
［大型店］

【岡】 【吉無田】 【高田】 【嬉里】 【嬉里】
㈲喜道庵 酒のパワーズＪｒ吉無田店 ラスカル工房 カラオケハウス　ラベンダー スナック　クローバー
中華飯店ながさこ 社会福祉法人のぞみ会 ㈱ラッキーモーターサービス ㈲髙本商店 スナック茶屋　向日葵
ニューサンクリーニング 中華料理　台湾亭 ㈲長崎井上 シューズファミリー スナック　エルザ
ギフトショップいりえ 長与ガラス店 グッピーサウンド 庄屋　長与店 スナック来里異夢
㈱ポールポジション長崎 長与石油店 ヨカロー スナックうれ里 時宝堂
カーショップ　トム ㈲ハッピードライ吉無田店 洗濯工房 竹野商店 鮨処もり
サカモト電設 ㈲ハッピードライ長与駅前店 松林住宅㈱ つかさ饅頭店 Ｍｏｎｋｅｙ・Ｐａｎｄａ
燻製工房　熏助 原野豆腐店 ㈱井上建築設計事務所 中野鮮魚 居酒屋ながよ村
長与カラ：フル ファミリーマートツルタ 長与オレンジゴルフ ㈱波多野農機 美容室アダージョ
ローソン長与岡郷店 ㈲溝上製材所 炭火串焼　恕家 ファミリーマート長与店 ヘアースタジオ　セカンド

栁原酒店 ㈲ドリームロード ファミリーマート長与嬉里郷店 ＭＡＹＵＭＩＹＡ
【本川内】 山村商店 (資)藤﨑製麺所 美容室アトリエＡＩ 美容室みやび

㈱タカナミ パテスリーオスピタリテ ビューティーサロン　ハマ フクダデンキ長与店 ㈱麺也オールウェイズ長与店
リンガーハット長崎長与店 そろばんと算数のうれり教室　南陽台教場 フラワーショップ華つ舎 居酒屋あじさい

【平木場】 パティスリープランシェ 雪の浦手造りハム フローラルスタジオトラヤ ファンタスマーケット
西川商店(こんにゃく) 南陽台　片岡酒店 成瀬商店 プレタポルテ　ロワール
マルキパン ココカラファイン長与店 藤原美工社 ヘアーサロン　シロタニ 【斉藤】
㈱イワナガ 着物レンタル　松屋呉服 たかはし屋 丸松金物店 中川鮮魚店
㈱オートサービスマツシタ 喜晴屋 炭火焼肉あおい ムラセ自転車商会 料亭なかがわ
松尾設備工業 居酒屋ゴンちゃん ファミリーマート長崎女の都店 やきとり伸助　種 ㈲長与タクシー

㈱トヨタレンタリース長崎長与店 ローソン長与高田郷店 龍虎堂薬局 広瀬酒本舗
【丸田】 田中設備 ローソン長与高田南店 レディースゴンドー 理容　山中

境鉄工所 ㈲フルタチカーケアセンター ㈱ロゼハウス ㈱山正重機工業
㈲古舘自動車工業 【高田】 やわら整骨院 料亭うらかわ やきとり公民館
リカーショップつじた 家庭料理　愛妻味屋 ウチモト電器 いち笑 岩崎本舗・本社工場店
㈲丸国自動車商会 シロアリの浦川商店 ローソン長与嬉里郷店
村田社会保険労務士事務所 ギフトよこはま 【嬉里】 ㈲ワルツの森ひさ家　長与本店 【まなび野】

お茶のこのみ園 橙や ㈲ワルツの森ひさ家　長与中央市場店 花のゴトウ
【三根】 畳工房　明日香 赤瀬輪業 米商 ほっともっとシーボルト大学前店

酒の山道 酒のパワーズ長与店 有川石材店 長与やぶ
さぬきうどん大平 田上酒店 イナマツ電器 割烹たなか長与店 【北陽台】
祐英建装 大同印刷㈲ 居酒屋　大漁 焼鳥しゅうちゃん ㈱浜屋百貨店　長与ギフトサロン

お酒とお米の西岡屋 大漁酒場　居ざけ屋 焼鳥やじま メガネのヨネザワ　イオンタウン長与店

【吉無田】 ㈲ハッピードライ高田店 上野酒店 憩い処りらく
あじさいタクシー 美容室　圭子 浦川鮮魚店 ふくろう庵　長与店 【町外】
indah sekali(インダスカリ) ファミリーマート道の尾店 ㈲エーワン洋菓子店 吉川たたみ店 サンワ家具
朝日新聞ＡＳＡ長与 松田アパート オートショップ　ムラセ タカヤマ電器設備 サンリオショップすいーとぴー
カットハウス　ユウキ ㈲マルミ宮崎水産 カサ電機 中村米酒店 星野管工設備㈱
食育食堂 道ノ尾温泉㈱ 片岡産業㈲ そろばんと算数のうれり教室　長与教場

ながよ共通商品券取扱一覧(順不同)　Ｈ29.10.1現在

㈱ママのセンター長与店(嬉里)・マックスバリュ長与店(まなび野)・マックスバリュ長与中央店(北陽台)・ララコープ長与店(高田)・エレナ長与店(吉無田)・大門サニーピア店(吉無田)



【スーパー】 【酒／米】 【飲食店】 【医薬品／化粧品】 【衣類／靴／鞄】 【ゴルフ練習場】
ファミリーマートツルタ(吉無田) 上野酒店(嬉里) 居酒屋　大漁(嬉里) 龍虎堂薬局(嬉里) シューズファミリー(嬉里) 長与オレンジゴルフ(高田)
ララコープ長与店(高田) 広瀬酒本舗(斉藤) 橙や(嬉里) ココカラファイン長与店(吉無田) プレタポルテ　ロワール(嬉里)
マックスバリュ長与店(まなび野) お酒とお米の西岡屋(高田) 憩い処りらく(嬉里) ㈱ロゼハウス(嬉里)
㈱ママのセンター長与店(嬉里) リカーショップつじた(丸田) 焼鳥しゅうちゃん(嬉里) レディースゴンドー(嬉里) 【金物・建材】
エレナ長与店(吉無田) 酒の山道(三根) 焼鳥やじま(嬉里) 【家電・電気製品】 米商(嬉里) ㈲溝上製材所(吉無田)
ファンタスマーケット(嬉里) 栁原酒店(吉無田) やきとり公民館(斉藤) イナマツ電器(嬉里) Ｍｏｎｋｅｙ・Ｐａｎｄａ(嬉里) ㈱タカナミ(本川内)
大門サニーピア店(吉無田) 田上酒店(高田) やきとり伸助　種(嬉里) カサ電機(嬉里) 着物レンタル　松屋呉服(吉無田) 丸松金物店(嬉里)
マックスバリュ長与中央店(北陽台) 酒のパワーズ長与店(高田) 鮨処もり(嬉里) フクダデンキ長与店(嬉里)

酒のパワーズＪｒ吉無田店(吉無田) 食育食堂(吉無田) ラスカル工房(中古パソコン)(高田)

中村米酒店(嬉里) 割烹たなか長与店(嬉里) タカヤマ電器設備(嬉里) 【時計・メガネ】 【印　刷】
【コンビニ】 南陽台　片岡酒店(吉無田) 料亭なかがわ(斉藤) ウチモト電器(高田) 時宝堂(嬉里) 大同印刷㈲(高田)

ファミリーマート道の尾店(高田) 中華飯店ながさこ(岡) メガネのヨネザワ　イオンタウン長与店(北陽台)

ファミリーマート長与店(嬉里) 中華料理　台湾亭(吉無田)
ファミリーマート長与嬉里郷店(嬉里) 【菓　子】 庄屋　長与店(嬉里) 【クリーニング】 【燃　料】
ファミリーマート長崎女の都店(高田) つかさ饅頭店(嬉里) さぬきうどん大平(三根) ニューサンクリーニング(岡) 【家具・インテリア】 長与石油店(吉無田)
ローソン長与高田郷店(高田) ㈲エーワン洋菓子店(嬉里) 長与やぶ(嬉里) ㈲ハッピードライ高田店(高田) サンワ家具(時津)
ローソン長与高田南店(高田) ㈲ワルツの森ひさ家　長与本店(嬉里) 家庭料理　愛妻味屋(高田) ㈲ハッピードライ吉無田店(吉無田)

ローソン長与岡郷店(岡) ㈲ワルツの森ひさ家　長与中央市場店 ヨカロー(高田) ㈲ハッピードライ長与駅前店(吉無田) 【レンタカー・カーリース】
ローソン長与嬉里郷店(嬉里) パティスリープランシェ(吉無田) 居酒屋ながよ村(嬉里) 洗濯工房(高田) 【家屋・不動産】 ㈱トヨタレンタリース長崎長与店(吉無田)

パテスリーオスピタリテ(吉無田) 喜晴屋(吉無田) 畳工房　明日香(高田)
居酒屋ゴンちゃん(吉無田) 長与ガラス店(吉無田)

【精　肉】 ㈱麺也オールウェイズ長与店(嬉里) 【理美容院】 シロアリの浦川商店(高田) 【タクシー】
片岡産業㈲(嬉里) 【食料品製造】 居酒屋あじさい(嬉里) 美容室アトリエＡＩ(嬉里) 吉川たたみ店(嬉里) ㈲長与タクシー(斉藤)

㈲マルミ宮崎水産(高田) 大漁酒場　居ざけ屋(嬉里) 美容室　圭子(高田) 松田アパート(高田) あじさいタクシー(吉無田)
西川商店(こんにゃく)(平木場) 料亭うらかわ(嬉里) ヘアーサロン　シロタニ(嬉里)

【鮮　魚】 原野豆腐店(吉無田) リンガーハット長崎長与店(吉無田) 理容　山中(斉藤)
浦川鮮魚店(嬉里) マルキパン(平木場) 炭火焼肉あおい(高田) カットハウス　ユウキ(吉無田) 【建築・建設・土木・鉄工】 【イベント・企画】
中川鮮魚店(斉藤) ㈲長崎井上(高田) 炭火串焼　恕家(高田) ビューティーサロン　ハマ(高田) 星野管工設備㈱(管工事・住宅設備)(市内) グッピーサウンド(高田)
中野鮮魚(嬉里) (資)藤﨑製麺所(高田) いち笑(嬉里) 美容室アダージョ(嬉里) ㈱イワナガ(管工事)(平木場)

岩崎本舗・本社工場店(斉藤) ヘアースタジオ　セカンド(嬉里) ㈱山正重機工業(土木)(斉藤)
燻製工房　熏助(岡) ＭＡＹＵＭＩＹＡ(嬉里) 境鉄工所(丸田) 【社会保険労務士】

【青　果】 雪の浦手造りハム(高田) 【スナック】 美容室みやび(嬉里) 松林住宅㈱(高田) 村田社会保険労務士事務所(丸田)

竹野商店(嬉里) 長与カラ：フル(岡) スナック　クローバー(嬉里) ㈱井上建築設計事務所(高田)
スナック茶屋　向日葵(嬉里) 田中設備(管工事)(吉無田)
スナック　エルザ(嬉里) 【エステ・ダイエット】 サカモト電設(岡) 【石　材】

【物産品販売】 【文具・玩具・雑貨・日用品】 スナック来里異夢(嬉里) indah sekali(インダスカリ)(吉無田) 松尾設備工業(平木場) 有川石材店(嬉里)
たかはし屋(高田) サンリオショップすいーとぴー(時津) スナックうれ里(嬉里) 祐英建装(三根)

山村商店(吉無田)
成瀬商店(高田) 【整骨院】 【看　板】

【テイクアウト・弁当】 【カラオケハウス】 やわら整骨院(高田) 【農業機材】 藤原美工社(高田)
ふくろう庵　長与店(嬉里) カラオケハウス　ラベンダー(嬉里) ㈱波多野農機(嬉里)
ほっともっとシーボルト大学前店(まなび野) 【お　茶】

お茶のこのみ園(高田) 【温　泉】 【自動車関係】
【新聞・書籍】 道ノ尾温泉㈱(高田) 【バイク・自転車修理販売】 ㈱ポールポジション長崎(岡)

【生　花】 朝日新聞ＡＳＡ長与(吉無田) ㈲喜道庵(岡) 赤瀬輪業(嬉里) ㈱ラッキーモーターサービス(高田)

フラワーショップ華つ舎(嬉里) 【ギフトショップ】 オートショップ　ムラセ(嬉里) ㈲古舘自動車工業(丸田)
フローラルスタジオトラヤ(嬉里) ㈱浜屋百貨店　長与ギフトサロン(北陽台) ムラセ自転車商会(嬉里) ㈲丸国自動車商会(解体)(丸田)
花のゴトウ(まなび野) ギフトよこはま(高田) 【社会福祉】 【塾・教室】 カーショップ　トム(岡)

ギフトショップいりえ(岡) 社会福祉法人のぞみ会(吉無田) そろばんと算数のうれり教室　長与教場 ㈲ドリームロード(高田)
そろばんと算数のうれり教室　南陽台教場 【宅　配】 ㈱オートサービスマツシタ(平木場)

㈲髙本商店(牛乳・乳製品)(嬉里) ㈲フルタチカーケアセンター(高田)

業種別一覧(順不同)
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