
2021.07.31時点
事業者名 住所 TEL

合資会社　登建設　　 南阿蘇村河陽１０番地２ 0967-67-0100
エリ　ステンドグラス 南阿蘇村河陽１１７６番地５ 0967-65-8108
理容オガタ 南阿蘇村河陽１４３４番地４ 0967-67-0169
阿蘇カラクリ研究所 南阿蘇村河陽１４５６番地１ 0967-67-1512
十字屋商店 南阿蘇村河陽１４７１番地１ 0967-67-0101
十字屋自動車整備工場 南阿蘇村河陽１４７６番地１ 0967-67-0147
パンダイゴ 南阿蘇村河陽１８８３番地１ 0967-67-3225
ＤＡＣＣＯ　bread＋café 南阿蘇村河陽１８９５番地１ 090-3737-8470
ASO RAINBOW TERRACE 南阿蘇村河陽２１６８番地３ 0967-65-8393
地獄温泉　清風荘 南阿蘇村河陽２３２７番地 0967-67-0005
ウエダ電器 南阿蘇村河陽２８７３番地 0967-67-0158
カークリーン下田 南阿蘇村河陽２９８３番地１ 0967-67-1379
大津畳店 南阿蘇村河陽３１８０番地 0967-67-0170
南阿蘇・自然派ソフト 南阿蘇村河陽３３６２番地 0967-67-3076
南陽建設 南阿蘇村河陽３３６７番地 0967-67-0024
久永屋 南阿蘇村河陽３４４０番地４ 0967-67-1107
家巣か農家 南阿蘇村河陽３６９０番地 0967-67-2850
Ｙショップ茂田 南阿蘇村河陽３６９１番地３ 0967-67-2666
カチーナトレーディング 南阿蘇村河陽３７４７番地３ 0967-67-0545
めるころ 南阿蘇村河陽３７６５番地 0967-67-2056
めるころ菓子工房 南阿蘇村河陽３７６５番地 0967-65-8375
南阿蘇セレクト 南阿蘇村河陽３８１２番地１ 050-1184-7217
無添加食品の専門店　南阿蘇セレクト 南阿蘇村河陽３８１２番地１ 050-1184-7217
デノリーズダイナー 南阿蘇村河陽３８１４番地１ 0967-67-3307
阿蘇観光タクシー 下田営業所 南阿蘇村河陽３９３番地 0967-67-0015
上村商会 南阿蘇村河陽３９５８番地２ 0967-67-0154
ファミリーマート阿蘇長陽店 南阿蘇村河陽３９８１番地１ 0967-67-2535
イマムラデンキ 南阿蘇村河陽３９８番地４ 0967-67-0055
井手商店(ガソリンスタンド) 南阿蘇村河陽４３１４番地５ 0967-67-0059
井手商店(食料品･酒･ギフト) 南阿蘇村河陽４３１４番地５ 0967-67-0059
阿蘇東急ゴルフクラブ 南阿蘇村河陽４３６９番地１ 0967-67-1616
茶庵とちのき 南阿蘇村河陽４３７５番地９ 0967-62-2266
南阿蘇村総合福祉温泉センター　ウィナス 南阿蘇村河陽４５３０番地 0967-67-2277
ザイフェナー　ティッペル 南阿蘇村河陽４６３５－６ 0967-67-3736
ペンションあかね雲 南阿蘇村河陽４６３５番地４ 0967-67-2001
ペンションおれんじびーる 南阿蘇村河陽４６３５番地５ 0967-67-1890
ペンション海猫屋、天然酵母パン工房ラ・ヴィ 南阿蘇村河陽４７０３番地 0967-67-0646
長陽パークゴルフ場 南阿蘇村河陽４７３２番地１ 0967-65-5055
ZAZAグラスワーク 南阿蘇村河陽４７７３番地２ 0967-65-5777
おふくろ亭 南阿蘇村河陽４９５０番地１ 090-7383-3868
Ｍ３－ＷＯＲＫＳ 南阿蘇村河陽４９７５番地　長陽西部団地４号 090-2966-1887
Minaaso マルデン 南阿蘇村河陽５２７７番地 090-3495-9821
あそりんどう（阿蘇ファームランド内ミルクファーム売店） 南阿蘇村河陽５５７９番地３ 0967-67-3123
株式会社　阿蘇ファームランド 南阿蘇村河陽５５７９番地３ 0967-67-3900
高原の華 南阿蘇村河陽５９９６番地２ 0967-67-0278
陽氣茶屋 南阿蘇村河陽７３４番地１ 0967-67-1052
ニコニコ饅頭 南阿蘇村立野１５７６番地 0967-68-0104
有限会社　丸野石油店 南阿蘇村立野１８２番地２ 0967-68-0019
阿蘇立野病院 南阿蘇村立野１８５番地１ 0967-68-0111
木之内農園 南阿蘇村立野２０３番地１ 0967-68-0552
お弁当のヒライ　阿蘇立野店 南阿蘇村立野８３５番地２ 0967-68-0656
松野商店 南阿蘇村立野８７６番地 0967-68-0270
松野米穀店 南阿蘇村立野９５０番地 0967-68-0011
火の山温泉　どんどこ湯 南阿蘇村下野１３５番地１ 0967-35-1726
アーデンホテル阿蘇 南阿蘇村下野１４７番地１０ 0967-35-1241
しんちゃん食堂 南阿蘇村下野４２番地５ 080-1717-3931
サンサン 南阿蘇村下野９６番地１ 0967-35-2255
杉養蜂園 阿蘇みつばち牧場店 南阿蘇村下野９８０番地 0967-67-2148
美容室モアアンドモア 南阿蘇村長野１８番地２ 0967-67-3313
風の丘　阿蘇大野勝彦美術館 南阿蘇村長野２５１４番地２０ 0967-65-5111

南阿蘇村クーポン券　利用可能店舗リスト
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吉永オート 南阿蘇村河陰１３９４番地３ 0967-65-8366
ランチ＆カフェふわら 南阿蘇村河陰１３番地１ 0967-67-3270
有限会社　市原商会 南阿蘇村河陰１５８番地４ 0967-67-0085
中島商店　焼肉居酒屋 南阿蘇村河陰１５８番地５ 0967-67-0366
久木野庵 南阿蘇村河陰２６６番地２ 0967-67-0373
ママ・ホット・ガーデン 南阿蘇村河陰３５３２番地２０ 0967-67-4770
龍駿園 南阿蘇村河陰３５８８番地７ 0967-67-4060
南阿蘇村ゲストハウス古民家宿野わけ 南阿蘇村河陰３６１７番地８ 0967-67-0744
イロナキカゼ 南阿蘇村河陰３７１６番地１ 0967-67-3633
山水苑 南阿蘇村河陰３７１７番地１ 0967-67-2462
SCENERY(シーナリー) 南阿蘇村河陰３８７０番地２ 050-5372-9545
カフェ　レストラン　ガレット 南阿蘇村河陰３８７６番地９ 090-3010-6657
cuisine 駱駝 南阿蘇村河陰３９７２番地２ 0967-67-4567
みそらやCafē 南阿蘇村河陰３９７８番地１ 0967-67-2066
Nyima 南阿蘇村河陰４０３６番地８
南阿蘇草木染工房カラーズ 南阿蘇村河陰４０４３番地８ 0967-67-2747
のほほんcafé　ボワ・ジョリ 南阿蘇村河陰４０９番地５ 0967-67-3016
今村美容室 南阿蘇村河陰４１０４番地６ 0967-67-0665
平成サービスカンパニー 南阿蘇村河陰４１８５番地１
お菓子の森くぎの 南阿蘇村河陰４３４番地１ 0967-67-0850
ビラ・マイルド 南阿蘇村河陰４４１ 0967-67-2322
オートリファイン　ショウジ 南阿蘇村河陰４４９６番地２ 0967-67-1338
万福小屋　どんぶらこ 南阿蘇村河陰４５１０番地４ 080-6452-0111
マグマ食堂 南阿蘇村河陰４６０７番地１ 0967-67-4147
日本料理　向心 南阿蘇村河陰４６５０番地５ 0967-65-8147
阿蘇久木野窯 南阿蘇村河陰５１９９番地２ 0967-67-2773
南阿蘇カントリークラブ 南阿蘇村河陰５２５４番地 0967-67-2345
しあわせマルシェ 南阿蘇村河陰５２６２番地１０１ 0967-67-3820
森のうさぎ舎MIKEA＆まめねこ舎 南阿蘇村河陰５２６２番地３５ 090-5822-1882
ボンジュール・プロヴァンス 南阿蘇村河陰５２６２番地６３ 0967-67-3107
和風旅館　華もみじ 南阿蘇村河陰５２９８番地１ 0967-63-8787
旅館　心乃間間 南阿蘇村河陰５３０４番地１ 0967-67-2411
南阿蘇オーガニック 南阿蘇村河陰５４６番地４ 0967-67-3118
ステンドグラス雑貨Lapsi(ラプシ) 南阿蘇村河陰５９番地５ 096-767-1717
ホテル夢しずく 南阿蘇村河陰５番地５６ 0967-67-4555
別邸蘇庵 南阿蘇村河陰５番地５６ 0967-67-4555
りんどう花房　 南阿蘇村久石１２７３番地２ 080-1718-5168
Wakka 南阿蘇村久石２００４番地１ 0967-65-8114
吉田理美容室 南阿蘇村久石２２５９番地７ 0967-67-1502
Ｙショップふるさわ 南阿蘇村久石２２６０番地３ 0967-67-0720
ＪＡ阿蘇　南部LPｶﾞｽｾﾝﾀｰ 南阿蘇村久石２６３８番地５ 0967-67-2520
ＪＡ阿蘇　久木野給油所 南阿蘇村久石２６４２番地２ 0967-67-1396
郷のパン工房 グランツムート 南阿蘇村久石２７５２番地１ 0967-67-3231
季節料理　うめの花 南阿蘇村久石２７７４番地1 090-8391-3882
南阿蘇のおいしい時間 南阿蘇村久石２７７４番地１ 090-4236-4551
chura 南阿蘇村久石２７７４番地１ 080-5245-4231
Ｃａｆｅ　しもん 南阿蘇村久石２７７４番地１ 090-4340-9299
有限会社　マルタ商事 南阿蘇村久石２７７４番地１　みなくるストア 0967-67-2988
キッチンボルケーノ 南阿蘇村久石２７７４番地１－１０５ 090-4357-9393
かずら工芸館 南阿蘇村久石２７７４番地４ 0967-67-2158
モンベル南阿蘇店 南阿蘇村久石２７８４番地 0967-67-3301
南阿蘇　そば道場 南阿蘇村久石２７８９番地 0967-67-0507
葉な木 南阿蘇村久石２８０５番地 0967-67-1910
道の駅 あそ望の郷くぎの　あじわい館 南阿蘇村久石２８０７番地 0967-67-3010
神戸たこ焼 南阿蘇村久石２８０７番地 080-6422-2941
あそ望の郷くぎの あか牛の館 南阿蘇村久石２８１５番地 0967-67-0848
あそぼうの郷くぎの　パークゴルフ場 南阿蘇村久石２８１５番地 0967-67-3308
山の洋食屋　フレール 南阿蘇村久石２８３９番地３ 0967-67-0888
ちきゅうや 南阿蘇村久石２９７２番地５ 0967-67-3101
南阿蘇焼窯元 南阿蘇村久石３０９２番地 0967-67-1230
原田電器 南阿蘇村久石３１２２番地 0967-67-1457
四季の森 南阿蘇村久石３１６０番地 0967-67-2212
山さくら 南阿蘇村久石３３５０番地 0967-67-2207
ナチュラルガーデン南阿蘇 南阿蘇村久石３７００番地 0967-67-2654
ぷちペンション　ひまわり 南阿蘇村久石３８７５番地１５ 090-8910-8196
カフェ山猫軒 南阿蘇村久石４１７２番地１ 0967-67-1106
有限会社　廣法 南阿蘇村久石４２７番地１ 0967-65-8109
ホテルグリーンピア南阿蘇 南阿蘇村久石４４１１番地９ 0967-67-2131
ゆかりのファーム 南阿蘇村久石５２２番地 090-7387-3880
宮下総合企画 南阿蘇村久石８４４番地１ 090-1191-0376
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田舎ごはん　きしゃぽっぽ 南阿蘇村中松１２１９番地２ 0967-67-3232
村上養魚場 南阿蘇村中松１５６１番地１ 0967-67-0500
ＳＯＣＫＥＴ 南阿蘇村中松１９３４番地 090-6243-0620
CVSはくすい 南阿蘇村中松２０４２番地４ 090-7475-8150
白水温泉　竹の倉山荘 南阿蘇村中松２０６５番地 0967-67-2980
小坂自動車 南阿蘇村中松２１番地 0967-62-9617
美巧印刷 南阿蘇村中松２３７４番地２ 096-382-2744
岡村石油店 南阿蘇バイパスＳＳ 南阿蘇村中松２５５４番地２ 0967-67-1213
ASOギャラリー 南阿蘇村中松２７８９番地 0967-67-2576
美容室　ぱーま屋さん 南阿蘇村中松２８４８番地１ 0967-67-0360
スーパーみつい　中松店 南阿蘇村中松２８５３番地１ 0967-67-2163
南阿蘇　味千ラーメン 南阿蘇村中松３００番地１２ 0967-62-9151
薪ストーブと竹炭の店 阿里美 カフェ・レストラン　阿里美 南阿蘇村中松３３００番地１ 0967-62-8141
はくすいのおやつ 南阿蘇村中松３５３番地１０ 090-1193-7645
美容室リアン 南阿蘇村中松３５５番地１　小山ビル１F中央 0967-65-8337
船方屋 南阿蘇村中松３６０６番地１ 0967-62-9824
高森モータース 南阿蘇村中松３６０９番地１ 0967-64-822
DS サービス 南阿蘇村中松３８４７番地９ 090-4777-5003
そば処　ほおずき 南阿蘇村中松３８９０番地３ 0967-62-8140
ローソン南阿蘇白水店 南阿蘇村中松３８９８番地１ 0967-62-8188
かまど 南阿蘇村中松３９８０番地４ 0967-62-8110
そば処　南阿蘇一心庵 南阿蘇村中松４０１１番地 0967-62-8010
手造り食の店　しもだ 南阿蘇村中松４０２５番地１ 0967-62-2725
Ermite（エルミット） 南阿蘇村中松４１１６番地１０ 0967-65-8066
荒木建具店　 南阿蘇村中松６５番地３ 0967-67-0259
ファミリーマート阿蘇白水店 南阿蘇村一関１２０６番地９ 0967-62-9803
阿蘇白水温泉「瑠璃」 南阿蘇村一関１２６０番地１ 0967-62-9999
菓子屋　苺凛香 南阿蘇村一関１２７３番地１ 0967-65-8228
ＪＡ阿蘇　グリーンなんごう 南阿蘇村一関１３０２番地１ 0967-62-9780
松雲 南阿蘇村一関１３０２番地２ 0967-62-8118
南阿蘇　白水そば 南阿蘇村一関１４６２番地１８ 0967-62-8068
阿蘇山麓の宿　ジクウ舎 南阿蘇村一関１４９７番地７ 0967-63-3250
手打ちそば　日出や 南阿蘇村一関１８７３番地 0967-62-8108
キャラメルプディング 南阿蘇村一関１９５７番地１ 0967-62-8177
味彩 南阿蘇村一関１９６０番地３ 0967-62-8450
かげさわ屋 南阿蘇村一関４３５番地１ 080-1256-2006
後藤モータース 南阿蘇村一関７８７番地２ 090-8295-1558
香房やまぶどう 南阿蘇村白川１６４８番地６ 0967-62-2292
ペンション　アンジェリカ 南阿蘇村白川１８００番地１ 0967-62-2223
ふきのとう 南阿蘇村白川１９２２番地４ 0967-62-2327
白川造園工業株式会社 南阿蘇村白川１９７０番地１ 0967-62-2522
孝建 南阿蘇村白川２０６２番地 0967-62-1525
南阿蘇物産館　自然庵 南阿蘇村白川２０９６番地１ 0967-62-3303
７５th St 南阿蘇村白川３１９番地３ 080-3909-8631
アロマキャビン　ジュニパー 南阿蘇村白川３９５番地３ 090-9717-7325
白水乃蔵 南阿蘇村白川４４５番地１ 0967-62-2636
和食処　しらかわ 南阿蘇村白川４５５番地 0967-62-3266
バイクの館サトウ 南阿蘇村吉田１３６９番地 0967-62-9939
明神そば 南阿蘇村吉田１３９４番地 0967-62-8208
磯崎畳店 南阿蘇村吉田１４４９番地１ 0967-62-9110
有限会社　たわら屋 南阿蘇村吉田１４６２番地１ 0967-62-9211
髙橋美代子酒店 南阿蘇村吉田１５２３番地１ 0967-62-9445
有限会社　白水クリーニングセンター 南阿蘇村吉田１６５０番地２ 0967-62-9872
大塚木工所 南阿蘇村吉田１８１８番地 0967-62-9787
南阿蘇村有機肥料生産ｾﾝﾀｰ 南阿蘇村吉田１８５６番地 0967-62-8186
佐藤造園 南阿蘇村吉田４７１番地３ 090-9724-8533
高橋商店（新つるや） 南阿蘇村吉田５９番地６ 0967-62-9510
有限会社ドリム　(観光ぶどう園) 南阿蘇村吉田８５８番地 0967-62-9051
中村鍼灸治療院 南阿蘇村吉田９６５番地 0967-62-9534
白菊 南阿蘇村吉田９９６番地２ 0967-62-9806
GIAHS　CAFE 南阿蘇村両併１２８３番地３ 080-1282-1413
星ケ峰農園 南阿蘇村両併１３４６番地１ 0967-62-2410
遊水の郷 南阿蘇村両併１５８８番地 0967-62-0510
花のいしざか 南阿蘇村両併２４７２番地５ 0967-62-0016
お弁当のヒライ　阿蘇高森店 南阿蘇村両併字豆塚２４１２番地 0967-65-8425
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