
＜鏡地区＞ （業種別・50音順）

業種 屋号 住所 電話番号 取扱商品等

居酒屋 笑えむ 鏡町鏡村918-2 52-5700 焼き鳥･魚料理･肉料理

居酒屋ひょうたん 鏡町鏡村891 52-5630 居酒屋メニュー等、空気清浄機設置あり

居酒屋山ちゃん 鏡町鏡213 080-5283-7404 天草大王炭火焼

栄光苑 鏡町下有佐231-10 52-1131 中国料理

鏡華月園 鏡町内田324 52-0264 中華料理

仕出しセンターおがた 鏡町内田353 52-0731 鉢盛・弁当・会席料理

スナック きらり 鏡町鏡村1115-1 52-3454 スナック

鳥よし 鏡町鏡114 53-2202 焼き鳥

(有)野村鮮魚店 鏡町鏡170 52-0072 弁当･刺身盛･会席料理･飲食全般

焼肉友苑 鏡町内田435-2 43-8610 お食事、焼肉、アルコール

料亭小堀 鏡町両出1369 52-8170 会席料理･居酒屋料理･仕出し･弁当

ろばた味徳 鏡町内田300 52-7408 焼き鳥･刺身･アルコール

和風スナック暖簾 鏡町上鏡1153-4 31-2118 各種ｱﾙｺｰﾙ(ﾋﾞｰﾙ･焼酎･ﾊｲﾎﾞｰﾙ等)･一品料理

(株)髙野組 鏡町内田1501 52-2010 土木工事･舗装工事･砕石等販売

中村設備工業 鏡町貝洲1305-6 090-2853-7936 設備工事（水廻り・メンテナンス）

後川工務店 鏡町有佐281-1 52-0381 建設業及び資材販売

(有)早﨑工業 鏡町鏡村1252-4 52-0333 左官工事･土木工事･管工事

久枝工業 鏡町両出1364-1 52-7011 工事

光永塗装 鏡町宝出190-2 52-3071 家屋の塗装

(有)宮崎電設 鏡町鏡1159-35 52-7228 土木･水道･管･電気･設備工事

ｱｰﾊﾞﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼﾃｨ 鏡町鏡63-1 31-2111 スーパー(日用品全般)

(有)稲崎石油鏡SS 鏡町上鏡1124-10 52-0756 石油製品

イナダ(有) 鏡町内田438-2 52-0656 いぐさ食品･ミニ畳手作り体験

上田モータース 鏡町鏡村1106-3 52-1557 二輪車(バイク･自転車)販売･修理

上塚釣具店 鏡町鏡106 52-2375 釣具･えさ等

カガミユーウマート 鏡町鏡915 31-2150 食品･肉･魚･惣菜･青果

靴のウエツカ 鏡町鏡99 52-0223 靴・履物・バッグ

古賀酒店 鏡町鏡115 52-0056 酒類販売

コメヤ 鏡町鏡201 52-0256 衣料品･化粧品

庄野学生堂 鏡町鏡村32 52-0133 教科書・書籍・事務用品・文具

すみれ洋装店 鏡町鏡村4 52-1865 婦人服

セブンイレブン八代鏡店 鏡町内田266 52-5502 弁当･パン･惣菜等のデイリー商品

セブンイレブン八代北新地店 鏡町塩浜184-13 53-9244 コンビニ

総合衣料たにがわ 鏡町鏡27 52-0054 衣料品全般･化粧品･手芸用品･呉服他

園田衣料店 鏡町両出74-5 52-0334 学生服及び用品･婦人服･紳士服他

(有)たてがい電機 鏡町宝出212 52-1607 一般家電製品販売及び修理･電気工事

(有)ツルサキ電気 鏡町下有佐268-3 52-0529 家電販売

DCMダイキ鏡店 鏡町内田512 52-8758 生活用品・日用雑貨・農業用品

(株)野島機工店 鏡町内田316-1 52-1301 工具・部品・管材販売

福田刃物店 鏡町鏡村1185 52-0632 刃物製造･販売

(有)フジタタミ 鏡町内田536 52-0919 畳全般･新畳･表替え

藤本酒店 鏡町宝出2 52-0328 酒類

ブティック＆化粧品 ふくなが 鏡町内田113 52-0201 化粧品･洋服･アクセサリー･小物

フレッシュしみず 鏡町貝洲169 52-3213 食品･タバコ

(有)丸三家具 鏡町上鏡1150 52-0323 家具全般

ミートショップかたやま 鏡町貝洲693 52-0345 精肉

(名)宮村石油 鏡町内田97 52-0515 自動車販売･車検･洗車(みがき洗い)・ｶﾞｿﾘﾝ

宮本サイクル 鏡町内田113 52-0260 自転車販売･修理･点検

めがねの開眼堂鏡町店 鏡町鏡27 52-1716 眼鏡･補聴器

ユジデンキ 鏡町貝洲276-2 52-6680 電気製品(テレビ･冷蔵庫･エアコン･洗濯機)他

飲食業

建設業

小売業
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業種 屋号 住所 電話番号 取扱商品等

井上写真場 鏡町鏡村946-2 52-0236 写真撮影

カメラのアラキ 鏡町鏡村3 52-0464 カメラ材料・DPE

九州旅行会 鏡町鏡188-1 52-1006 宿泊券･航空券･JR券･国内海外(個人･団体)旅行

(株)協立自動車 鏡町鏡1159-13 52-1866 自動車販売･車検･整備･修理

クリーニング.ECO 鏡町内田275-1(ゆめﾏｰﾄ内) 090-1080-7753 クリーニング取扱い店

クリーニング花岡 鏡町貝洲691 52-1492 ホームクリーニング全般･毛布･布団

柴田自動車 鏡町野崎1119-23 090-8221-0235 車検･整備･新車中古車他カー用品販売
市民斎場･町民斎場･八代石彩(墓石部) 鏡町貝洲68-7 52-0018 葬儀請負一式･墓石販売･仏壇販売･供花販売

土地家屋調査士 田添尊祐事務所 鏡町宝出16 52-8830 土地建物登記・測量・調査業務

ナガノ写真館 鏡町下有佐235 52-0695 証明･記念写真撮影各種

西村理容 鏡町下有佐231-18 52-0398 理容一般(カット・顔そり等）

(株)ﾉｰｷｾﾝﾀｰｷｮｳｴｲ 鏡町鏡村1778-3 45-5359 農機具販売、修理

美容室ウェーブQ 鏡町鏡村30 52-3301 美容業

PUTIH SALON 鏡町鏡120 52-7194 美容業

ヘアープロデュースオガタ 鏡町鏡村1106-6 52-3371 理容業

hair make calme（カルム） 鏡町両出1259-9 52-6211 美容業

理･美容みやはら 鏡町内田849-17 52-0016 理容・美容

ロビン美容室 鏡町貝洲331-8 52-7417 パーマ･ヘアダイ等の美容業

(有)大渕誠一商店 鏡町芝口343-3 52-0776 畳の販売

(有)橋本畳店 鏡町両出1251 52-0281 畳製造業

その他 (株)平本染工場 鏡町鏡村556 52-1311 五月織･鯉のぼり･ﾀｵﾙ他染色加工商品

＜千丁地区＞ （業種別・50音順）

業種 屋号 住所 電話番号 取扱商品等

糸山鮮魚店 千丁町新牟田252-5 46-0040 仕出し・鮮魚

飯々工房藺家 千丁町古閑出3-5 46-1140 日替わり定食

インテリアこが 千丁町太牟田2391-1 46-0980 クロス･カーテン･ブラインド

(有)竹原松寿園 千丁町太牟田2602 46-0319 植木・苗木販売・造園・土木工事

坂田精肉店 千丁町新牟田976-2 46-1129 精肉販売

パン工房百花 千丁町新牟田1871-3 46-2632 パン類

フラワーショップエル 千丁町新牟田1627 46-1558 花鉢･花苗

(株)宮本肥料店 千丁町古閑出2547-19 46-0134 肥料・農薬・農業資料

八代エネルギー(有) 千丁町新牟田467-10 46-0268 石油商品(灯油･軽油･A重油)

荒木自動車整備工場 千丁町新牟田1330-1 46-1751 自動車販売・板金塗装・車検

西条オートボディー 千丁町太牟田945-2 46-1745 自動車鈑金塗装･車検･整備･新車中古車販売

竹本自動車工業所 千丁町古閑出65-2 46-2108 自動車整備業

ニューウェーブ揖 千丁町新牟田1266-5 46-1822 美容･カットサロン

マッサージ療院さくら 千丁町古閑出2456-17 46-1712 マッサージ

村山アポロ石油モータース 千丁町新牟田94-6 46-0174 ｶﾞｿﾘﾝ･軽油･灯油･車両販売･車検･点検･修理･ﾀｲﾔ･部品

山崎自動車サービスセンター 千丁町古閑出1638-4 46-0394 自動車整備業

カネムマンソーセージ 千丁町新牟田1391-3 050-5373-1534 ソーセージ･ベーコン（ギフト有）事前連絡

髙井畳店 千丁町新牟田1910-3 090-4997-9593 畳張替え･新畳

和田たたみ店 千丁町太牟田2402-1 46-0686 畳・襖・障子・ｱﾐ戸・ｶｰﾃﾝ他・内装全般

＜東陽地区＞ （業種別・50音順）

業種 屋号 住所 電話番号 取扱商品等

とうよう苑 東陽町南1066-1 65-2212 食堂・仕出し

ドライブインみなみ 東陽町南1050 65-3089 食堂・仕出し

(有)堺建設 東陽町北3811-3 65-3290 建築工事

本宮電気商会 東陽町南978-6 65-2655 水道・電気工事

小売業 東陽交流ｾﾝﾀｰせせらぎ 東陽町南1051-1 65-2112 野菜・加工品

江原モータース 東陽町南991 65-2438 自動車整備業

(有)黒田商会 東陽町南1072-3 65-2211 自動車整備業

(有)野田石油 東陽町北3803-1 65-2825 ガソリン･軽油･灯油

製造業 中村畳店 東陽町北1759 090-8917-9115 畳製造

ｻｰﾋﾞｽ業

ｻｰﾋﾞｽ業

製造業

建設業

飲食業

小売業

ｻｰﾋﾞｽ業

製造業

飲食業

建設業
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＜泉地区＞ （業種別・50音順）

業種 屋号 住所 電話番号 取扱商品等

お食事の館 天領庵 泉町樅木106-13 67-5136 山菜･ヤマメ料理(定食)･秘境手打ちそば他

五家荘 梅ノ木茶屋 泉町葉木94 67-5655 軽食(うどん･そば)

五家荘 平家の里 泉町樅木160-1 67-5372 軽食(うどん･そば)

東山本店 泉町仁田尾6-3 67-5302 食事･販売(柚子こしょう･山椒オリーブ･豆腐のみそ漬等)

ふれあいセンターいずみ 泉町下岳3296-1 67-3500 お食事・泉茶・豆腐のみそ漬け・柚子こしょう等

お茶の泉園 泉町栗木4986 67-2617 お茶･しいたけ･干したけのこ･ぜんまい･その他お茶製品

杉本製茶 泉町栗木5531 67-2406 お茶・乾物

田上石油 泉町柿迫3120 67-2145 ガソリン･軽油･灯油

東﨑酒店 泉町下岳3162-1 67-3450 酒･たばこ・食料品

(有)遠山モータース 泉町下岳1660-1 67-3338 車両販売･車検･整備

山田石油店 泉町下岳2989 67-2515 ガソリン･軽油･灯油

佐倉荘 泉町葉木6 67-5267 宿泊

樅木山荘 泉町樅木147 67-5211 宿泊･食事

山女魚荘 泉町樅木106-2 67-5201 やまめ･山菜･ジビエ料理

橋口園製茶 泉町栗木977 67-2815 お茶販売

山の台所 泉町下岳1572 67-3155 弁当･惣菜･農産加工品･茶

山本畳フスマ店 泉町下岳1227-1 67-2460 畳表替工事、フスマ･障子張替工事

＜上記地区以外＞ （業種別・50音順）

業種 屋号 住所 電話番号 取扱商品等

居酒屋･もつ鍋 オレンジ 袋町3-28 スカイビル1F 35-0333 もつ鍋･串揚げ

Queen bee 本町1丁目2-13ｴﾃﾞﾝﾋﾞﾙ2F 33-5977 スナック

建設業 (株)井本工務店 植柳上町683-5 35-8430 新築・住宅ﾘﾌｫｰﾑ・改修工事等

エムオート 川田町東59 53-6171 新車中古車販売･板金塗装･車検･整備

河野電器 松江町20-11 080-5281-3932 家電

セブンイレブン八代高下西町店 高下西町1258 31-5139 食料品･飲料･酒･雑貨等

ダイワ化粧品店 本町2丁目1-13 35-1434 カネボウ化粧品小売り

パナランド犬童 中北町3414-24 37-8335 家電製品・テレビ・エアコン・冷蔵庫

ファミリーフードありさ 氷川町宮原栄久83-1 53-5630 生鮮食品、日用品、酒

聖心 田中東町18-19 080-2728-3103 IT機器･ソフトウェア販売(パソコン･プリンター等)、パソコン修理、HP制作

リエコ整体院 本町4丁目2-2 お問合せはHPにて 整体･アロママッサージ･びわ温灸

【お問合せ先】八代市商工会 52-8111

ｻｰﾋﾞｽ業

飲食業

小売業

宿泊業

製造業

飲食業

小売業

「20%得とく商品券」のご使用について

1.『 20%得とく商品券』1枚で1,000円分のお買い物ができます。

おつりは出ませんので、ご注意下さい。

2. 購入後の払い戻しは出来ません。

3. 有効期間内（R2.10.1～R3.1.31）に使用できなかった『20%得とく商品券』は、無効とします。

4. 本紙に掲載されている、八代市商工会員の取扱事業所のみで使用できます。

※店頭にポスターが貼ってあります。

5. ギフト券・商品券・ビール券・プリペイドカード・ハガキ・切手等の換金性があり、

広域的に流通しうるものや、電子マネー（チャージ利用）等の購入には使用できません。

6. コンビニ等で直接お店自体がサービスを提供していない電気料金や電話料等の支払いには

使用できません。

7. 国の経済政策を目的とした助成イベント(GoToトラベルキャンペーンなど)での使用はできません。
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