
飲食業 エディオン鹿児島徳之島店 山猪肉　ししまる 明成工業

Cafeblue tokunosima ㈲亀津カーシティー ㈱琉子商会 ㈲吉田建設

グリルきずき かわばた弁当 建設業 サービス業その他

清水屋 ㈲徳之島オーエー販売 有村電気工事店 OHANA健康サークル

ダイニングRikyu 春印章堂 稲村孝建設 ㈾広芸社

ＭＵＲＭＵＮＮ’ ヒラヤス ㈱木之下建設 ㈱作山建築設計事務所

琉紹 ファミリーマート亀津南店 ㈲悟大塗装 タイセイ空調
卸売業・小売業 ㈱福島石材 篠原サッシ建具店 徳永建築設計事務所

奄美海援隊㈱ 渕上石油亀津給油所 下茂建設 ㈲徳之島測量設計

安藤酸素工業㈲ プティ　ボヌール ㈱清和工業 ㈲平安企画設計事務所

出光徳之島SS（竹山産業開発㈱） フラワーショップかんな ㈱福永建設 治野カーボディー

ウエダシステム フレンドシップふれあい館 フクシマ建装 ㈱福島葬祭

㈱S.A.P.企画 ㈲宮本商店 丸栄工業 福田環境㈱

飲食業 ラウンジ秀 ㈱永濱木材 ㈱富建設

あかひげ 卸売業・小売業 花工房 花芳 淵上組

味処　彩 ㈲秋丸酒店 平山洋品店 サービス業その他

味処　古都宴 奄美食品 ファッションＢＯＹ’Ｓ 健友館シラヤマ整体院

居酒屋 風来坊 石田自転車商会 ファッションむらの 島田電器商会

居酒屋 華家 金城鮮魚店 ㈲藤田印刷 雀荘 東東

居酒屋 結 キャン・ドゥ亀津店 丸一スポーツ ジュエルヘヤー

居酒屋 なみちゃん 靴のとみやま 丸豊金物店 週刊てぃだ

Ａ-ＨＯＵＳＥ ㈱クボタ商会 メガネ神戸 3SCompany

御食事処 らいむ コスメティック ノエル モトショップ東 ハート美容室

郷土料理･炉端焼　鳥王 ジツヤマ商店 ㈲元田製菓 ㈱福島不動産

くるくる鮨し雅 ダイマル 建設業 ふく福整骨院

サンバーガー ㈱ダスキン徳の島 ㈲東建設 松永税理士事務所

和み家 ㈲鶴野ガス ㈲岸岡建設 理容プラーザ

ＭＡＲＩＯ とくのしまや ㈲住建設 OLTANA

焼肉アダン 直島果樹園 ㈲住重工業 コインランドリー　スペース結

ゆいの里 よし久 永浜商会 ㈱中央開発 Total Body Care Salon　M

(裏面に続く）

【ご注意】 各店舗の事情により、取扱店の変更が考えられます。
必ず取扱店ポスターの掲示、又は各店舗にご確認の上ご使用ください。

亀津南区

亀津中区

徳之島町商工会プレミアム付商品券

使用期限

令和4年1月31日㊊まで
◎使用期限を過ぎますと、商品券は使用できなくなります。

◎期限内に取扱店でのご利用をお願いいたします。

お早めにご使用ください!!



飲食業 ラーメン旬庵 ㈲くらしげ商事 ㈱漁師の店・さかな

居酒屋　海人 来来 ㈱幸南アグリサポート 建設業

居酒屋今年も豊作（㈲西田） ｌｅａｆ(から吉も使用可） サラダ館亀津店 ㈲川建設

居酒屋　良酔 炉ばた焼　どんたく セブンプラザ徳之島店 佐田建設

一味 わがママな居酒屋さん　ぬみぃぬみぃ タートルベイ醸造 ㈲佐多電機工業

ゑびす寿司 和風スナック介 高岡醸造㈱ 久志設備㈱

大海軒 卸売業・小売業 玉城蒲鉾店 ㈲前田水道工事店

お食事の店はるみちゃん ㈱秋丸商会 ドコモショップ徳之島店 サービス業その他

カフェボーノ 有村商事㈱徳之島営業所 徳之島物産㈱ 秋津写真館

カフェブルーシェル 衣料のよしむら 徳之島総合陸運㈱ あきの美容室

勘八寿司 植田モータース トルマリンパワーウォーター徳之島店 アニマルフレンズ

喫茶アイウエオ ａｕショップ徳之島 南海日日新聞徳之島販売所 アニマルクリニック徳之島

喫茶ジュノン エディオンマツヤマ電器 ㈲日冷食品 奄美航空ツーリスト

喫茶ロイヤル 大島石油㈱徳之島営業所 ノボリオ商店 オフィスまるの

煌き 大船文具店 ファミリーショップ金城 カラオケスタジオKANMOURE

鍾乳洞 岡山食品 ファミリーマート亀津北店 ㈱亀徳港湾荷役運送

寿し処さかなちゃん お茶のみどり園 福盛堂 ㈲三宝モータース

スナックれんと 介護用品館 楽走（㈱朋友） ㈱ブリヂストン徳之島タイヤ スタジオカガワ

鉄板なべ　みなみ 家具・寝具の福本 弁当志（こころ） スタジオ・ミスト

とにーわん kalaflala ホームセンターモリ ちとせ旅館

ドリンクサロンセーヌ カナシロ電器 MARUIマルイ ヘルパーステーションジパング

BAR　Cattleya 紀ノ国屋薬局 南日本新聞亀津販売所 訪問介護ステーションかわの

Bar＆Lounge若月 ㈱きゅらしま館亀津店 ＵＣＣ上島珈琲㈱徳之島営業所 ㈲ホテルニュー西田タクシー

ホテルグランドオーシャンリゾート 清山商店 吉川印刷 ミュージックワイド

焼肉レストラン・サンサン 窪田金物店 嘉トーフ店 桃理容所

飲食業 松田商店 ㈱たくみ 共同通運㈱
ときわや青果（きむきゅら） みのり館 東洋ガラス ゲストハウス　みなと屋

㈱みらい物産 ㈲徳明建設 泰良カーサービス

森精肉鮮魚店 ㈲保科組 名城回漕運輸㈱
卸売業・小売業 勇元商店 ㈲元山建設 Nature　Tokunoshima

大沢商店 建設業 ㈱安田設備 松田自動車

㈱大政青果 ㈲大沢建設 サービス業その他 マリンサービス海夢居

木場商店 勝冷機 ㈲天城カーセンター徳之島店 ㈲安田鈑金整備工場

しげとみ青果 九徳設備 (一社)いのかわ・ラボ

ニシムタ徳之島店 ㈱クワエ ㈲エムシー教育社

飲食業 木場農産 ㈱ヘルシーアイランズ 廣建築

味処　幸 キャン・ドゥ花徳店 むぎ工房 ㈲ふくろう建築工房

ぶるぅ～めぇ～る グループ萬寿果 ㈲安田製菓 ㈲太利建設

金見荘 ㈲芝建設 花徳給油所 建設業 サービス業その他

『吉三-YOSHIZO-』 スーパー吉村 大城工務店 秋本自動車
卸売業・小売業 ダイキチ食品㈱ ㈲芝田組 ガレージ機械屋

(合同)あまみ徳之島絆ファーム 太良製菓 ㈲タケシマ建設 福山自動車工業

㈲梅山商店 徳田青果 竹原建設 ㈲母間衛生社

大村建材㈱ トミタ電器 田袋工務店 益田モータース

岡元商店 フレッシュマートとくやま 直島産業 宮原理容所

川畑製菓 古里商店 廣田建設㈲ 吉村自動車

〔商品券に関する問い合わせ先〕　徳之島町商工会　☎　82-1409

母間・花徳・山・金見・轟木地区

神徳地区

亀津北・東区

ふわりCafeくじら岬
（徳之島リゾートホテル＆オフィス）


