
あ Ａｇｅｈａ（アゲハ） スナック　心 ま 又木鮮魚店 あ あおぞら農業協同組合　アイショップ

味処　勝吉 スナック　おかえりなさい 又木庭園建設 あおぞら農業業同組合　あおぞら一丁目

味処  すずもり スナック　DONA 松尾自動車 あおぞら農業協同組合　加工センター

アトリエＣＡＦＥ　ＴＡＲｉＲＡＲｉ スナック　バグース 松﨑農機商会 あおぞら農業協同組合　給油所

有川自動車整備工場 スナック　ひろこ マルキュウ焼肉 あおぞら農業協同組合　西部支所購買店舗

安楽温泉 住まいる　インテリア マルチョンラーメン あおぞら農業協同組合　茶業センター

い 池吉タイヤ 相撲茶屋　矢野 み ミスミガス志布志店 あおぞら農業協同組合　農機具センター

居酒屋  白鶴志布志店 ＳＵＭＯＭＯ志布志店 みどりや製菓 あおぞら農業協同組合　本所購買店舗

居酒屋　幸良 せ 生活協同組合コープかごしましぶし店 みなとタクシー い 伊崎田養魚場

居酒屋　とんちん館 ばんばん 西文社印刷　志布志支店 南九州液化ガス志布志支店 インタロック電機

居酒屋　ぴっき セブン-イレブン志布志３丁目店 宮内機械 え エーコープ鹿児島　Ａコープあおぞら店

居酒屋　福乃蔵 セブン-イレブン志布志町安楽店 みゆき食堂 お 大野石油

居酒屋　もみじ セブンプラザ志布志店 む ムラタ運転代行 大隅衛生志布志

伊崎田ドライクリーニング　本社・工場 そ 惣菜・弁当ふじた め メロディー お菓子の大園

石山電工 そお鹿児島農業協同組合　志布志給油所 も モイスティーヌ志布志サロン 小野商店

イタリア食堂　ビアマーレ そお鹿児島農業協同組合　志布志購買店舗 もちどめ電器 か カーセンター大隅

イタリアントマトカフェＪｒ そお鹿児島農業協同組合　農機センター や 焼肉　なかにし 上室製茶

一丁田みそ・コージ店 そば茶屋吹上庵　志布志店　 焼肉　もんぜ 川﨑米穀店

一本松　食堂 た 大王自動車 柳沢製茶工場 く 楠田淡水

今村オートサイクル 大黒　本店 矢野時計店 こ 郡山農機

岩崎産業　志布志セルフGS ダイソー志布志店 山下メガネ 五反田商事

インドネパール本場カレー ナマステ ダイニング　マイスター ゆ 唯愛 さ 茶音の蔵

う ヴィクトリア 台湾料理　金都 唯 し 四季彩館ほりぐち志布志店

うえはら電器 高山電器商会 ユースケたたみ店 志布志ホンダ

内山組 ダグリ岬遊園地 よ 吉德書店 志布志ヨコハマタイヤ

うなぎの駅 竹下タタミ・ふすま店 吉原呉服店 ショッピング橋口

UMIEL Resort ダスキン志布志 米元電器商会 す スーパーぬきさこ

え ａｕショップ志布志 田之上商店 ら らうんじQUEEN た 谷石油

エステティックタイガー 田原タタミ店 ラリーモーター小林 谷自動車産業

お オートメカニック安﨑 玉味製菓 り リオネットセンター志布志 ち 中華　上海

大町石油　大原店 ち 地域子育て支援サロン　MOMOカフェ 琉球居酒屋　かりゆし と ドライブイン　筍

大町石油　稚児ノ松店 中華園 れ レストラン　アミューズ な 中濵商店

御菓子処ふくち 酎味処　まつ山 レモンガスかごしま志布志支店 鍋山自動車整備工場

岡田仏壇製作所　志布志店 つ 月のうさぎ ろ ローソン志布志安楽店 鍋山製茶

岡留酒店 堤水産 わ 若潮酒造　蔵元直売所 に 西平石油　野井倉給油所

お食事処　Ｙｏｕ(パーラーモナコ101店内） ツルミ毛糸店 和香園　サンキュー西志布志店 の 野神オート

鬼塚製茶　本店 と どうぞの自動車 和田ガラス のせ電器

オリーブ・ドラブ トガリ電器 笑い酒場　ぞう は 萩本商店

か ガーゼ工房あっぷる 友恵寿し 橋口自動車整備工場

加治木水産 トヨタカローラ鹿児島　志布志店 花熊

かつき園 ドラッグイレブン志布志店 原田機械店

Ｃａｆｅ　たまりば Drop inn "Linkwell" 原木工家具・建具店

かわさき電機 丼や和華 ひ 東村石油店

川間塗装工業 な 内装　明吉 ピザハウス珈琲レストランとけい台

き 北﨑水産加工 中山信商店 伊崎田ドライクリーニング ヒロデン

キッチン　むらさ来 に 肉のわだ オーリック へ ヘアーサロン　ケンジ

魚彩やまだや ニュー千里 鬼塚製茶 Ｈａｉｒ　Ｓｐｏｔ

く くにみ書店 ね Nail Salon Fukuran 総合衣料　かごしま屋 ほ 宝満自動車

久保田自動車 の 呑み処・食べ処　やまてん 志布志市特産品販売所　港湾通り 堀口園

黒松商店 のんちゃん代行 志布志まちづくり公社 掘苑自動車整備工場

け ケーキハウスカネヤマ は Bar　Ai623 ダイレックス み 三七十庵

ＫＷＣ Bar　GLAMIS 100円ショップミーツ 南九州記念品店

こ 小岩屋自動車整備工場 バースピリット ファッションクリエーターひじおか ミネサキ有明店

こうへい写真館 パーソナルカラーとプリオリコスメカラーヒーリングYUKA マリコ化粧品 民宿　星の栖

光琳 BAR　CHAMIYA N.MMC よ 蓬の郷

国民宿舎ボルベリアダグリ バーハートロックバナナ HAIR SALON　IWASAKI ら ラーメン秀

コスメティック・ユミ Bar Reed わ 和香園　有明店

小西呉服店 はかたや食堂 あ アイショップ泰野店 和香園　原田本店

こまみず酒店 畑カフェ＋工房Norari い 今井自動車商会

さ 桜島石油 バッカス志布志店 え 江川商店

下戸酒店 花遊膳 お 奥野菓子店

酒のこま屋 パン工房エピ か 加藤商店

さざなみ 萬來 café＆handmade chaihana∼ちゃいはな∼

雑貨屋　モノリス ひ ビジネスホテル サンワード ガレ-ジ田中 ケーズデンキ志布志店

佐藤建具・ふすま店 平川商店 川上建築 サンキュー西志布志店

サンエス総合ビルメンテナンス 昼処　武者武者 き きりのき精肉店 ドラッグコスモス大隅有明店

サンドラッグ西志布志店 宏和産業 し ショッピングセンター　カシマ ドラッグコスモス志布志中央店

三昧堂商事 廣寿司 そ 寒川石油店 ニシムタ志布志店

し CP粋suiサロン ふ ファッションハウス カツヤ そお鹿児島農業協同組合　松山購買店舗 ホームプラザナフコ志布志店

ＣＰｍｕｓｅ ファッションセンターしまむら　志布志店 そお鹿児島農業協同組合　松山新橋ＳS

Ｃａｆｅ　たまりば ファミリーマート　志布志安楽店 そお鹿児島農業協同組合　松山農機センター

志布志自動車学校 ファミリー薬品岩元 た 高吉商店

志布志新生社印刷 Fitness Club AEL 高吉石油店

志布志タイヤセンター 風月堂 と 冨松商店

志布志畜産 プチ・レストラン吉亭 な 永田自動車整備工場

志布志の宿　きたの ふらわぁーギャラリーやまだ の 農Life いちごの村

志布志ペットセンター フラワーショップ木尾 は 橋口商店

志布志湾海の駅 海鮮市場・イルカランド へ ヘア＆メイク　グリーン 橋口自動車整備工場

志布志湾大黒リゾートホテル ヘアメイク　サン・シエル 花ん華

島津楽器 ほ ほおじろ亭 ふ 福留自動車

下山機械店 外岩戸石油 福元自動車

旬さい処　はまの POP HAIR ほ 本町調剤薬局

焼酎蔵しぶし ホテル　志布志 ま まさつぐ

ショッピングセンターうちやま ホテル　ポラリス 松山鉱泉

笑寿殿　伝八 ホルモン　こうちゃん み 道の駅松山

ｓｈｏｐ 424 ホンダ大隅　安楽給油所 南日本新聞　松山販売所

心菜坊 ま まいづる や 山口商店

す 寿司・和食きらく 又木ガーデン 山本石油店

■大型店（6）

取扱店舗には、「取扱店ポスター」が掲示してあ
ります。

取扱店は随時更新しています。
最新の取扱店はＨＰにてご確認ください。

【コロナに負けるな！SHIBUSHIプレミアム商品券】取扱店一覧　　322店舗 令和3年8月2日現在　

■志布志地区（227） ■有明地区（58）

サンポート志布志アピア店舗内

■松山地区（31）


