
このマークがある店舗では一部テイクアウトができます ※令和２年１２月１８日現在での申請事業所です。

※阿蘇市の市外局番（０９６７）

あか牛丼専門店　ごとう屋 一の宮町宮地 22-5080 あか牛丼、だご汁等 白石商店 一の宮町手野 22-3099 酒、食品

農家れすとらん　田子山 三久保 32-5070 あか牛焼肉 (有)千代の屋 内牧 32-0320 酒販売専門

炭火焼肉　阿蘇んＣＯＴＴＥ 三久保 32-1335 焼肉 岡本酒店 内牧 32-0035 酒販売専門

Cowboyカウボーイ 内牧 070-4739-1129 焼肉 井手酒店 一の宮町宮地 22-0038 酒類販売

紅花・紅竹 内牧 32-1989 焼肉、やきとり (株)ひばり工房 一の宮町中通 22-1894 食肉加工販売

焼肉　やよい 一の宮町宮地 22-0228 焼肉、食堂 (有)光フーズ 黒川 34-2188 食肉小売

食彩　ほうせん 内牧 090-1518-4215 居酒屋 (有)カルキフーズ 黒川 34-0130 食肉小売、総菜

和楽 内牧 32-1656 居酒屋 (有)原口商店 一の宮町宮地 22-0274 食料品、精肉

豆醤蔵 内牧 32-1118 居酒屋 やまとんファーム直売所　ｔｏｎｔｏｎ 今町 32-2705 精肉、加工品

壱の蔵（大衆居酒屋） 一の宮町三野 22-5060 居酒屋 (株)阿蘇とり宮 一の宮町宮地 22-0357 精肉販売

居酒屋・七福人。 内牧 32-0901 居酒屋 朝日屋精肉店 一の宮町宮地 22-0012 精肉販売

山頭火創庫 一の宮町宮地 22-0256 居酒屋 (有)小園商店 一の宮町宮地 22-4357 精肉販売

まかない家　MATSU 一の宮町宮地 22-1188 飲食店 食べれる魚屋　古山商店 内牧 050-3486-2376 鮮魚、食堂

レストラン　藤屋 一の宮町宮地 22-0166 飲食店 阿蘇のたいやき　山から鯛が釣れる 乙姫 090-9725-1693 たい焼き

湧水茶屋　なかまち 一の宮町宮地 22-2322 飲食店 CHOCOLATERIE　ASOFORET 乙姫 32-5570 チョコレート

shop＆café　ZEN 内牧 32-3930 カフェ ベーカリーＧｅｎｋｉ 内牧 32-2462 パン

エレファントコーヒー　JR宮地駅店 一の宮町宮地 22-0896 カフェ 後藤万十店 一の宮町坂梨 22-3550 万十、和菓子 漬物

ヒバリカフェ 一の宮町中通 22-1894 カフェ パティスリー・ド・アソ・ミユキ 内牧 32-0153 洋菓子

おしま屋 内牧 32-0041 カフェ、雑貨 阿蘇お菓子工房　たのや 一の宮町宮地 22-0255 洋菓子

komichi／コミチ 一の宮町宮地 090-5384-7759 カフェ、雑貨 菓子工房　にじいろ 内牧 32-0134 菓子

GRASS　LAND 赤水 34-2139 カフェ、ショップ 阿蘇の菓子工房　菓匠　久幸堂 内牧 32-0442 菓子

璃庵 一の宮町宮地 080-8587-7882 カフェ、レストラン 昭和館　チロリン村 内牧 32-0044 駄菓子、飲食

阿蘇丸福 一の宮町宮地 22-1130 からあげ つけものの　やまいち 内牧 090-3192-4263 漬物

宇佐からあげ　禅閤 一の宮町宮地 22-6323 からあげ、弁当 つけもの処　健蔵 一の宮町宮地 34-0619 漬物等直売所

TAKE　OFF 一の宮町宮地 22-3606 喫茶 (株)菊池食品 蔵原 34-0301 漬物販売

あそ路 的石 35-0924 郷土料理 産庵 一の宮町坂梨 22-0515 漬物販売、そば店

温泉割烹　がね政 内牧 32-1563 食事、温泉 木村とうふ店 一の宮町坂梨 22-0372 豆腐製造小売

御食事処　笑美 内牧 32-3136 食堂 阿蘇西ふれあい市場”あかみず” 赤水 35-0030 農産物

食堂すぴいかん。 内牧 32-3668 食堂 道の駅阿蘇 黒川 35-5088 農産物、土産物

葵食堂 永草 090-8763-0663 食堂 道の駅「波野」　神楽苑 波野小地野 24-2331 農産物、土産物

いまきん食堂 内牧 32-0031 食堂 (株)阿蘇綜合食品市場 内牧 32-0268 弁当、青果、果実

あそら食堂＆カフェ 黒川 070-2343-5888 食堂、カフェ 阿蘇プラザホテル売店 内牧 32-0930 土産物

めしの　やまいち 内牧 32-2511 食堂、赤牛ステーキ丼 吉本商会 内牧 32-0034 野菜、果物

山部商店 ・ お食事処れん 一の宮町宮地 22-0882 食堂、食品、弁当 四季彩いちのみや 一の宮町宮地 35-4155 野菜直販

番長寿し 内牧 32-1105 寿司 阿蘇薬草園 一の宮町宮地 22-8070 山草茶、ハーブティー等

(有)大福ずし 西町 34-1855 寿司、和食 阿蘇壱番屋 西小園 090-8621-0757 キクイモ商品、くまモングッズ

ナイトスポット　翡翠 一の宮町宮地 090-5382-8311 スナック

蕎麦処　阿蘇の風 西町 34-0050 そば

生タピオカ専門店　LEO 一の宮町宮地 080-9102-3004 タピオカ (有)宮岡石油店 黒川 34-0005 ガソリンスタンド

溶岩石窯ピッツァ　轍 山田 48-6011 ピザ、パスタ (有)乙姫灯油センター　乙姫給油所 黒川 34-0988 ガソリンスタンド

GOOD　WOOD 一の宮町宮地 22-9222 ピザ (資)山部石油店 内牧 32-0635 ガソリンスタンド

馬豚ら～めん　福ふく 内牧 090-2086-1675 ラーメン (資)山部石油店　内牧バイパスSS 内牧 32-0638 ガソリンスタンド

尺間らーめん 西町 34-1979 ラーメン ENEOS　阿蘇神社前給油所 一の宮町宮地 22-0703 ガソリンスタンド

やまなか食堂 一の宮町宮地 22-3456 ラーメン、チャンポン等 ENEOS　セルフ信和-ASO給油所 西町 34-1511 ガソリンスタンド

バイキングレストラン　乙姫の森 乙姫 32-5568 レストラン フルキ石油(株)一の宮給油所 一の宮町宮地 22-0211 ガソリンスタンド

古民家レストラン　阿蘇はなびし 一の宮町宮地 22-0896 レストラン ユナイテッドトヨタ熊本(株)　カローラ熊本阿蘇店 黒川 34-2211 車販売、修理、整備

ヒバリグリル 一の宮町中通 22-1894 レストラン 荒木自動車整備工場 竹原 34-1436 自動車整備

隠れ茶房　茶蔵カフェ 蔵原 34-0087 レストラン、カフェ オートギャラリー乙姫 乙姫 32-5557 自動車整備

美味しい隠れ宿　ロワ 乙姫 32-4322 レストラン、宿泊 (株)トマック　村上オートサービス 一の宮町宮地 22-0307 自動車整備

梅くら 黒川 34-1616 和食 (有)橋本自動車整備工場 一の宮町宮地 22-0253 自動車整備

日本料理さか本 永草 32-1544 和食 (有)カーケアショップ　こだま 黒川 34-2522 車検、修理、整備

イタリア食堂　Ｌa　Ｌuce 一の宮町宮地 080-2090-3903 イタリア料理 車検のコバック　阿蘇店 黒川 34-0703 車検、整備

中山モータース 竹原 34-0601 車検、整備、鈑金

タイヤガーデン　さいとう 一の宮町宮地 22-0880 タイヤ販売

森まんじゅう 蔵原 34-2286 菓子製造販売 (株)カーオート　ナルセ 一の宮町宮地 22-1285 板金、車検、塗装

阿蘇オーチャードハウス 西町 34-0018 カフェ、菓子

からあげ専門店　元祖鳥匠　阿蘇店 内牧 32-5855 からあげ、弁当

吉田からあげ 一の宮町宮地 22-1217 からあげ セブンイレブン阿蘇西町店 西町 34-2066 コンビニ

甲斐米店 一の宮町宮地 22-0202 米穀 セブンイレブン阿蘇赤水店 赤水 35-0203 コンビニ

(有)豊前屋 一の宮町宮地 22-0013 酒 セブンイレブン阿蘇永草店 永草 35-0616 コンビニ

【　阿蘇市プレミアム付商品券　】　が使えるお店！
使用期間：令和２年１２月２１日（月）～令和３年３月１４日（日）

飲食 お土産・食品

お土産・食品

車

スーパー・コンビニ



セブンイレブン阿蘇内牧店 内牧 32-3820 コンビニ 桐原商店 一の宮町坂梨 22-3535 衣類、生活雑貨

ファミリーマート阿蘇市役所前店 一の宮町宮地 24-1170 コンビニ (有)田中商事 三久保 32-5595 介護用品

スーパーマーケットみやはら一の宮店 一の宮町宮地 22-0251 スーパーマーケット (有)電気館クロネコ 内牧 32-3222 家電販売

スーパーマーケットみやはら内牧店 内牧 32-0787 スーパーマーケット ムチマ電器 黒川 34-1599 家電販売、修理

えびすぱーな　阿蘇店 蔵原 34-2587 スーパーマーケット タナカ電器 乙姫 32-5088 家電販売、修理

エレパル　ウエムラ 一の宮町宮地 22-0194 家電販売、修理

森本金物店 一の宮町宮地 22-0155 金物雑貨

(有)一の宮タクシー 一の宮町宮地 22-0161 タクシー しあわせくらぶ 内牧 32-0033 化粧品

(株)りんどうタクシー 内牧 32-0531 タクシー 谷﨑商店 黒川 34-0007 酒、日用品販売等

(有)阿蘇エースタクシー 赤水 35-0231 タクシー ディスカウントドラッグコスモス阿蘇店 西町 35-5133 ドラッグストア

(資)大阿蘇タクシー 一の宮町宮地 22-0825 タクシー ディスカウントドラッグコスモス内牧店 内牧 35-7155 ドラッグストア

(資)大阿蘇タクシー 黒川 34-0508 タクシー (株)さかいや 内牧 32-0721 日用品、ギフト

ホームプラザ　ナフコ阿蘇店 一の宮町宮地 22-7031 ホームセンター

ホームワイド阿蘇店 蔵原 34-1665 ホームセンター

阿蘇プラザホテル 内牧 32-0711 宴会、仕出し メガネのヨネザワ　阿蘇店 蔵原 23-4710 メガネ、補聴販売

つるや旅館 一の宮町宮地 22-0102 宴会、宿泊

アゼリア21 一の宮町宮地 22-5311 温水プール、温泉 トレーニングジム

阿蘇内牧音泉　湯楽 内牧 24-6090 温泉 ＰＥＯＮＹ 蔵原 34-1687 アクセサリー、雑貨

阿蘇乙姫温泉湯ら癒ら 乙姫 32-5526 温泉 LADY’S　&　MEN’S　MAZDA 一の宮町宮地 22-0403 衣料、寝具販売

旅の宿　阿蘇乃湯 小里 32-1521 温泉、宿泊 (有)吉田屋 内牧 32-0343 衣料品

旅館　金時 内牧 32-0038 温泉、宴会、宿泊 ファミリーパレット　みやはら一の宮店 一の宮町宮地 22-3730 衣料品

阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート 黒川 34-0811 温泉、売店 ファミリーパレット　みやはら内牧店 内牧 32-0511 衣料品

果実の国　カップルズ 西町 34-0100 果物狩り、販売 (株)衣料の久留米屋 一の宮町宮地 22-0341 衣料品

夢の湯「家族風呂」 黒川 34-0021 公衆浴場、家族風呂 マルエ衣料 一の宮町宮地 22-3484 衣料品

あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 赤水 35-1200 ゴルフ場 あそのくつやさん　フジカワ 一の宮町宮地 22-4505 靴、バッグ小売

阿蘇ハイランドゴルフコース 乙姫 32-5500 ゴルフ場 阿蘇スポーツ 一の宮町宮地 22-0733 スポーツ用品

阿蘇ホテル一番館・二番館 内牧 32-0008 宿泊、食事、売店 おしゃれ専科もり ・ あそ人形館 一の宮町宮地 22-0007 節句用品、衣料品

ほこすぎ荘 内牧 32-0079 宿泊、昼食 天然石アクセサリーみどり 内牧 080-6056-5820 天然石アクセサリー

かんぽの宿　阿蘇 一の宮町宮地 22-1122 宿泊、温泉、レストラン、売店 阿蘇品時計店 一の宮町宮地 22-3619 時計、装飾品

夢★大地グリーンバレー 湯浦 32-2990 乗馬体験 北里時計店 内牧 32-0707 時計、眼鏡、貴金属

阿蘇うま牧場 永草 090-3987-1901 乗馬体験 めぐみ本店 黒川 34-0006 婦人服

阿蘇中央ホースアイランド 一の宮町宮地 080-8070-7425 乗馬体験 岡山洋品店履物部 内牧 32-0554 洋品、履物

阿蘇ハイランド乗馬クラブ 乙姫 32-2301 乗馬体験

エル・パティオ牧場 一の宮町三野 22-3861 乗馬体験 レストラン、ホテル

阿蘇ネイチャーランド 内牧 32-4196 パラグライダー・ 熱気球体験 あそよか(有)　阿蘇印刷 内牧 32-0276 印刷全般

阿蘇カドリー・ドミニオン 黒川 34-2020 レジャー (株)つるばやし印刷 一の宮町宮地 22-6322 印刷全般

阿蘇サイクル＆クライミングベース　CLAMP 内牧 32-0928 レンタサイクル・ ボルタリング体験 (有)ヤマベ印刷 一の宮町宮地 22-0309 印刷全般

(名)大峰シャディサラダ館　一の宮店 一の宮町宮地 22-0286 ギフト、婦人服小売

木村写真館 一の宮町宮地 22-0229 写真、プリント

一角堂整体院 内牧 32-0198 整体 (有)あそ清掃社 一の宮町宮地 22-0572 浄化槽の点検等

整体所よか 内牧 32-2947 整体 フラワーハウス　みはな 一の宮町宮地 22-0387 生花、仏具販売

夢の湯整体　ＳＨＩＮ 黒川 34-0052 整体マッサージ 橋本機械商事 永草 35-1165 農機具修理、販売

阿蘇マッサージ療院 赤水 35-0310 あんま、マッサージ、指圧 アニマルケアハウス　ＮＩＣＯ 黒川 090-5729-3074 ペットサロン

(株)スタートラベル 黒川 34-1111 旅行全般

(有)クリーニングのレインボー 西町 35-5600 クリーニング

Fujiya 一の宮町宮地 22-0166 化粧品、エステ (有)塚本クリーニング 一の宮町宮地 22-0318 クリーニング

竹下美容室 内牧 32-0400 美容室

ＳａｂｏｔｅＮ 内牧 32-2579 美容室

美容室　リーベ 一の宮町宮地 22-4312 美容室 (株)古屋産業 一の宮町宮地 22-0354 LPガス、設備工事等

ドイツ式フットケア　ダ・ヴィンチのあし 一の宮町宮地 22-4505 フットケアサロン フルキ石油(株)ガス部 一の宮町宮地 22-0885 プロパンガス、器具販売

おしゃれサロン甲斐理容室 内牧 32-1049 理容室 春山住宅設備 内牧 32-2758 住宅設備

ヘアーサロンしもむら 内牧 32-1059 理容室 熊本建材　株式会社 一の宮町宮地 22-0448 新建材、サッシ

田尻畳店 一の宮町宮地 22-0317 畳

(株)古木常七商店 一の宮町宮地 22-0821 建築資材、工具機械販売

井野書店 内牧 32-0445 書籍、駄菓子

Since1899　松谷文華堂 内牧 32-0154 文具、OA,書籍

(有)伊藤商事 一の宮町宮地 22-0159 文房具小売 阿蘇自動車学校 一の宮町宮地 22-0737 自動車学校

丹波屋 一の宮町宮地 22-0115 文房具小売

江藤建設(有) 黒川 34-0616 建設

オープンガーデン　プリンセスフラワーズ 三久保 32-3031 オープンガーデン (資)帯屋電機商会 内牧 32-0012 電機工事

まりあ工房&ギャラリー 一の宮町中通 22-8288 絵画、雑貨販売

　　　　　　　　　　　※最新の取扱事業所については、阿蘇市商工会HPにてご確認ください！

　　　　　　　　　　　※事前予約が必要な場合や受入れ人数等の制限を実施している場合がありますので、詳細は各店舗へお問い合わせください！
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