
天草市・苓北町地域共通クーポン取扱店舗一覧

施設名 住所 電話番号 業種 クーポン種別

ファミリーマート 天草苓北 志岐１０３６番地１ 0969-35-9181 コンビニ 紙

麟泉の湯 志岐１２８１ 0969-35-3770 観光施設 紙・電子

コメリ苓北店 志岐３４８番地４ 0969-35-3015 お土産 紙

デイリーヤマザキ天草苓北 志岐字中通391-1 0969-35-1771 コンビニ 紙・電子

草場給油所 富岡２６６１ 0969-35-1231 その他運送サービス 紙

ヤマト運輸　苓北センター 志岐字土橋８９２－１ 0570-200-000 物流（宅配等） 紙

海の見えるカフェ　ひかり 上津深江4535-1 0969-37-0622 飲食店(酒類提供なし) 紙

新光商事有限会社 都呂々5番地7 0969-36-0002 ガソリンスタンド 紙

内田皿山焼 内田554-1 0969-35-0222 お土産 紙

アタックスシープル店 志岐246番地1 0969-35-2800 お土産 紙

苓北観光汽船株式会社 富岡2711-47 0969-35-0705 海上運送 紙

黒瀬製菓舗 富岡３２４３ 0969-35-0119 お土産 紙・電子

ウッデイーハウス 富岡3558-5 0969-35-0484 飲食店(酒類提供あり) 紙

苓北タクシー　株式会社 志岐32-2 0969-35-0075 タクシー・ハイヤー 紙・電子

天草プラザホテル 栄町４－８ 0969-23-5511 飲食店(酒類提供あり) 紙

居酒屋語らいの里　あまくさ村 栄町１０ー３６ 0969-24-1600 飲食店(酒類提供あり) 紙

セブンイレブン天草栄町店 栄町14-22 0969-22-2477 コンビニ 紙・電子

茶寮やまと家 栄町５－１８ 0969-23-5431 飲食店(酒類提供あり) 紙

シーナ本渡店(婦人服) 栄町7-34 サンリブ本渡店1F 0969-22-3081 お土産 紙

ｻﾝﾘﾌﾞ本渡 栄町7-34 0969-22-1515 スーパー 紙

ａｕショップ本渡 栄町9-15 0969-22-6200 その他 紙・電子

彩フレンド本渡店 栄町サンリブ本渡店１階 0969-22-7570 お土産 紙

レストラン シンフォニー 河浦町崎津４３８ 0969-79-0800 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

天草陶楽庵 河浦町新合2068 0969-76-0777 体験型アクティビティ 紙

コメリ河浦店 河浦町大字白木河内２１２７番２ 0969-74-8066 お土産 紙

デイリーヤマザキ天草河浦 河浦町白木河内2111-2 0969-76-0423 コンビニ 紙・電子

セブンイレブン天草丸尾町店 丸尾町10-6 0969-22-8185 コンビニ 紙

ドラッグコスモス本渡北店 丸尾町11-4 0969-27-0811 お土産 紙

靴のやまだ　北店 丸尾町１－１９ 0969-24-2511 お土産 紙

エコホテル　アシスト 亀場町亀川135-1 0969-33-7700 その他 紙・電子

有限会社　大門港タクシー 亀場町亀川146-1.146-16 0969-22-3617 タクシー・ハイヤー 紙・電子

ファミリーマート 本渡亀川 亀場町亀川１６０６－１ 0969-22-8141 コンビニ 紙

ドラッグコスモス亀場店 亀場町亀川1632-5 0969-27-7550 お土産 紙

ドラッグストアモリ　天草亀川店 亀場町亀川1877-4 0969-23-7178 お土産 紙・電子

おさかな食堂　将吾 亀場町亀川1886-12グリーンビル１階 0969-66-9156 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

海老の宮川亀川店 亀場町亀川１８８６－２４ 0969-23-0699 飲食店(酒類提供あり) 紙

ローソン　天草中央総合病院前店 亀場町亀川１８８６‐２５ 0969-23-7757 コンビニ 紙

天草石油㈱　亀川給油所 亀場町亀川1890-2 0969-23-4218 ガソリンスタンド 紙・電子

アマクササンタカミングホテル 亀場町亀川74-3 0969-22-0100 宿泊施設 紙・電子

ヤマト運輸　天草亀川センター 亀場町亀川牛房畑１５１３－１２ 0570-200-000 物流（宅配等） 紙

デイリーヤマザキ天草浜田 亀場町亀川字浜田尻66-1 0969-22-8510 コンビニ 紙・電子

ヤマダ電機　ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ天草店 亀場町食場722 0969-22-7111 その他 紙・電子

イオン天草給油所（セルフ） 亀場町食場３０３－５ 0969-23-8201 その他 紙・電子

コメリ本渡店 亀場町食場８３１番地１ 0969-24-3255 お土産 紙

セブンイレブン天草亀場店 亀場町食場9345 0969-22-1148 コンビニ 紙

ドラッグコスモス天草食場店 亀場町食場947 0969-27-5121 お土産 紙

オートバックス天草本渡 亀場町食場948 0969-32-7880 お土産 紙・電子

ケーズデンキ 天草店 亀場町食場968番1 0969-32-7377 その他 紙

ロッキースーパーストア本渡店 亀場町食場970 0969-25-1144 スーパー 紙

イオン天草店 0969-27-6767 スーパー

ケンタッキーフライドチキン　イオン天草店 0969-27-6808 飲食店(酒類提供なし)

サーティワンアイスクリームイオン天草店 0969-23-2131 飲食店(酒類提供なし)

メガネの三城　イオン天草店 0969-27-6708

セリア　イオン天草店 0969-66-9006

ヴィレッジヴァンガード　イオン天草店 0969-25-1151

C&C　イオン天草店 0969-27-6801

靴のやまだ　イオン天草店 0969-27-6710

grove　イオン天草店 0969-27-0501

ハニーズ　イオン天草店 0969-25-1575

Avanti　イオン天草店 0969-24-0776

ラパックスワールド　イオン天草店 0969-25-1125

ヨネザワコンタクト　イオン天草店 0969-66-9641

ザ・クロックハウス　イオン天草店 0969-25-1266

お茶の山口園　イオン天草店 0969-27-6727

ラスコリナス天草店(婦人服) 0969-24-5323

デイリーヤマザキ天草久玉 久玉町1411-110 0969-72-3473 コンビニ 紙・電子

やすらぎ荘 久玉町2193 0969-72-6666 その他 紙・電子

ロッキースーパーストア牛深店 久玉町5712-4 0969-74-7101 コンビニ・スーパー 紙

産交バス株式会社 牛深営業所 久玉町字新久玉5711-2 0969-73-3126 その他運送サービス 紙・電子

ヤマト運輸　牛深センター 久玉町新久玉５７１３－１２ 0570-200-000 物流（宅配等） 紙

原蒲鉾店 牛深町１０４－１ 0969-72-2264 お土産 紙・電子

吉永製パン所 牛深町1124 0969-72-3418 お土産 紙・電子

ファミリーマート 天草牛深 牛深町１５５１－１７ 0969-74-7005 コンビニ 紙

パールタクシー牛深営業所 牛深町1626-1 0969-72-3388 ハイヤー・タクシー 紙
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株式会社　枡屋マリンタクシー 牛深町字新瀬崎55 0969-72-2161 バス 紙

松岡水産 牛深町1553-21 0969-72-2001 お土産 紙・電子

磯崎釣具店 牛深町１５７－１ 0969-72-3366 お土産 紙・電子

EASY HOSTEL 牛深町1661-10 0969-73-2082 宿泊施設 紙

牛深港 牛深町2286-116 0969-72-3807 海上運送 紙・電子

天草宝島観光協会牛深支部 牛深町2286-116 うしぶか海彩館2F 0969-74-7060 体験型アクティビティ 紙・電子

株式会社ブルーマリンサービス 牛深町2286番地 0969-73-1173 海上運送 紙・電子

道の駅うしぶか海彩館 牛深町2286番地116 0969-73-3818 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

岡東給油所 牛深町282-1 0969-73-3103 レンタカー 紙

牛深ダイビングスクール Blue Earth21くまもと 牛深町3275-11 Marine Port 090-7442-0021 体験型アクティビティ 紙・電子

デイリーヤマザキ天草牛深 牛深町字大池田1535-30 0969-73-2120 コンビニ 紙・電子

ゆめマート牛深 牛深町大池田1545-5 0969-73-2200 スーパー 紙・電子

天草レストハウス結乃里 魚貫町4688-1 0969-72-8821 宿泊施設 紙

栄美屋旅館 古川町1-5 0969-22-3207 宿泊施設 紙

ファミリーマート 本渡古川 古川町２２ 0969-32-6211 コンビニ 紙

有限会社　鬼池海運 五和町鬼池後浜5084-10 0969-32-1166 タクシー・ハイヤー 紙

栄光タクシー　有限会社 五和町御領字沖ノ畑６８５０番地２０ 0969-32-0146 タクシー・ハイヤー 紙

天草海鮮蔵 五和町鬼池4733-1 0969-52-7707 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

イルカウォッチング受付予約センター 五和町鬼池引坂2463 0969-32-1771 体験型アクティビティ 紙・電子

鬼池港 五和町鬼池5087 0969-32-1727 海上運送 紙・電子

ガラス工房カリヒロ 五和町御領6850-1 0969-32-0044 飲食店(酒類提供なし) 紙・電子

コメリ五和店 五和町御領８８０７－１ 0969-32-0777 お土産 紙

天草空港売店 五和町城河原１－２０８０－５ 0969-34-0073 お土産 紙

天草空港カウンター 五和町城河原1丁目2080-5 天草空港内 0969-34-1515 航空運送 紙

仕出し・民宿　泉 五和町二江 4891 0969-33-1643 民宿 紙

イルカマリンワールド 五和町二江2977 0969-33-1633 体験型アクティビティ 紙・電子

天草市イルカウォッチング総合案内所 五和町二江 4689-20 0969-33-1616 体験型アクティビティ 紙・電子

天草生うに本舗丸健水産 五和町二江4662-5 0969-33-1131 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

五和町観光イルカ発着所 五和町二江４６８７－１０ 0969-33-1378 体験型アクティビティ 紙・電子

天草ドルフィンクルーズ　楽つり 五和町二江4689-10 0969-33-0881 体験型アクティビティ 紙・電子

天草市イルカセンター 五和町二江4689-20 0969-33-1600 飲食店(酒類提供あり) 紙

天草イルカパルセンター恵丸 五和町二江4691-5 0969-33-0388 体験型アクティビティ 紙

民宿　海の宿　やませ 五和町二江473 0969-33-1388 宿泊施設 紙

幸寿司 五和町二江4806-1 0969-33-1644 飲食店(酒類提供あり) 紙

天草市総合交流ターミナル施設ユメール 五和町二江547 0969-26-4011 飲食店(酒類提供あり) 紙

デイリーヤマザキ天草二江 五和町二江字村3386-4 0969-33-1160 コンビニ 紙・電子

山下商店・大鵬丸 御所浦町横浦124-1 0969-67-2345 お土産 紙・電子

しおさい館営業所 御所浦町御所浦4310-8 080-3088-3313 その他運送サービス 紙・電子

御所浦物産館しおさい館 御所浦町御所浦4310-8 0969-67-1234 お土産 紙

ノハラボ　本社 御所浦町牧島219-2 080-3088-3313 その他運送サービス 電子

本渡港運送店 港町1-8 0969-23-3111 タクシー・ハイヤー 紙

和み宿　新和荘海心 港町11-19 0969-22-3653 宿泊施設 紙・電子

鶴屋百貨店　天草店 港町19-10 0969-23-3885 お土産 紙

鳥料理鳥蔵 港町5-15 0969-22-7088 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

メガネスーパー 天草店 今釜町16-19 0969-23-7854 お土産 紙・電子

有限会社　天草観光タクシー 今釜新町3538 0969-23-7121 タクシー・ハイヤー 紙・電子

有限会社　パールタクシー 今釜新町3538 0969-23-2244 タクシー・ハイヤー 紙

生協くまもとミニコープ天草 今釜町3281-1 0969-22-3539 お土産 紙

天草石油㈱　佐伊津充填所 佐伊津町1171-1 0969-23-8155 その他 紙

デイリーヤマザキ本渡佐伊津 佐伊津町1938-22 0969-22-1893 コンビニ 紙・電子

ニコニコレンタカー天草佐伊津町店 佐伊津町１９３９－９ 0969-66-9365 レンタカー 紙・電子

菓子工房えすぽると 佐伊津町2140-8 0969-23-6827 お土産 紙

ロッキースーパーストア佐伊津店 佐伊津町760番1 0969-24-4401 コンビニ・スーパー 紙

ローソン　天草佐伊津町店 佐伊津町南平１９３８‐３４ 0969-23-5517 コンビニ 紙

海老の宮川志柿店 志柿町２６９８－１ 0969-22-1326 飲食店(酒類提供あり) 紙

セブンイレブン天草知ヶ崎店 志柿町5391-3 0969-23-2341 コンビニ 紙・電子

コメリ志柿店 志柿町６３２５－３５ 0969-22-5833 お土産 紙

とらや天草本渡店 志柿町6327-8 0969-22-3855 飲食店(酒類提供あり) 紙

さしみや河丁 志柿町7102 0969-23-7261 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

デイリーヤマザキ天草志柿 志柿町字野添3390-6 0969-23-0711 コンビニ 紙・電子

ヤマト運輸　天草有明センター 志柿町城辺田７０７２－１ 0570-200-000 物流（宅配等） 紙

ダイレックス天草店 小松原町11番15号 0969-24-8248 お土産 紙・電子

ファミリーマート 本渡小松原 小松原町１２－２２ 0969-24-0068 コンビニ 紙

セブンイレブン天草小松原町店 小松原町202-16 0970-23-0971 コンビニ 紙

オートステーション　AMAX 小松原町202-8 0969-33-9003 その他 紙・電子

ローソン　天草城下町店 城下町６‐２４ 0969-66-9320 コンビニ 紙

小豆カフェ 新和町大宮地4780 0969-46-1011 飲食店(酒類提供あり) 紙

お菓子のみつみ 諏訪町11-11 0969-22-2625 その他 紙・電子

ドラッグコスモス諏訪町店 諏訪町7-16 0969-27-7266 お土産 紙

熊本ダイビングサービスよかよか　本渡店 瀬戸町１５－２ 0964-53-0611 体験型アクティビティ 紙・電子

天草とれたて市場 瀬戸町２番１号 0969-32-6888 お土産 紙

コメリ天草栖本店 栖本町馬場２５６３－３１ 0969-63-8588 お土産 紙

ドラッグミキ 栖本町馬場2566-6 0969-66-2444 その他 紙・電子

ファミリーマート 天草栖本 栖本町馬場２５６８－２ 0969-66-2017 コンビニ 紙

松下かまぼこ店 船之尾町2-20 0969-22-2219 お土産 紙

リンドマール食専科豆福 船之尾町279－6TAIYOリンドマール 0969-23-1234 お土産 紙・電子

志みず創彩 船之尾町5-5 0969-66-9226 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子
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新日本料理　鮨　かわ島 船之尾町9-22-7 0969-24-3992 飲食店(酒類提供あり) 紙

旅館ニューくらたけ　海ホタル 倉岳町宮田3925-3 0969-64-2008 宿泊施設 紙

プラザホテルアネックス 太田町１６－１ 0969-23-3000 飲食店(酒類提供あり) 紙

菓子工房　喜久屋　本店 太田町5-1 0969-23-4172 お土産 紙

ギャラリーあまくさ 太田町6-4-2F 0969-24-5588 お土産 紙・電子

天草石油㈱　大浜給油所 大浜町 0969-22-4131 ガソリンスタンド 紙・電子

菓子工房　喜久屋　大浜店 大浜町11-10 0969-22-2044 飲食店(酒類提供なし) 紙

うにの豆福 大浜町11ー12 0969-22-4168 お土産 紙・電子

花乃月 大浜町17-13-2 0969-22-7575 宿泊施設 紙

ドラッグストアモリ　天草大浜店 大浜町376番地1 0969-23-5548 お土産 紙・電子

輝堂 大浜町4-21 0969-22-9112 お土産 紙・電子

蛇の目寿し 大浜町6-3 0969-23-2238 飲食店(酒類提供あり) 紙

烏骨鶏ラーメン龍 大浜町8-2 0969-22-6688 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

たい焼きカフェまるきん 中央新町11-10 0969-22-2727 飲食店(酒類提供なし) 紙・電子

一般社団法人天草宝島観光協会 中央新町15-7 0969-22-2243 お土産 紙・電子

天草食堂Goen 中央新町19-6 0969-66-9881 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

居酒屋　蔵 中央新町2-9 0969-22-1318 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

靴のやまだ　本店 中央新町３番２０号 0969-22-3055 お土産 紙

叶奏　～かなで～ 中央新町575-1銀天街ビル１F 0969-33-9595 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

居酒屋味知人会 中央新町9-15 0969-23-4974 飲食店(酒類提供あり) 紙

牛角　天草店 中村町８－１３　８－１３　 096-922-1550 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

ホリデーパーク風来望 天草町下田南3809-1 0969-42-3911 宿泊施設 紙

望洋閣 下田北1201 0969-42-3111 宿泊施設 紙・電子

くつろぎの宿 マルコ 下田北1252-1 0969-42-3306 宿泊施設 紙・電子

味の宿 海王亭 下田北1296-4 0969-42-3211 宿泊施設 紙・電子

天草下田温泉泉屋旅館 下田北1297-1 0969-42-3021 宿泊施設 紙

民宿ふくまつ 下田北1301-3 0969-42-3920 宿泊施設 紙・電子

富士廣旅館 下田北１３０２番地１ 0969-42-3549 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

マーキーマート 天草町下田北1307ー2 0969-42-3936 コンビニ・スーパー 紙

湯本の荘 夢ほたる 天草町下田北1366-1 0969-42-3311 宿泊施設 紙・電子

浜﨑商店 天草町下田北1366-6 0969-42-3336 お土産 紙・電子

デイリーヤマザキ天草高浜 天草町高浜南152-1 0969-42-1213 コンビニ 紙・電子

高浜焼寿芳窯 天草町高浜南598 0969-42-1115 お土産 紙

平野屋旅館　お食事処辨BEN 天草町大江7327 0969-42-5106 飲食店(酒類提供あり) 紙

民宿磯や 天草町大江7323 0969-42-5139 宿泊施設 紙

肉専門のレストランビーフヤヒロ 天草市東町２５－２ 0969-23-5840 飲食店(酒類提供あり) 紙

福伸　はなれ利久 東町45 0969-22-7277 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

天草蕎麦処　苓州屋 東町48 0969-22-9966 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

まくろびカフェひより 東町50-1 0969-22-2798 飲食店(酒類提供なし) 紙・電子

天草プリンスホテル 東町92 0969-22-5136 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

木原都堂 東浜町24－2 0969-22-2385 その他 紙・電子

天草地魚料理　いけすやまもと 南新町１０－１１ 0969-23-2103 飲食店(酒類提供あり) 紙

ローソン　天草南新町店 南新町１‐２ 0969-24-5960 コンビニ 紙

SORA 南新町1-5ホテルサンロード 0969-24-1100 飲食店(酒類提供なし) 紙・電子

焼肉なべしま天草店 南新町2-2 0969-22-8929 飲食店(酒類提供あり) 紙

トラットリア　ヴィアチェントロ 南新町4－5江崎ビル　１F 0969-24-8288 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

産交バス株式会社 本渡バスセンター 南新町5-1 0969-22-5234 その他運送サービス 紙・電子

ファミリーマート 天草南新町 南新町６－６ 0969-32-7636 コンビニ 紙

イデックスリテール西九州　天草SS 八幡町3番7号 0969-22-2079 その他 紙

トヨタレンタカー天草店 八幡町3-9 0969-23-0100 レンタカー 紙・電子

賀茂川 北原町1-33 0969-23-4775 飲食店(酒類提供あり) 紙

ファミリーマート 天草本渡北 北原町１番１号 0969-32-6565 コンビニ 紙

華暦 北原町24 0969-66-9687 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

丸尾焼 北原町3-10 0969-23-9522 お土産 紙・電子

ホームプラザナフコ　本渡店 北原町5番42号 0969-27-6111 お土産 紙

九州産交オートサービス株式会社　天草整備工場 北浜町2600-1 0969-22-5245 その他 紙

セブンイレブン天草本渡広瀬店 本渡広瀬176-14　 0969-22-5352 コンビニ・スーパー 紙

konakonacafe 本渡町広瀬176-5 0969-23-7788 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

パティスリー　メールドゥース 本渡町広瀬229-6 0969-22-6623 お土産 紙・電子

赤い月珈琲 本渡町広瀬5-82 0969-24-3137 お土産 紙・電子

天草ボウリングセンター 本渡町広瀬5-84 0969-24-2655 その他 紙・電子

水の平焼 本渡町本戸馬場２００４ 0969-22-2440 お土産 紙・電子

イエローハット天草空港通り店 本渡町本戸馬場２１８５－１ 0969-25-1131 お土産 紙・電子

味千拉麺　有明店 有明町小島子491-1 0969-52-0055 飲食店(酒類提供あり) 紙

道の駅有明　リップルランド 有明町上津浦１９５５ 0969-53-1565 お土産 紙

ペルラの湯舟 本渡町広瀬996 0969-23-2626 観光施設 紙

ホテルアレグリアガーデンズ天草 本渡町広瀬996 0969-22-3161 お土産 紙

ユニクロ天草本渡店 中村町2-13 0969-25-1661 アパレル 紙

天草タクシー　株式会社 中央新町4-1 0969-22-2171 タクシー・ハイヤー 紙・電子

株式会社　絆 本町下河内1900 0969-22-1919 タクシー・ハイヤー 紙・電子

有明タクシー 有明町大浦3398-6 0969-54-0343 タクシー・ハイヤー 紙

天草潮屋の一夜干し 有明町大島子1585-1 0969-52-0588 お土産 紙・電子

天草おみやげ処LOFT 有明町大島子2377-3 0969-52-0621 お土産 紙・電子

ファミリーマート 天草有明 有明町大島子字沖ノ田２８８６番３ 0969-52-4811 コンビニ 紙
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