
上天草市地域共通クーポン　取扱店舗一覧

施設名 住所 電話番号 業種 クーポン種別

天慎（本店）
　　（はしのそば）

登立1216-6
中4422-2

0964-56-0656
0964-57-0282

飲食店 紙

道の駅　さんぱーる 中11582-24 0964-58-5600 お土産 紙

藍のあまくさ村 0964-56-5151 紙・電子

島カフェ 0964-56-5151 紙・電子

おだ商店(あまくさ村店) 0964-27-5995 紙

南国商店 0964-56-5151 紙・電子

キナッセ大矢野店 0964-56-5557 お土産 紙

天草ローカルガーデン 0964-56-5151 お土産 紙・電子

ローソン　上天草大矢野町店 中字新田４５５５‐３ 0964-57-0858 コンビニ 紙

フィッシャリーズフィッシャリーズ 登立11275-19 0964-56-1339 体験型アクティビティ 紙・電子

セブンイレブン上天草大矢野上店 中829-1 0964-56-5959 コンビニ 紙

天草釣堀レジャーランド 中5697-1 0964-59-0188 体験型アクティビティ 紙・電子

セブンイレブン上天草大矢野中店 中4525-2 0964-57-0718 コンビニ 紙

川島屋2号橋店 中4476-2 0964-57-0002 お土産 紙・電子

大江戸温泉物語 天草ホテル亀屋 中4463-2 0964-59-0211 宿泊施設 紙・電子

ファミリーマート 大矢野宮津 中２３６５－７ 0964-58-5750 コンビニ 紙

ホームプラザナフコ　大矢野店 上1272-1 0964-57-4561 お土産 紙

林商店 上830 0964-56-0213 お土産 紙

一般社団法人　天草四郎観光協会 中11582-36 0964-56-2548 お土産 紙

浜崎鮮魚浜んくら 中4416-13 0964-59-0777 飲食店(酒類提供あり) 紙

味千拉麺　天草2号橋店 中4462-4 0964-59-0193 飲食店(酒類提供あり) 紙

コネクト 中836-1 0964-53-9235 お土産 紙・電子

キャモンブックス 0964-56-4888 書籍販売 紙・電子

ワッツ　大矢野ショッピングプラザキャモン店 0964-56-6505 お土産 紙

お茶の茶原園 0964-56-1228 お土産 紙・電子

メガネのフジカワ 0964-56-4649 お土産 紙

栂尾生花店 0964-56-4811 お土産 紙

ニュー直江 キャモン店 0964-56-1101 コンビニ・スーパー 紙・電子

海女ちゃん食堂乙姫屋 湯島509番地 080-5604-4292 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

山本釣具センター　大矢野店 中４５５５－１ 0964-59-0016 お土産 紙

めるへんなおえ 登立14182 0964-56-1200 お土産 紙・電子

ドラッグコスモス大矢野店 上1484-1 0964-26-5560 お土産 紙

ファミリーマート 上天草大矢野 上２３１８－４ 0964-57-4800 コンビニ 紙

おべんとうのヒライ　大矢野店 登立2971 0964-56-1941 コンビニ・スーパー 紙・電子

ニュー入船レストラン 登立4060番地2 0964-56-0162 飲食店(酒類提供あり) 紙

シューズハウス　ウイング 上３３２８－１７ 0964-56-3295 お土産 紙

大洞窟の宿　湯楽亭 上5190-2 0964-56-0536 観光施設 紙

春風庵 中1486-6 0964-56-3957 お土産 紙

おべんとうのヒライ　天草２号橋店 中４４８６－５ 0964-59-0339 コンビニ・スーパー 紙・電子

ヤマト運輸　大矢野センター 中字汐垂２４２７－１ 0570-200-000 物流（宅配等） 紙

マリーナフランピングヴィレッジ天草 登立11275-19 0800-200-1139 宿泊施設 紙・電子

ステーキハウス バイザウェイ さしより食堂 登立11275-28 0964-27-5358 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

協和タクシー 登立8839 0964-56-0204 タクシー・ハイヤー 紙

癒し処　ねいろ 上2341-1 090-7472-9439 タイ式マッサージ 紙・電子

イエローハット上天草店 上２３５１－２ 0964-57-4511 お土産 紙・電子

酒ジパング大矢野店 中1184-1 0964-56-1777 お土産 紙・電子

酒ジパング直江本郷店 登立9289 0964-56-1100 コンビニ・スーパー 紙・電子

海彩 中2899 0964-56-0514 飲食店（酒類提供なし） 紙

兄弟船　二号店 中3338-1 0964-56-2622 飲食店(酒類提供あり) 紙

華紋 登立1435番地1 0964-56-5065 飲食店(酒類提供あり) 紙

コメリ大矢野店 中７９８ 0964-56-6522 お土産 紙

ホテル松竜園　海星 上6494 0964-56-0348 お土産 紙

しまむら大矢野店 上２２９８-１ 0964-26-5050 お土産 紙

柳タクシー 中11579 0964-57-0007 タクシー・ハイヤー 紙・電子

旅館　せと平 上7686 0964-56-5616 宿泊施設 紙・電子

スパ・タラソ天草 上７３２番地１４ 0964-56-1126 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

洋々窯 登立14158 080-5251-4601 お土産 紙

小松屋渚館 中10044-3 0964-59-0111 飲食店(酒類提供あり) 紙
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ケーキ工房パンプキン 合津7914-27 0969-56-2505 お土産 紙

ペットリゾートブレインズ天草 合津６０８２-４ 0800-200-8787 宿泊施設 紙・電子

ローソン　上天草松島店 合津字上新田３２４８‐１ 0969-56-0057 コンビニ 紙

水族館シードーナツ 合津6225-7 0969-56-2570 観光施設 紙・電子

シークルーズ 0969-56-5624 体験型アクティビティ 紙・電子

mio camino AMAKUSA 0969-33-9500 お土産 紙・電子

天草海まる 0969-56-3300 飲食店（酒類提供なし） 紙

旅館なかしま荘 合津６４６６ 0969-56-0542 宿泊施設 紙

旅館　天松 合津7913-8 0969-56-0119 お土産 紙・電子

ゆめマート松島 合津7915-21 0969-56-2811 スーパー 紙・電子

アイランドスタンド 飲食店（酒類提供なし）

リゾラビーチバー 飲食店（酒類提供なし）

プレートカフェリゾラ 飲食店(酒類提供あり)

リゾラマーケット

天草塩パンラボ

アイランドスタイル

ホテル竜宮 合津6136-20 0969-56-3333 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

潮まねき 合津6100-7 0969-56-2769 飲食店(酒類提供あり) 紙

松島タクシー 合津7910-21 0969-56-1160 タクシー・ハイヤー 紙・電子

いけす料理　ふくずみ 合津4638 0969-56-0299 飲食店(酒類提供あり) 紙

ファミリーマート 松島合津 合津字御所平7914-6 0969-63-2755 コンビニ 紙

有限会社水野食品 合津3208-1 0969-56-0123 お土産 紙・電子

松島観光ホテル岬亭 合津4710 0969-56-1188 宿泊施設 紙・電子

天草渚亭 阿村5650-2 0969-56-3232 宿泊施設 紙

コメリ天草松島店 合津３１９６ 0969-56-4150 お土産 紙

有限会社浅畑鮮魚 合津4276-12 0969-56-3234 お土産 紙・電子

ホテル松泉閣ろまん館 合津6215番地21 0969-56-3000 宿泊施設 紙

ドラッグコスモス松島店 合津7915-6 0969-25-2100 お土産 紙

天草パールセンター 合津６２２５－８ 0969-56-1155 お土産 紙・電子

サンはらいっぱい 合津3323-3 0969-56-1915 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

倖栄 合津5986-2 0969-56-0330 お土産 紙・電子

天草石油㈱　松島支店 合津4211-14 0969-56-0286 ガソリンスタンド 紙・電子

海鮮家 福伸 合津6003-1 0969-56-0172 飲食店(酒類提供あり) 紙・電子

甲ら家 姫浦3043-12 0969-58-3111 宿泊施設 紙

中本石油 姫浦906-4 0969-58-2216 ガソリンスタンド 紙

姫戸タクシー　姫戸営業所 姫浦906-4 0969-58-3456 ハイヤー・タクシー 紙

デイリーヤマザキ天草姫戸 二間戸3356-1 0969-58-2811 コンビニ 紙・電子

デイリーヤマザキ天草龍誠 高戸2065 0969-62-1810 コンビニ 紙・電子

旅館ひのしま荘 樋島711 0969-62-0568 観光施設 紙
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合津6215-16 0969-56-3450 紙・電子
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