
小売業
タウンプラザかねひで 佐敷店 スーパーマーケット 947-4141 ミルク工房 （ＥＭ玉城牧場牛乳） ｱｲｽｸﾘｰﾑ ・ 乳製品 944-8029

ザ ・ ビッグエクスプレス 佐敷店 スーパーマーケット 947-2038 Ｃｈｅｅｓｅ ｓｈｏｐ チーズ　　　　　　　　 080-3236-6661

マックスバリュ 南城大里店 スーパーマーケット 943-1908 菓子工房 こはるびより ケーキ ・ お菓子 949-7527

Ａコープ アトール店 スーパーマーケット 945-7935 株式会社　たまぐすく さとうきび酢 948-2003

Ａコープ 玉城店　 スーパーマーケット 948-1016 みなもとや パン ・ 洋菓子 947-3886

V21食品館 嶺井店 スーパーマーケット 945-3343 ＨＯＮＥＹ ＫＩＴＣＨＥＮ はちみつ　　　　　　　 090-3790-8158

伊集スーパー 食品 ・ 雑貨 947-1370 スポーツプロショップ エース スポーツ用品 945-3737

みなとストアー 食品 ・ 雑貨 949-7362 大里スポーツ店 制服 ・ スポーツ用品 945-7954

あざま共同売店 食品 ・ 雑貨 080-7040-8747 畑人市 農産物 ・ 苗木 944-5539

多和田スーパー 食品 ・ 雑貨 948-7135 花の店コスモス 花 945-7655

ファミリーマート 佐敷東店 コンビニ 947-6810 高原の駅なんじょう 野菜 ・ 果物 948-3001

ファミリーマート 南城親慶原店 コンビニ 852-6711 総合金物　ナカモト 水道資材 ・ 金物 ・ 工具 947-1536

ファミリーマート 南城馬天入口店 コンビニ 852-5755 株式会社　育農産業 農業用資材 947-1200

ローソン 南城富里店 コンビニ 949-7024 玉城焼 陶器　　　　　　　　　 949-7696

ローソン 玉城親慶原店 コンビニ 949-7151 とうき家～春壽 陶器 090-4996-8286

ローソン おきなわワールド前店 コンビニ 949-7650 国際事務機 事務用品 945-3855

いまいゆ市場 津波古鮮魚店 鮮魚 090-1945-0666 新垣事務機 事務用品 948-3801

いまいゆ市場 知念鮮魚店 鮮魚　　　　　　　　 　 080-6494-9801 ぷーら 衣料 ・ 雑貨 917-1008

いまいゆ市場 嶺井鮮魚店 鮮魚　　　　　　　　　 090-3796-8263 南城市地域物産館 お土産 949-1667

いまいゆ市場 中村鮮魚店 鮮魚 090-3078-4574 美らイチゴ南城ハウス イチゴ狩り観光農園 948-1015

いまいゆ市場 たいら鮮魚店 鮮魚 070-5693-1255 おきなわ・なちゅら食楽部 自然食品販売 946-1606

ベスト電器 大里店 家電販売 946-4041 中本天ぷら店 惣菜販売 948-3583

前川電気 家電販売 945-2727 ㈲フタバ種苗卸部 苗・種 946-6385

ベスト電器 佐敷店 家電販売 947-0115 そうざい 弁当 凮月 惣菜・弁当販売 946-8135

ヤマダ電機 南城大里店 家電販売 943-8638 お肉の笑店 食肉販売 944-4448

裏面へ続く→

令和元年10月10日（木）現在



グルメ 車・自転車関係
浜辺の茶屋 カフェ 948-2073 親ヶ原給油所 ガソリンスタンド 948-1093

山の茶屋・楽水 カフェ 948-1227 ＪＡおきなわＳＳ しんかいＳＳ ガソリンスタンド 947-6800

Ｃａｆｅ やぶさち カフェ 949-1410 ＪＡおきなわＳＳ 大里セルフＳＳ ガソリンスタンド 945-8206

ｉｃｏ．Ｃａｆｅ カフェ 070-4074-4083 ＪＡおきなわＳＳ 大里北部ＳＳ ガソリンスタンド 945-6980

CAFE  QUALITA カフェ 963-6045 ＪＡおきなわＳＳ 玉城ＳＳ ガソリンスタンド 949-7529

dovce cafe nanjo カフェ　 988-3699 南部大里ＳＳ ガソリンスタンド 945-0213

奥武島海産物食堂 食堂 948-7920 シロマッハＣａｒｓ 自動車整備 949-1990

もずくそば くんなとぅ もずく・そば 949-1066 明鈑金塗装 自動車整備 852-5139

くだか島そば家 そば 948-7665 オートワーク 自動車整備 946-9500

炭火焼き鳥 一石二鶏 金太郎そば店 焼き鳥 090-5388-5609 神里自転車店 自転車整備 945-7781

炭火焼き鳥 一石二鶏 大里店 焼き鳥 080-5229-1228 サービス業
炭火焼き鳥 一石二鶏 佐敷店 焼き鳥 090-3796-6234 リハビリマッサージ かいな マッサージ 090-6774-3273

居酒屋 ぐるくん 居酒屋 948-3930 いこい整骨院 整骨院 945-3222

酒楽食楽 晃龍 居酒屋 963-9298 大里タクシー合名会社 タクシー業 945-2422

ラーメン工房 麺太 ラーメン 946-3654 ヘアケアサロン Ｒｅｌａｘ　 理容室 946-1586

焼肉道場 かるび亭 焼肉 944-4109 猿人の湯(ﾕｲﾝﾁﾎﾃﾙ南城） 天然温泉 947-0111

ビストロブーケ 洋風レストラン 947-6755 おきなわワールド 観光施設 949-7430

レストラン カイヤン レストラン 947-0320 美容室　モア 美容室 947-2708

チャーリーレストラン レストラン 948-1617 医療
リゾートレストラン せいふぁー レストラン 948-1070 うさぎ薬品 薬 ・ 漢方 947-3960

Cafe＆Ｒestaurant　なんじぃＪｒ． レストラン 947-0131 瀬底薬局 薬 ・ 漢方 947-0511

レストラン サンピア（ﾕｲﾝﾁﾎﾃﾙ南城） レストラン 947-0111 南城眼科 眼科 949-1680

展望ラウンジ 感謝（ﾕｲﾝﾁﾎﾃﾙ南城） レストラン 947-0111 ドラッグセガミ　大里店 医薬品 882-8566

うちのやまち タコライス・タコス 080-6480-5467 ふく薬品 大里店 医薬品 943-8816

ＢＢＱオーシャンズ パーラー 080-1724-0110 ドラッグイレブン 佐敷店 医薬品 852-5311

海産小料理　浜珍丁 食堂 947-2444

沖縄そば 金太郎 沖縄そば 988-3430

【取扱店舗・申請等】南城市商工会（098）947-1283

【商品券購入・換金等】プレミアム付商品券事務局（098）917-5387

 ホームページ：http://www.nanjo-shoko.jp

利用方法 ・ 注意点
● この商品券は、登録された取扱店舗で使用できます。

● 取扱店舗には、「取扱店舗のぼり旗」が掲示されてる為、必ずご確認下さい。

● 商品券を利用する際は店頭スタッフへ利用前に申し出てください。

● 商品券の交換又は売買、現金との引換はできません。また、つり銭もでません。

● 有効期限が過ぎた商品券は使用できません。また、払戻しもできません。

※有効期間：令和元年１０月1日～令和２年３月１日

● 盗難・紛失、破損または偽造、変造、模造に対して責任を負いません。※取扱店舗は、随時ＨＰにて更新中。


