (株)紺田商店 菊池市北宮274-1 25-2077 土木、建築資材、管材 7：00～18：00 日曜
10,000円以上お買い上げのお客様に菊池市
内無料配達

38 小売 サイクルショップソノキ 菊池市隈府632-5 25-2917 自転車

39 小売 サラダ館　菊池中央店 菊池市隈府940 24-3411 贈答品、記念品 8：30～18：30 第1日曜 ティッシュ１個進呈

40 小売 サロン ド フルベール菊池 菊池市隈府895-6 24-1171 フルベール化粧品 9：00～19：00 不定 粗品進呈

41 小売 (株)正観寺丸宝 菊池市隈府1097-2 25-3721 松風 8：00～18：00 日曜・祝日

42 小売 (有)常勝ファーム　もろみポーク菊池市森北119 24-1944 精肉、加工品 11：00～18：00 火曜

43 小売 (有)ソウルメイト 菊池市隈府609-1 夢空間内 25-0277 オイル交換、電動カート、タイヤ 10：00～21：00 なし ポイント進呈（５倍セール除く）

44 小売 (株)タートル 菊池市隈府279 24-4147 介護用品レンタル・販売 9：00～18：00 日曜、祝日 ５％引き

45 小売 (有)田中スポーツ店 菊池市隈府758-1 25-4235 スポーツ用品全般、武道具用品全般 9：00～19：30 不定
会員証に更に1ﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾋﾞｽ。更に券利用の場合10,000円以上お買
上げで当店使用\500券進呈（一部対象外もあります）

46 小売 竹炭工房はなぶさ台 菊池市広瀬625-131
090-

3078-4641
竹炭パン、竹炭製品、竹炭焼酎、竹
炭シャンプー、竹炭リンス

10：00～19：00 月・火曜
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赤・青・緑券が使える店舗

番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

菊池地域

47 小売 津野電気商会 菊池市隈府885 25-2846 家電、家電に係る工事 9：00～17：00
土・日曜

祝日
粗品進呈

48 小売 (有)デンキのもりやま 菊池市隈府434-1 25-3217 電化製品販売・修理 9：00～19：00 日曜午後

49 小売 土井スポーツ 菊池市隈府70 25-2693 スポーツ用品 9：00～19：30 不定 粗品進呈

50 小売 (有)東京部品 菊池市隈府501-1 25-3101 自動車部品 8：30～17：30 なし

51 小売 とこわか 菊池市西寺1758-2 26-5875 パン及び菓子の製造・販売 8：00～18：00 火・水曜

52 小売 (有)中田精肉舗 菊池市野間口905 25-0298 食肉 10：00～19：00 第1・3月曜

53 小売 (有)中原松月堂 菊池市隈府285 25-2413 松風等の焼き菓子、上生菓子 9：00～19：00 不定 当店のスタンプカードに１ポイント

54 小売 菊池夢織菓子　ノグチ 菊池市隈府814-3 25-5332 洋菓子 10：00～19：00 月曜

55 小売 ハイ酒屋さん 菊池市隈府1104-16 24-4131 酒、バーベキュー用肉 10：00～21：00 なし

56 小売 Back　Drop 菊池市西寺1527-3 24-0895 新・中古車販売、車検、整備 9：00～19：00 不定 簡易点検無料

57 小売
(有)花のやまぐち
インテリアコーナー

菊池市隈府609-1 夢空間内 24-5881 衣類、バッグ、小物販売 10：00～20：00 元日

58 小売 (有)花のやまぐち 本店 菊池市隈府609-1 夢空間内 25-2359 生花、造花、鉢物販売 10：00～20：00 元日 花キューピットカード発行

59 小売 花房ペットセンター 菊池市出田2317-8 25-4343 ペット用品、トリミング 9：00～18：30 なし

60 小売 ひえだデンキ 菊池市野間口738-4 24-0402 家電商品 9：00～19：00 不定

61 小売 原田ぶどう園 菊池市深川221 25-0315 ぶどう 9：00～18：00 なし

62 小売 ハリカ菊池店 菊池市隈府468 25-4212 贈答品 10：00～19：00 第３水曜

63 小売 針藤蔵商店 菊池市隈府884-2 25-2671 乾物、海産物 8：00～19：00 不定

64 小売 肥後俵屋 菊池市隈府649-4 25-4045 いきなり団子、栗だご、ボクいがぐりくん 9：00～18：00 火曜 粗品進呈

65 小売 (有)平野屋 菊池市隈府472-31 25-2818 とり肉、惣菜 8：00～19：00 木曜 3,000円以上お買上げの方にタオル進呈

66 小売 ファッション里麻 菊池市隈府609-1 夢空間内 25-1311 婦人衣料、雑貨
　 10：00～21：00
日 9：00～21：00

元日、６月
第２水曜

67 小売 ブティックモア 菊池市隈府294-10 25-0088 婦人服 9：00～18：00 不定 お茶の接待

68 小売 (有)古本デンキ商会 菊池市隈府1028 25-2507 家電製品、リフォーム、補聴器 8：00～19：00 不定 粗品進呈

69 小売 ベビー屋 菊池市隈府279 25-2719 お宮参り着物、ベビー服、子供服
　 9：30～18：30

日祝9：30～18：00
1月1～3日 当店ポイントカードに10ポイント押印
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70 小売 ポエトリー・ファニスタ 菊池市隈府1063-3 25-0788 キッチン用品・キャンプ用品･アンティーク・ハンドメイド 11：30～19：00 月・木曜

71 小売 ホンダカーズ菊池 菊池市大琳寺43 25-4695 新車・中古車販売、車検、点検、修理 9：00～19：00 なし

72 小売 (資)本田鮮魚店 菊池市隈府909 25-2343 魚介類 8：00～18：00 日曜

73 小売 (有)松坂屋 菊池市北宮323-1 25-2235
タイヤ（自動車用・農用）販売及び修
理

8：00～18：00 日曜

74 小売 松本酒店 菊池市玉祥寺138-27 24-0960 酒等 7：00～19：00 火曜

75 小売 (有)松本石油 菊池市隈府1311-2 25-2898 ガソリン、軽油、灯油 7：30～19：00 日曜 Ｔポイントまたはミカエルポイント

76 小売 (有)三木誠文堂 菊池市隈府609-1 夢空間内 25-4131 事務機器、文具、OA機器、書籍 10：00～20：00 元日 くまもんティッシュペーパー贈呈

77 小売 ミスタータイヤマン　きくち 菊池市野間口1106-3 25-5590 タイヤ販売、修理 8：30～18：30 日曜

78 小売 光多制服 菊池市隈府226-1 24-5304 学生服、体操服販売
①10：00～18：00
②10：00～19：00

水曜

79 小売 洋菓子工房　森と山 菊池市隈府861-1 25-4234
ケーキ、焼き菓子、クッキー、ロール
アイス

10：00～20：00 水曜 焼き菓子（１個）プレゼント

80 小売 (有)山口青果 菊池市隈府434-24 24-4689 青果、果物 8：00～18：00 なし

81 小売 (有)よしのや菓舗 菊池市隈府885-11 25-2441 洋菓子、和菓子 9：00～19：00 火曜 スタンプ１個サービス

82 小売 メガネのヨネザワ　菊池店 菊池市大琳寺27-1 25-1771 メガネ、補聴器、コンタクトレンズ、福祉機器 10：00～19：00 元日 メガネお買い上げの方メガネ小物サービス

83 小売
メガネのヨネザワ
　菊池キャニオン店

菊池市片角290 25-3400 メガネ、補聴器、コンタクトレンズ 9：30～20：00 元日 メガネスタンドプレゼント

84 小売 リッツオート 菊池市西寺1423 24-7118 車輌販売 9：00～19：00 不定 無料点検

85 小売 リビングセンターまさひろ 菊池市隈府294 25-1216 日用品

86 小売 Yショップ　迫酒店 菊池市隈府1570-1 25-2780 酒、食料品 7：00～21：00
第1・第3

日曜

87 小売 Yショップ　本田商店 菊池市隈府768 25-2302 食料品、菓子、飲料、酒 8：00～21：00 なし

88 小売
くまもと産直市場

わいふの畑
菊池市隈府609-1 夢空間内 41-3003

地元産野菜・果物、弁当、惣菜、鮮
魚、精肉、その他

　 10：00～20：00
日 9：00～20：00

元日
6月第3水曜

89 小売 (有)渡辺商店 菊池市隈府58-3 25-2306 酒、米、自然食品 9：00～21：00
水曜・日曜
の午前中

90 飲食 あらかきタコス 菊池市隈府877 24-0143 沖縄料理 17：00～24：00 月曜

91 飲食 アンビシャス 菊池市隈府1121-6-3F 25-5255 バー 20：00～3：00 不定

92 飲食 (有)梅ずし 菊池市隈府985-1 25-2049 すし、仕出し
11：30～14：00
17：00～22：00

第2・4日曜
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93 飲食 うなぎのたかぎ 菊池市隈府1623 25-3663 鰻料理
11：00～14：00

18：00～
月曜

94 飲食 出張BBQ　ｅｎ－ｊｏｙ 菊池市亘39-5
090-3604-

6786
BBQの出張サービス 11：00～21：00 なし

95 飲食 おおばん 菊池市西寺1756-2 25-2823 居酒屋 17：00～23：00 水曜

96 飲食 和風ダイニング　かぐら 菊池市隈府435-1 24-2700 飲食 17：00～24：00 不定

97 飲食 カフェキッチンモカ 菊池市大琳寺239本田ビル1Ｆ 25-2244 飲食業 11：00～21：00 不定

98 飲食 ｃａｆｆｅ　ｚａｋｋａ　ｂｂ 菊池市長田496　㈱佐藤工業 24-7360 カフェ 11：00～17：00
木曜

第1･3日曜

99 飲食 カフェ凛ダイニング 菊池市隈府861-1 41-5776 イタリアンレストラン
11：00～14：30
18：00～23：00

火曜

100 飲食 洋風居酒屋　きりん 菊池市隈府940-2 24-5085 居酒屋 17：30～ 不定

101 飲食 ｃｌｕｂ　Ｇｏｌｄ 菊池市隈府1121-6 ﾌﾗﾜｰﾋﾞﾙⅡ24-0088 飲食 20：00～24：00 不定

102 飲食 桂仙ラーメン 菊池市隈府1040 25-1379 ラーメン 11：00～21：00 月曜

103 飲食 小ぎく 菊池市隈府1114 六軒街
080-

8357-7095
居酒屋 17：30～11：00 木曜

104 飲食 古民家ｄｉｎｉｇ　山茶花 菊池市西寺1972-1 28-9075 和食 11：30～15：00 不定休

105 飲食
コッコファームたまご庵
　レストラン

菊池市森北1077 24-0007 オムライス、親子丼 11：00～20：00 1月1･2日
システムの都合により、自社ポイントの付与
ができません。ご了承ください。

106 飲食 (有)寿会館 菊池市隈府245 25-1155  巻寿司、いなり寿司、ちゃんぽん、弁当 10：00～17：30 木曜他 コーヒー無料券

107 飲食 コントルノ食堂 菊池市隈府1114六軒街 41-6361 イタリア料理、ワイン 18：00～24：00 日曜

108 飲食 山海丸 菊池市隈府1057-5 24-4630 炉端焼 17：00～23：00 日曜 ソフトドリンク１杯サービス（宴会時を除く）

109 飲食 三連勝 菊池市隈府1298 24-5445 居酒屋 17：30～23：30 月曜

110 飲食 自遊亭 菊池市隈府642-6 25-2476 定食、居酒屋
11：30～13：30
18：00～22：00

日曜、
他不定

111 飲食 味十家　ＳＨＩＮ 菊池市隈府962-8 24-6205 居酒屋 18：00～24：00 不定 ソフトドリンク１杯サービス

112 飲食 ジンギスカン 菊池市隈府1597-1 25-2777 焼肉店

113 飲食 寿し たの上 菊池市隈府275 25-2215 寿し、仕出し、鉢盛、弁当 8：00～18：00 不定

114 飲食 寿し処　寿し廣 菊池市隈府954 25-2314 寿し、宴会・会席
11：00～13：00
17：00～22：00

第2・第4
水曜

出前も使用可能です

115 飲食 スナック ココ
菊池市隈府1299
肥後物産観光ﾋﾞﾙ1Ｆ-3

090-
4582-3520

飲食、サービス 20：00～1：00 月曜
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菊池地域

116 飲食 スナック憐
菊池市隈府1129-11
　DOレジャービル1F

24-3360 スナック 20：00～1：00 月曜

117 飲食 創作料理　千の月 菊池市隈府947-8 25-5582 創作料理

118 飲食 居酒屋たくあん (沢庵) 菊池市隈府955-31 24-5055 居酒屋 18：00～24：00 不定

119 飲食 桃源 菊池市隈府1114六軒街
090-

1346-4533
餃子店

120 飲食 ながれぐも 菊池市隈府1107 25-2360 スナック 20：00～24：00 不定

121 飲食 居酒屋二九○ 菊池市隈府955-30 24-5123 居酒屋

122 飲食 ひまわり食堂 菊池市隈府943-7 24-5050
各種定食類、各種ドリンク、居酒屋メ
ニュー類

11：30～14：00
18：00～24：00

不定
ご利用１回につき、2,000円以上の場合生ビール
(中)１杯、又はソフトドリンク１杯サービス

123 飲食 お好み焼 鉄板焼　ふる田本店 菊池市西寺1406-8 25-1117
お好み焼･モダン焼･焼そば・刺身･鉄
板焼･居酒屋メニュー

11：30～22：00 水曜の不定休

124 飲食 ホルモン道場 菊池市隈府1108-9
090-3191-

4391
焼肉 18：00～24：00 不定

125 飲食 ＩＺＡＫＡＹＡ　万彩工房 菊池市隈府1121-13 24-1889
モツ鍋､しゃぶしゃぶ､食べ放題(1980円)､
Tボｰンステｰキ、クレジット決済可

18：00～24：00 月曜

126 飲食 甘味処　みなわ 菊池市隈府104
090-

9425-8195
ランチ、喫茶 11：00～17：00 水曜

127 飲食 みんなの詩 菊池市隈府1121-9 41-6483 居酒屋

128 飲食 水とり　菊池店 菊池市隈府913-9 24-3430 飲食店

129 飲食 旬彩茶寮　村もと 菊池市野間口515-1 25-1373 定食、会席、寿司、仕出し
11：00～15：00
17：00～22：00

水曜 ソフトドリンク１杯無料

130 飲食 やき鳥とくや 菊池市木柑子1493-2 41-6463 テイクアウトやき鳥 17：00～20：30 月･火曜

131 飲食 焼肉もっこす 菊池市隈府955-32 25-3494 焼肉 17：00～23：00 火曜

132 飲食 森の味処なかむら 菊池市雪野1244 27-0841 飲食業 11：00～20：00

133 飲食 焼菓子＆カフェ椿-つばき- 菊池市市野瀬25 33-4233 飲食業

134 飲食 居酒屋　ゆうき 菊池市隈府1086-4 25-2882 居酒屋 18：00～23：00 不定

135 飲食 肴屋　夢路 菊池市隈府946 25-2398 居酒屋 18：00～23：00 不定

136 飲食 ラーメン東揚 菊池市隈府968 24-2816 ラーメン 12：00～2：00 不定

137 飲食 柳宝亭 菊池市隈府962-12 25-3925 中華料理（各種･一品料理･麺類） 19：00～1：00 水曜

138 飲食 ロンロン館 菊池市龍門916
090-

5027-8390
カレー、ピザ、からあげ、ポテト、コーヒー、etc. 10：00～21：00 火・水・木曜
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139 飲食 わいふ食堂 菊池市隈府955-24 25-1350 ランチ・定食・その他
昼11：30～14：00
夜18：00～22：00

木曜

140 サービス (有)アジフ自動車 菊池市玉祥寺126-2 24-4649 新車・中古車販売、車検、整備、鈑金 8：30～17：30
日曜、祝日
第2土曜

粗品進呈

141 サービス 一真総合タクシー 菊池市隈府1110-6 25-2555 タクシー 7：00～27：00 なし

142 サービス 菊池渓谷温泉　岩蔵 菊池市重味2224-8 27-0026 旅館 00：00～24：00 なし

143 サービス カットハウス青い鳥 菊池市大琳寺234 25-1772 美容業 9：00～19：00
月曜、

第1･第3日曜
リラックストリートメント、ドリンクサービス

144 サービス (有)カメラのさくら屋 菊池市隈府220 25-1660 写真プリント、写真材料、撮影他 8：00～18：30 日曜

145 サービス 髪　Ｋａｌｏｎ (カロン) 菊池市隈府178-2 25-3336 美容業 9：00～18：30
月曜

第1日曜

146 サービス (有)河上自動車 菊池市隈府597-1 25-3155 車整備・販売 8：00～18：00 日曜、祝日

147 サービス 環境技研(株) 菊池市森北1083-3 25-1700 ビル管理、警備 8：30～17：30 土・日曜

148 サービス (有)キクチ観光タクシー 菊池市大琳寺197 25-1151 タクシー 0：00～24：00 なし

149 サービス 菊池グランドホテル 菊池市隈府1144-2 25-3111 宿泊、宴会 0：00～24：00 なし

150 サービス 菊池笹乃家 菊池市隈府1090-1 25-4000 宿泊、宴会、会議 0：00～24：00 なし

151 サービス 菊池輪業センター 菊池市隈府250 25-2631 二輪車販売・修理 8：30～19：00 日曜

152 サービス 狗の郷 菊池市出田2121-185 25-7123 宿泊、レストラン、トリミング、エステ、売店等 不定

153 サービス グリーントラスト 菊池市袈裟尾83-2 23-6711 中古車販売・整備、部品販売 9：00～19：00 日曜、祝日

154 サービス 啓光堂接骨院 菊池市隈府1073-1 41-8139 接骨院実費メニューのみ使用可 9：00～19：30 日曜・祝日

155 サービス サウンドスペース 菊池市隈府756-1 24-0239 カラオケルーム、飲食 12：00～1：00 なし

156 サービス 栄屋旅館 菊池市隈府1373 25-4171 宿泊、飲食 0：00～24：00 不定

157 サービス (有)桜木鈑金 菊池市大平635 24-4359
自動車板金、塗装、車検、整備、車
輌販売

8：30～17：30
日曜、祝日
第2土曜

158 サービス ＳＥＥＫＥＲＳ　Ｌａｎｄ and Sea
シーカーズ　　　　　　ランド　アンド　シー

山鹿市菊鹿町木野3374-1
090-8913-

0919
ヨガスタジオ、カフェ、物販 12：00～17：00 火・木曜

159 サービス 城乃井温泉 菊池市隈府1375 25-4688 温泉（公衆浴場） 6：00～23：00 なし

160 サービス 城乃井旅館 菊池市隈府1375 25-1188 各種宴会 10：00～22：00 不定

161 サービス 城山荘 菊池市隈府1228 25-2400 旅館 0：00～24：00 不定 プレゼント進呈
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162 サービス 新興電機工業所 菊池市隈府937 25-2497
自動車電装修理・販売、各種電動工
具、モニター修理販売

8：00～18：00 日曜、祝日

163 サービス 旅館　清流荘 菊池市隈府1587-17 24-2155 宿泊、昼夜食事 10：00～20：00 なし

164 サービス (有)ダンデライオン 菊池市西寺1449-2 26-5335 中古車販売・買取 9：00～19：00 不定

165 サービス (株)テクニカルオートチアキ 菊池市大琳寺37-1 25-5288 自動車販売、車検、整備
9：00～19：00

整備受付18：00ま
で

火曜 チアキオリジナルタオルをプレゼント

166 サービス (資)ナカガワ 菊池市西寺1672-1 25-2707 自動車整備、自動車板金修理・販売 8：30～17：30 日曜、祝日 粗品進呈

167 サービス BB.GROW 菊池市隈府624-4 25-3381 理容業 8：30～19：00 月曜

168 サービス ヘアーサロン　ミツナガ 菊池市隈府227 25-3064 理容業、美容業、ネイル、マツゲエクステ
理容8：00～18：30
美容9：00～17：00

月曜、
第１日曜

169 サービス ヘアサロン　ユアルーム 菊池市木柑子2075 25-3885 理容業 9：00～20：00
月曜、

第1日曜

170 サービス ヘアーリンク フェリスハースト 菊池市赤星2126-1 25-7171 美容業
 　9：30～20：00
日9：30～18：00

月曜、第１日
曜、第３火曜 粗品進呈

171 サービス ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ａｉ 菊池市西寺1651-1 24-5004 美容全般 9：00～19：00
月曜、第１日
曜、第３火曜 バースデー25%OFF、紹介サービス20%OFF

172 サービス ペニーレイン 菊池市赤星2126-1 24-5195 理容業 8：00～20：00
月曜、

第1日曜

173 サービス 宝来館 菊池市隈府1124 25-2703 飲食 8：00～23：00 不定

174 サービス マイスターズ 菊池市隈府1341 25‐3364 カット・パーマ等、ヘアケア剤の販売 9：00～18：00
月曜、

第1日曜

175 サービス 舞美容室 菊池市隈府877-6 25-0230 パーマ、カット、カラー等 8：00～18：00
月曜、

第1日曜
お茶とお菓子を提供

176 サービス 松田整骨院 菊池市大琳寺239　本田ビル１F 41-6177 整骨院
　 9：00～20：00
土9：00～17：00

日曜、祝日

177 サービス (株)望月旅館 菊池市隈府1115 25-2185 旅館 7：00～22：00 なし

178 サービス 遊具セーフティサービス(株) 菊池市隈府241-2 41-7211 遊具商品、遊具保守、教材用品 8：30～17：30 日曜、祝日 通常価格の５％割引き

179 サービス リラクゼーションサロン美々百 菊池市西寺1735-8 25-0180 エステ、化粧品 10：00～19：00 不定

180 建設 (有)相垣工務店 菊池市亘480-4 24-3420 建築一式 8：00～17：30 日曜 粗品進呈

181 建設 (株)生田工務店 菊池市隈府223 25-3229 建築一式 8：00～17：00 日曜

182 建設 イワサキホーム(株) 菊池市四町分1572-2 27-0805 建築業 8：00～18：00 日曜 先着３名にトイレ手すり付サービス

183 建設 インテリア　ケープ 菊池市隈府234 41-5019
カｰテン・ブラインド・床工事・クロス・ガラスフィルム・障
子・ソファｰ張替・ダイノックシｰト・ロールスクリｰンなど 9：00～17：00 日曜 タオル進呈

184 建設 Ｉｍｐｒｏｖｅ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ 菊池市亘90-4 24-5178 左官、タイル工事 8：00～17：00 日曜
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185 建設 (有)大川工業 菊池市赤星1120-1 25-1355
外柵工事、一般土木、基礎工事、左
官工事

8：00～17：00 日曜

186 建設 (株)カジワラ 菊池市野間口545-1 25-3596 砕石、樹木剪定 8：00～17：00 日曜、他

187 建設 柁原工芸 菊池市隈府945 25-2224 木製建具、家具 8：00～17：30 日曜

188 建設 (株)カワカミ工務店 菊池市豊間1253-1 25-6505 住宅等の新築およびリフォーム 9：00～18：00
第1･3日曜
第2･4水曜 粗品進呈

189 建設 (株)川口瓦工業所 菊池市亘75 25-3065 屋根工事、リフォーム、住まいのお困り事 8：00～17：00 日曜 粗品進呈

190 建設 (有)菊川板金 菊池市隈府559-2 25-1819
金属屋根、コロニアル屋根、ストレー
ト屋根、樋、フード加工

8：00～17：00 日曜

191 建設 (有)クドウ工業 菊池市隈府449 25-2004 水まわり設備工事 8：00～17：00
日曜

第2第４土曜

192 建設 (株)小池建築設計 菊池市藤田27-1 41-5100 建築業 8：00～18：00 日曜

193 建設 三和建設(株) 菊池市隈府775 25-4141 建設業 8：00～17：00 日曜、祝日

194 建設 (有)城左官工業 菊池市野間口705-2 24-0763
左官工事、エクステリア工事、小規模
土木、ブロック工事

8：00～19：00 日曜

195 建設 (有)城北電気工事 菊池市大琳寺362-1 25-3613 電気工事 8：00～17：00
日曜、祝日
土曜不定

粗品進呈

196 建設 伸栄株式会社 菊池市原2602-2 41-5472 新築、リフォーム、エクステリア

197 建設 (株)第一技建 菊池市赤星987 41-3155 土木、建設 8：00～17：00 日曜

198 建設 谷塗装 菊池市隈府868 41-9655 塗装（建築） 8：00～17：00 不定休

199 建設 丹波工業 菊池市玉祥寺127-6 24-4545 左官、タイル、工事 8：00～17：30 日曜

200 建設 (有)林工業 菊池市木庭1546 25-2598 建築、屋根瓦施工業、クレーン工事 8：00～17：00 日曜

201 建設 (株)風然 菊池市西寺1833-3 23-6122 住宅・店舗の建築一式 8：00～17：00 日曜

202 建設 (有)フルタ 菊池市隈府356-1 24-0251 住宅塗装工事、住宅防水工事 8：00～17：00 なし

203 建設 (有)堀江パイプライン 菊池市野間口724-2 25-4704 水廻り設備工事、各住宅リフォーム 8：00～17：00 日曜

204 建設 (有)本藤設備 菊池市隈府632-8 25-3565 水廻り商品(トイレ･お風呂)、修理工事 8：00～18：00 日曜

205 建設 宮本電気工事(株) 菊池市隈府863-5 25-2611 電気工事 8：00～18：00 日曜

206 建設 (株)山本建築 菊池市玉祥寺317-8 24-5333 建築業 8：00～17：00
日曜

第1第3土曜

207 建設 祐匠建 菊池市西寺1735-2 0120-861-120 リフォーム業 9：00～19：00 不定



2022/8/2

赤・青・緑券が使える店舗

番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

菊池地域

208 建設 ＴＨＥ　ＭＡＫＥＲ’Ｓ 菊池市北宮160-4 24-0335 建築設計・管理、リフォーム 9：00～18：00 土・日曜

209 建設 (有)吉田工務店 菊池市豊間404-1 25-4734 受託新築工事、改修工事、店舗改修

210 製造 (株)アイエヌ 菊池市大琳寺28-1 25-3158
ジャンパー、Ｔシャツ、ポロシャツ、作
業服

9：00～17：00 日曜、祝日

211 製造 (有)オオカワ 菊池市隈府581 25-0539
畳・襖・障・網戸・カｰテン・ブラインド・
クロス・フロアシｰト・カｰペット

8：00～18：00 不定

212 製造 河上畳製造販売 菊池市下河原4898 24-4750 畳 8：00～17：00 日曜

213 製造 (有)コーハン舎印刷 菊池市隈府897-7 25-4151 印刷物 8：20～17：20
日曜、祝日
第2土曜

ボールペン進呈

214 製造 (株)美少年 菊池市四町分1030 27-3131 清酒、焼酎 8：30～17：30
土・日曜
　祝日

215 その他 きくかわ造園 菊池市村田453 25-1532
造園、エクステリア、設計、施工、管
理

8：00～17：00 日曜

216 その他 ＯＮＥ　ＳＴＥＰ　スクール 菊池市西寺1418-3 25-3809 学習塾 15：00～23：00 日曜、祝日

217 その他 リサイクルショップ　スタイルプラス 菊池市隈府757-1 41-6321 服飾、雑貨 12：00～17：00 火・木曜 ポイント２倍

218
その他
（観光）

一般社団法人 菊池観光協会 菊池市隈府1273-1 25-0513 レンタサイクル、グッズ販売 9：00～18：00 第4火曜



2022/8/2

赤・青・緑券が使える店舗

番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

1 小売 大山商店 菊池市七城町砂田1420 25-0188
LPガス、給排下水設備工事、
ボウリング、板ガラス、家電製品

8：00～18：00 日曜 ライト付ボールペン進呈

2 小売 菊池オイルサービス(有) 菊池市七城町林原1116 26-4465 灯油、軽油、A重油、電気工事 8：00～17：00 日曜

3 小売 きよみずしぜんむら(株) 菊池市七城町清水351 24-9090 農産品、農産品の加工品 9：00～18：00 土曜、日曜 粗品進呈

4 小売 (株)工藤商店 菊池市七城町砂田1432 25-0181 住宅機器、建築資材 7：00～18：00 日曜

5 小売 熊食館(熊本畜産流通センター) 菊池市七城町林原9 26-4191 精肉 10：00～19：00
12月31日～

1月5日

6 小売 ｓａｉｇ－ｓｈｏｐ 菊池市七城町砂田670-1 25-4223
和牛、米、麦、米粉、漬物、
米ぬか石けん、ｅｔｃ

10：00～17：00 不定

7 小売 セブンイレブン菊池七城甲佐町店 菊池市七城町甲佐町91-1 24-1161 酒、食料品、雑貨等 00：00～24：00 なし

8 小売 田代こめや 菊池市七城町亀尾1032 26-4475 米 10：00～17：30 火曜 100円値引き

9 小売 (株)HASUNO音 菊池市七城町山崎589 48-9191 雑貨販売 10：30～17：30 火曜

10 小売 (株)ファームネット 菊池市七城町蘇崎371-2 26-4214 肥料、農薬等、農業用資材販売 9：00～17：30 日曜、祝日

11 小売 Yショップやりみず 菊池市七城町橋田669 26-4052 酒、食料品 7：00～22：00 なし

12 飲食 永楽 菊池市七城町亀尾71-3 26-4732 定食、丼物
11：30～14：30
17：30～23：00

水曜

13 飲食 ママトコ 菊池市七城町蘇崎1310-3 41-5091
お肉のレストラン、牛肉･ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
･ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ販売

ｼｮｯﾌﾟ  10：00～19：00
ﾚｽﾄﾗﾝ 11：00～21：00

なし

14 飲食 四季の味 わらく 菊池市七城町清水63-2 096-248-7737 お食事 12：00～22：00 火曜・水曜

15 サービス 菊永理容 菊池市七城町砂田1455-4 25-1903 理容業 8：00～18：00
月曜、第1日
曜、第3火曜 コームをプレゼント

16 サービス (株)九州セブン観光バス 菊池市七城町砂田1497-1 25-5177 旅行商品、バス 9：00～18：00 日曜、祝日

17 サービス 倉永自動車整備工場 菊池市七城町流川289-1 25-3621 自動車整備・車検、消火器販売 8：30～17：30 日曜 粗品進呈

18 サービス (株)七城自動車 菊池市七城町砂田1429-1 24-0737 車検、整備、鈑金塗装、保険 8：00～18：00 日曜、祝日 無料点検

19 サービス (株) Ｂｉｓｏｕｋｅｎ 菊池市七城町清水414-1 41-3790 ハウスクリーニング 8：00～17：00 不定

20 サービス Hair Room　ＬＵＸＵＲＩＳ 菊池市七城町台143-2 41-6116 美容業 9：00～18：00 不定 ご利用者カット後のシャンプー無料

21 サービス 癒しの宿 わらく 菊池市七城町清水63-2 096-248-7737 宿泊 不定

22 建設 アグリメンテナンス 菊池市七城町高島921 24-0398 建設業 8：00～18：00 日曜､祝日

23 建設 (有)岩本アルミ建材 菊池市七城町橋田333-1 26-4963 アルミサッシ、ガラス、キッチンバス用品 8：30～17：30
日曜、祝日
第2土曜

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

七城地域
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24 建設 (有)木野工務店 菊池市七城町高田727 24-3220 住宅全般 8：00～18：00 なし

25 建設 (有)キムラ設備工業 菊池市七城町台148 24-3002 水道工事、下水工事、修理 8：00～17：00 日曜

26 建設 (有)木林建設 菊池市七城町小野崎871-13 26-3557 型枠工事 8：00～17：00 日曜

27 建設 古賀建築板金 菊池市七城町砂田1352-1 24-0928 建築板金 8：00～17：00 なし

28 建設 坂口内装 菊池市七城町高島1070-2
080-

5210-8191
内装業 8：00～17：30 なし

29 建設 出口電気 菊池市七城町砂田1615 24-0632 電気工事 8：00～17：00 日曜

30 建設 ななしろでんき 菊池市七城町高島714-2 24-3564 電気工事 8：00～17：00 日曜 施工後１年間の電気配線無料診断

31 建設 (株)美麗建設工業 菊池市七城町砂田1470-1 25-2625 新築、リフォーム 8：00～17：30 日曜、祝日 粗品進呈

32 建設 (株)平安社寺建築 菊池市七城町山崎586 24-7107 神社仏閣設計・施工 8：00～18：00 日曜

33 建設 (同)マスナガ工務店 菊池市七城町砂田2611 24-3801 建築一般 8：00～17：30 日曜

34 建設 (株)三牧建設工業 菊池市七城町甲佐町5-1 25-1272 住宅のリフォーム、新築 8：30～17：30 日曜

35 建設 吉村板金 菊池市七城町荒牧91 25-2876 雨桶、折板、屋根 8：00～17：00 日曜



2022/8/2

赤・青・緑券が使える店舗

番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

1 小売 稲葉商店 菊池市旭志麓1505 37-3555 酒、食料品 7：00～22：00 元日

2 小売 岩根酒店 菊池市旭志弁利143-1 37-2451 酒、食料品 8：00～21：00 不定 粗品進呈

3 小売 お茶のナカヤマ 菊池市旭志伊坂262-1 37-2673 お茶(健康茶、緑茶) 8：30～17：00 なし

4 小売 お茶の旭志園 菊池市旭志伊坂710 37-2634 お茶（全品無農薬栽培） 10：00～17：00 なし
茶ギフト１０ケースお買い上げで同じ商品を１ケー
スサービス

5 小売 斉藤製茶園 菊池市旭志小原663 37-2080 茶 9：00～18：00 なし 粗品進呈

6 小売 坂本酒店 菊池市旭志川辺670-3 37-3613 酒 6：30～20：30 なし 粗品進呈

7 小売 髙宗商店 菊池市旭志伊萩307-9 37-2255 酒、食料品 7：00～22：00 なし 当店ポイントカードのポイント２倍

8 小売 ついんスター 菊池市旭志麓1584-4 37-4556 ソフトクリーム、アイスクリーム 9：00～17：00 木曜 ソフトクリーム等店内商品20円引き

9 小売 日新電機商会 菊池市旭志新明1500-1 37-2615
太陽光発電（蓄電池）、オール電
化、家電販売・修理

8：00～20：00 日曜、祝日 粗品進呈

10 小売 ファミリーマート旭志店 菊池市旭志伊坂555-1 26-7515 食料品、雑貨、酒 0：00～24：00 なし

11 小売 ベンリショップ　ウシジマ 菊池市旭志弁利131-1 37-2553 食料品、雑貨、衣料品 7：30～20：30 なし 3,000円以上ご購入の方に粗品進呈

12 小売 森薬品産業(有) 菊池市旭志伊萩307-10 37-2163 医薬品 9：00～19：00 第2日曜

13 飲食 Café and bar ＫＵＲＡＤＡＫＥ 菊池市旭志伊坂532-1 41-6159
ｶﾚｰ、珈琲、檸檬ｽｶｯｼｭ、各種ｱﾙｺｰ
ﾙ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ他

11：30～14：00
17：30～22：00

月曜

14 飲食 焼肉の一休 菊池市旭志伊坂553-2 37-2905 肉、飲食
11：30～15：00
17：00～21：30

火曜
第1・3月曜

15 サービス 国成自動車 菊池市旭志伊坂532-1 37-2267 自動車整備部品 9：00～18：00 日曜

16 サービス 四季の里旭志 菊池市旭志麓2934-10 37-3939 宿泊、アウトドア用品販売 10：00～18：00 木曜

17 サービス Ｓｈｒｅｗｄ 菊池市旭志小原245-7 36-9938 理美容業 9：00～19：00
月曜、第1日
曜、第3火曜 トニックシャンプー(施術)への変更サービス

18 サービス ボデーショップ芹川 菊池市旭志尾足368 37-3423 自動車板金、塗装 9：00～19：00 日曜、祝日

19 サービス 森自動車整備工場 菊池市旭志小原418 37-2031 車検、整備、タイヤ販売 8：00～17：30 日曜 タオルプレゼント

20 建設 (有)岩根建築 菊池市旭志弁利185-2 37-2852 建築業 8：00～17：00 日曜 粗品進呈

21 建設 斉藤工務店 菊池市旭志弁利1646 37-3447 建設業 8：00～18：00 日曜、祝日

22 建設 (株)坂本工務店 菊池市旭志新明2487-1 37-3580 住宅の新築およびリフォーム 8：00～18：00 日曜 見積り無料

23 建設 三池塗装工業 菊池市旭志新明1509 37-3515 壁・屋根・塗装工事 8：00～18：00 日曜、祝日 工事された時、粗品あり

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

旭志地域
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24 建設 (株)水上工務店 菊池市旭志弁利2038 37-2559
住宅の新築・リフォーム、古民家再
生等

8：00～18：00 日曜

25 建設 武藤工務店 菊池市旭志弁利2016-15 37-2256 新築、リフォーム、不動産

26 建設 安武土木(株) 菊池市旭志伊萩699 37-2245 建設業 8：00～17：00 日曜



2022/8/2

赤・青・緑券が使える店舗

番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

1 小売 内田ゴム工業 (タイヤガーデン) 菊池市泗水町豊水3324-1 38-2321 タイヤ、ゴムクローラー、高圧ホース 8：00～18：00 日曜

2 小売 甲斐商店 菊池市泗水町豊水3294-1 38-2250 和・洋菓子 8：30～19：00 なし

3 小売 菊池酒販(株) 菊池市泗水町豊水3509-1 38-2611 酒卸、小売 9：00～18：00 なし

4 小売 (有)熊日菊池西部販売センター 菊池市泗水町豊水3503-10 38-2351 熊本日日新聞、その他 9：00～17：00 なし

5 小売 京王メガネ 菊池市泗水町吉富250-52 38-4529 メガネ 9：00～20：00 なし

6 小売 三宝商会 菊池市泗水町吉富2831 38-2008 LPガス、白灯油販売 9：00～18：00 日曜、祝日

7 小売 シリカファームしすい 菊池市泗水町永845-1 38-6685 乳製品

8 小売 セブンイレブン泗水吉富店 菊池市泗水吉富3178-1 38-6444 食品 00：00～24：00 なし

9 小売 芹川商店 菊池市泗水町住吉2839-4 38-2704 酒類、食料品等 7：00～23：00 なし

10 小売 田代時計店 菊池市泗水町豊水3597 38-2754 時計、眼鏡、電池交換 9：00～18：00
第１、第３

日曜

11 小売 つづき養鶏場 菊池市泗水町吉富3430 38-3866 鶏卵（にんにくたまご） 8：00～17：00 元日

12 小売 中尾金物店 菊池市泗水町福本924 38-2303 ガラス修理、網戸張替 8：00～19：00 日曜 各出張基本料金を500円引き。

13 小売 (有)花のやまぐち　泗水店 菊池市泗水町豊水3351 38-4908 生花、造花、鉢物販売 9：00～21：00 元日 花キューピットカード発行

14 小売 パン倶楽部 菊池市泗水町吉富3223-8 38-3911 パン製造販売 8：00～18：00 水曜

15 小売 フォト＆バラエティ吉田屋 菊池市泗水町豊水3351 38-5770
写真DPE、クリーニング取次、手作り
雑貨、事務用品

9：00～21：00 元日

16 小売 古荘しょうゆ 菊池市泗水町豊水3508 38-2150 しょうゆ、みそ販売 8：00～18：00 日曜

17 小売 ブティック　ベニート 菊池市泗水町吉富3177-8 38-6563 婦人服、衣料品 10：30～18：30
月曜、

第１日曜

18 小売 (資)帝食肉 菊池市泗水町住吉463 38-4299 肉類、馬刺 8：00～19：00 水曜

19 小売 ミヤモト電興社 菊池市泗水町豊水3504 38-2755 家電商品 9：00～18：00 日曜
5,000円以上お買い上げの方に「クールタオル」進
呈

20 小売 (有)若山商店 菊池市泗水町豊水3298-4 38-2801 LPガス、ガス機器各種、水まわり商品 8：30～17：30 日曜、祝日

21 飲食 笑庵 菊池市泗水町吉富2279-1 38-3508 飲食業 17：30～0：00 不定

22 飲食 おべんとうのびけんDo 菊池市泗水町吉富175-151 38-2352 弁当 8：00～12：30
土・日曜
 祝日

23 飲食 居酒屋・お食事処 ほたる庵 菊池市泗水町吉富300-21 38-7787 飲食業
11：30～13：30
17：30～23：00

月曜

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

泗水地域
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番号 業種 屋号（店舗名） 店舗住所 電話番号 主な取扱商品･サービス等 営業時間 定休日 商品券利用者特典

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

泗水地域

24 飲食 まつや食堂 菊池市泗水町福本370-1 38-2605 定食、麺類 11：00～18：00 日曜

25 サービス (有)エヌティーリース 菊池市泗水町田島1503-1 38-2653 リースキン取扱店、ハウスクリーニング 8：30～17：30
土・日曜
 祝日

26 サービス Ｇｒｏｗ　Ａｃｔ 菊池市泗水町吉富2252-3
080-

3997-0324
ダンススクール 18：00～21：00 不定

27 サービス 泗水自動車 菊池市泗水町豊水3467-2 38-3256 自動車、車検、整備、販売 8：30～17：30 日曜、祝日

28 サービス (株)泗水タクシー 菊池市泗水町豊水3735-2 38-2320 タクシー 00：00～24：00 なし

29 サービス 城北自動車学校 菊池市泗水町吉富300-39 38-2851 自動車教習 9：00～17：30 日曜、祝日

30 サービス シロヤのクリーニング 泗水店 菊池市泗水町福本924 38-2303 衣料品・寝具等のクリーニング取次ぎ 8：00～19：00 日曜 当店のポイントカード２倍進呈

31 サービス 園田自動車整備工場 菊池市泗水町福本133-1 38-3056 自動車整備販売 8：30～17：30 日曜

32 サービス (有)花房自動車 菊池市泗水町吉富3231-4 38-2133
車両一般修理、車検、板金塗装、新
車・中古車販売

8：30～17：30
日曜、祝日
年末年始

特別価格にてエンジンオイル交換

33 サービス 美容室クリップ 菊池市泗水町吉富3177‐9 38-6378
ヘアーメイク、着付、美容室ネイル、
エステ

9：30～18：00
月曜、第１日
曜、第３火曜

美容室ネイル1980円～、フェイシャルリンパマッ
サージ2000円～

34 サービス 平井整骨院＆ｶｲﾛﾌﾟﾗﾃｨｯｸｵﾌｨｽ 菊池市泗水町吉富3235-3 23-0730 整骨院 9：00～20：00
水曜、

第４日曜

35 建設 泉田グリーン企画 菊池市泗水町南田島1351 38-5992 造園工事、造園材料 8：30～17：00 日曜

36 建設 (株)グリーンコンパス 菊池市泗水町吉富210-66 38-4221
樹木管理(剪定、伐採)、エクステリ
ア、造園工事

8：00～17：00 日曜

37 建設 (株)郷原組 山鹿市方保田236-1 41-9373 住宅リフォーム、新築等 8：00～18：00 なし

38 建設 實田工務店 菊池市泗水町吉富2171-4 38-3289 木造建築 8：00～17：00 日曜 粗品進呈

39 建設 中尾造園 菊池市泗水町住吉3090-1 38-2330
造園(アルミ材料、フェンス、物置、
カーポート)

8：00～17：00 日曜

40 建設 フクシマ建材(株) 菊池市泗水町南田島1099 38-6710 窓ガラス、玄関、エクステリア 8：00～17：00 日曜、祝日

41 製造 (資)タカキ 菊池市泗水町豊水3774-10 096-242-0407
畳･襖･クロス･カーテン・ブラインド･アコーデオン、暗幕
緞帳･フロアー･内装全般･石油製品

42 製造 (資)橋本印刷 菊池市泗水町豊水3515-1 38-2020 一般印刷物 8：30～17：00 土・日曜

43 その他 総合学習塾　学思塾 菊池市泗水町吉富28-12 38-7219 学習指導、教材販売 10：00～22：00
苦手な箇所の３０分無料指導、入塾時の年会費半
額(6,000円→3,000円)
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1 小売 きくち観光物産館 菊池市隈府1273-1 25-5477 菊池銘菓、農産品、弁当
8：30～18：00
8：30～17：30

12月31日

2 小売 コスモス 菊池店 菊池市隈府546-1 23-7778 医薬品･化商品･健康食品･日用品･食料品他 10：00～21：00 1月1日

3 小売 コスモス 菊池南店 菊池市片角296-3 24-6031 医薬品･化商品･健康食品･日用品･食料品他 10：00～21：00 1月1日

4 小売 コスモス 西寺店 菊池市西寺1460-1 23-6121 医薬品･化商品･健康食品･日用品･食料品他 10：00～21：00 1月1日

5 小売 コスモス 泗水店 菊池市泗水町豊水3389-1 23-8101 医薬品･化商品･健康食品･日用品･食料品他 10：00～21：00 1月1日

6 小売 ドラッグストアモリ菊池店 菊池市大琳寺30-1 25-3399 医薬品・化粧品・食品・生活用品等 10：00～24：00 なし

7 小売 ホｰムセンタｰグッデイ菊池店 菊池市大琳寺31-7 24-5717 園芸、工具、資材、日用品等 9：00～19：00 1月1日･2日

8 小売 マイライフ新鮮市場菊池店 菊池市野間口554-1 24-7839 生鮮、食品 10：00～19：00 日曜、祝日

9 小売 ヤマダ電機　菊池店 菊池市大琳寺204-1 36-9581 家電製品、リフォーム 10：00～20：00 1月1日

10 小売 道の駅　七城メロンドーム 菊池市七城町岡田306 25-5757 特産品販売 (農産品販売、レストラン) 9：00～18：00
1月1日～
3日、他

11 サービス 七城温泉ドーム 菊池市七城町林原962-1 26-4800 売店、レストラン、宴会 10：00～21：00 不定

12 小売
道の駅旭志
　旭志村ふれあいセンター

菊池市旭志川辺1886 37-3719 特産品販売、レストラン
物産館  9：00～18：00
食彩館11：00～21：00

年末年始

13 小売 マルショク泗水店 菊池市泗水町豊水3351 38-3855 食料品、雑貨、衣料 9：00～21：00 なし

14 小売 道の駅泗水　養生市場 菊池市泗水町豊水3393 38-6100 野菜、果物、弁当、惣菜、団子、花、他 9：00～18：00
12月31日
～1月3日

菊 池 市 内 共 通 商 品 券 取 扱 店 舗 一 覧 表

菊池市全域 青・緑券が使える大型店舗 （赤券は使えません。）


