
セブンイレブン松浦志佐町店 ビジネスホテル海風 greedy girl でんきや　みやざき 【製造】 【製造】 【建設】

大栄松浦店 ホテル櫻梅閣 Coco rose (一社)松浦魚市場協会（旬市場） 福井製菓店 金井田石塔店ファクトリーエル (有)オオタ

【小売】 【小売】 筑後屋 松浦シティホテル シザーハンズ・ムカイ 【製造】 百枝製菓舗 鷹島島の幸加工所 【製造】

あびる玩具店 青島○加工所(販売所） 農産物直売所松浦ふれあい広場 旅館すえひろ 谷口クリーニング　ハイマート店 新松浦漁協松浦加工場 【宿泊】 【運輸】 福島町秀吉丸

いなりや精肉店 池野酒店 履物とギフト、婦人服の店野元 旅館ちづる荘 谷口クリーニング　本店 【飲食】 石川屋旅館 鷹島タクシー 【ガス】

衣料センターこぐれ 伸興トーヨー住器 ハンドメイド雑貨ここ和 【飲食】 ちさと美容室 大漁レストラン旬 松川屋旅館 【宿泊】 Yショップ福島店

勝山薬局 村辺商店 フラワーショップ花よし いけす割烹華 チップトップ 地酒屋　いわさ 山福旅館 旅館鷹島センター 【運輸】

久保川茶舗 【建設】 ブルドッグ 居酒屋おばちゃん家 T3　Hair studio 【生活関連サービス・娯楽】 【飲食】 旅亭　吉乃や (有)福島観光タクシー

小橋川商店 伸興トーヨー住器 フローリスト花小舎 居酒屋吉兵 ブローインオゾン ヘアサロンモリナガ 石川屋旅館 【飲食】 【専門技術サービス】

JAながさき西海御厨資材センター 【ガス】 文具センターやまもと いざか屋きゃっ ヘアーサロンやました 理容ムラオ きらく 食事処海道 福島設備

タナカスポーツ 岩見プロパン べっぴんはうす美貴 居酒屋もぐら ユミ美容室 【教育・学習支援】 松川屋旅館 鷹島島の幸加工所 前田電気照明器具店

デイリーヤマザキ松浦御厨店 【生活関連サービス・娯楽】 松浦　海のふるさと館 割烹旅館鶴屋 ヨネス美容室 田中珠算教室 焼肉店「大門」 てっぺん 【宿泊】

にこいろ ビューティハウスオガワ まつうら観光物産協会 ガーデンCafe柞の木 Runa.Sol.Tellus 山福旅館 道の駅　レストラン 味処まつばら 福島温泉　ほの香の宿　つばき荘

(有)西村釣具店 【教育・学習支援】 松尾農園 紙ふうせん 【教育・学習支援】 【生活関連サービス・娯楽】 旅館鷹島センター 【飲食】

ファミリーマートやなぎや御厨店 理数・ITプログラミング　みやだ塾 Matsuo　Nouen + Coffee ごはんとおさけkunugi 理数・ITプログラミング　みやだ塾 【小売】 黒川クリーニング 旅亭　吉乃や いけす京屋

山下商事 丸信食品店 小料理みゆき 【医療・福祉】 牛島米穀店 スミレ美容室 スナック幸

吉原金物店 めがね・補聴器の百武 小料理屋一期一会 はり灸マッサージたなか 川浪タバコ店 ノエビア松浦今福 大松

リカー＆フーズむらべ 【小売】 (株)緑花園 酒赴 秋 松浦（鍼灸）整骨院 (有)黒田ストアー MERK　hair 【卸売】 福島温泉　ほの香の宿　つばき荘

【ガス】 (有)今福屋酒店 【建設】 食味酒処あじ彩 【その他サービス】 桑原酒店 【その他サービス】 福島町秀吉丸 【生活関連サービス・娯楽】

(株)玉城商店 岩元製菓舗 (有)石川造園土木 スナックARIGATO (有)石川造園土木 ギフト・インテリア清祥 堤自動車工業 【小売】 あいえむ美容室

【不動産・物品賃貸】 エディオンナガタ電器 (株)小松設備 スナックサンジェル (公社)松浦市シルバー人材センター セブンイレブン松浦今福店 太田商店 なかしま美容室

泉の家 お菓子のちあん (株)緑花園 スナックふみ フローリスト花小舎 早田第一薬局 呉服洋品のせんざき 美容室JOY

【飲食】 おしゃれの店まつせ 【製造】 スナックぶらんこ (有)ホンダオートキタムラ 田中さかなや 【小売】 JAながさき西海福島支店 ヘアーサロン大串

小橋川商店 菓子工房ひでみ 岩元製菓舗 スナック北斗 松浦スバル自動車整備工場 ノエビア松浦今福 金井田石塔店ファクトリーエル 志水鮮魚店 理容光岡

ごはんくらぶ　御厨店 栢野酒店 エミネントスラックス松浦工場 スナック麗華 福井製菓店 JAながさき西海鷹島出張所 第一堂時計宝飾店

酒道楽 藏 木寺スポーツ・はきもの店 お菓子のちあん 中華風居酒屋ばんしゃく屋 古川デンキ店 JAながさき西海鷹島給油所 德田衣料品店

スポーツバーハニー ギフトプラザホウチエン 菓子工房ひでみ とんぼ 【小売】 まつだ衣料 新松浦漁協鷹島阿翁給油所 フードショップまつお 劇団HAGUMI

スポーツバー萬 古賀家具店 (有)白石製菓店 レストラン中福 岩佐酒店 百枝製菓舗 道の駅　鷹ら島 福島タイヤ まつうら観光物産協会

和風レストランひざし 小山電器 (有)タイセイ印刷 PASTA and PIZZA  GIFT エンマキ水産加工場直売所 Yショップ今福店　宮本酒店 宮本鮮魚 古河商店 (公社)松浦市シルバー人材センター

【教育・学習支援】 雑貨屋komorebi 【ガス】 ほっとほっとカフェ 新松浦漁協松浦加工場 【建設】 RICいちはら (有)三枝松商店 松浦市松浦文化協会

泉の家 JAながさき西海松浦資材センター (株)志佐ガス 松浦シティホテル デイリーヤマザキ松浦小島店 (有)吉永造園建設 Yショップ福島店 (一社)まつうら党交流公社

【生活関連サービス・娯楽】 JAながさき西海松浦農機センター 松浦プロパン協同組合 Matsuo　Nouen + Coffee

わかば美容室 ジグザク 【運輸】 めしや割烹栄

【医療・福祉】 志佐・調川新聞販売センター (有)松浦観光 焼鳥茶屋吉鳥 開庁日 9～20時 9～18時 9～17時
短期入所生活介護事業所春風荘 志佐薬局 【専門技術サービス】 ラーメン専門店変竹林 閉庁日(土・日・祝) 9～17時 販売しません 販売しません
通所介護事業所春風荘 柴田はんや 行政書士事務所グッド 旅館すえひろ 開庁日 9～17時 9～17時 販売しません
【その他サービス】 昭和屋 (株)緑花園 和風スナックてる 閉庁日(土・日・祝) 販売しません 販売しません 販売しません
(一社)まつうら党交流公社 (有)白石製菓店 【宿泊】 和洋ダイニング松花

JAながさき西海御厨車両整備工場 セブンイレブン松浦警察署前店 アミスタホテル 【生活関連サービス・娯楽】

泉の家 セブンイレブン松浦志佐中央店 割烹旅館鶴屋 エリ美容室

志 佐 町

◆青のまち松浦プレミアム付商品券が使用できる取扱い店舗等　　　※ 商品券取扱店舗は、随時更新します。 　　（令和２年７月１日現在）

○商品券購入時には、申込書に住所(市民以外の方は勤務先)・氏名・年齢をご記入いただきます。
○同世帯の方の分はまとめて購入できますが、事前に同意を得てください。
○より多くの方にご購入いただくために、一定期間は制限セット数をもうけさせていただきます。(裏面参照)

7/1(水)
　　　　　～7/10(金)

7/11(土)
　　　　～12/28(月)

そ の 他

松浦市役所
地域経済活性課

福島支所
鷹島支所

御厨支所
今福支所

◆商品券販売所

調 川 町

星 鹿 町

鷹 島 町

今 福 町

福 島 町

御 厨 町


