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ザ・グラマシー 米沢園芸本店 徳山ビルサービス 野原石油

ジュンテンドー 河村商会 ホテルサンルート徳山 みたらし生花店 中国特殊

新南陽店・周南店 岩崎防災 ビジネスホテル湊家 花匠 吉本興業

新南陽商工会議所

新南陽商工会議所新南陽商工会議所

新南陽商工会議所

安全防災商事

徳山商工会議所

徳山商工会議所徳山商工会議所

徳山商工会議所

紫水園 原屋建設

玉野石油店 富田東給油所 富士事務器 徳山総合ビジネス専門学校

フジ新南陽店 若山石油 富田港給油所 サラダ館まどころ店 スーパーみよし 野原商店 伊藤文具店 オートフレンズカンパニー

イズミゆめタウン新南陽 ほうえい堂

スーパーマーケット サンライフ周南

オートサービス倉冨

東ソー生活協同組合 すみ屋珈琲 セブンイレブン　 ワークフィッター周南店 エーワン車輌

Ｙショップヤマサキ かどひろ呉服店

徳山築港町店・徳山新宿通り店

クスリ岩崎チェーン ナガミ ＯＡショールーム 鹿野進和自動車

セブンイレブン　 レディス・パル スーパー周南 櫛ヶ浜店 　　遠石店・徳山緑町店

新南陽市役所前店

Ladies　いそむら 赤坂印刷 アルク　　　　　　　　　　　 　　徳山久米店・徳山秋月店 森光武道具店

周南新堤店・新南陽三笹町店

 LINGERIE SHOP　ワコールはらだ
富田印刷 　　秋月店・今宿店・慶万店 　　コーケンドラッグ南銀座店 岡寺産業 細山田弓具店 大田屋

周南温田店・周南古泉店 ブティックあい 新南陽印刷 　　桜木店・徳山中央店 　　徳山一の井手店 原田屋

デイリーショップカワムラ ファッションあむ 　　徳山東店 石丸薬局　若宮店・周陽店 進物の大進　徳山店

スーパーふじや ファッションハウスはやし 丸久　久米店 ドラッグセガミ 周陽店 ラッピング＆花の店　彩花 畠中美容室

スーパー小松大神店 　　　　　　　　福川店・富田店 南陽ミュージック サンマート　上野店 シスター美容室

スーパーふくだ 衣料センターふじもと マックスバリュ徳山東店 STIHL shop おしゃれ床屋モトヤス

アルク 新南陽店 ＡＲＲＯＷＳ マックスバリュ徳山西店 周南クリーニング  ウッドハンズ周南店 新周南新聞社 理容やました

丸久 福川店 がぶ雑貨 トモヤオート新南陽店 コープとくやま店 　　サンマート下上店

ザ・ビッグ イオンタウン周南店 フライ 井上自動車整備工場 丸和　徳山店 　　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ夜市店　　

トライアル周南店 梅田モータース 　　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ徳山西店 有吉有文堂 山口井筒屋周南ショップ 瀬来酒店

斉藤自動車工業 　　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ徳山東店
アルパーク天満屋周南ショップ

貞舛酒店

ビューティーサロンエリカ 宮本自動車鈑金 内富海苔店 　　ローソン遠石店 坂本酒店

兼石食料品店 ヘアーサロンブーケ 佐伯米穀店 　　慶万店・河東店 パッケージプラザ徳山店

和田農産物加工所 マキ美容院　南陽店 徳山コーヒーボーイ本店 戸崎クリーニング店 山本モータース本店

あおがえる ファンタスティックＢヘアー 福田タイヤ工業所 河村玉煎堂 エーデルワイス 山本モータース久米店 木村屋

帝国ランチ　（新南陽市民病院売店）
おしゃれ待夢 タイヤハウスアトム 清水フルーツ エクセルクリーニング 徳山計量器 サイクルギャラリー周南 髙美食堂

ALLUA（アルーア） 徳山タイヤサービス 田原清香園茶舗 農家レストラン たぬき

カットスペース セッション コーヒー・シティ

フレッシュアサモト ちどり美容室 両国屋物産 グランママフジヤ レンタックス Kiyosi-Kai

マルエ水産 シラユリ美容院 周南近鉄タクシー SHOP　MOCO しるえっと徳山店 徳山ベビー 中西商会

田中鮮魚店 まつだ美容室 たわら銀座店 ファミリーショップ・ハラダ

橋本時治商店 美容室ミュートス たわら駅前店 サンリオショップJOY 貞森商店

丸弥　中村商店 美容室斗夢の部屋 ＮＴＡトラベル　周南支店 フルーツブティック・カージュ なかや ミヤ彫刻

岡田屋 イワミツアー やまぐち本店 ユアシスＫＩＭＩ

平田水産 ヒロスイ ノエビア徳山販社 アールテック クリーン 【つり堀・食堂】

【つり堀・食堂】【つり堀・食堂】

【つり堀・食堂】

ヘアーサロン・ド・エリカ まちのポート ノーブル化粧品店 土田整体。 鹿野ファミリーランド

理容八木 【ガラスサッシ工事】

【ガラスサッシ工事】【ガラスサッシ工事】

【ガラスサッシ工事】 【温泉・お食事処】

【温泉・お食事処】【温泉・お食事処】

【温泉・お食事処】

磯部酒店 おしゃれ床屋タバタ 今津 ミシンＰｉｔ　周南店 石船温泉

山本屋 理容シゲナガ 橋本ガラス店 魚屋と食事処いかざき マキ美容院 本店　 Lino 【キャンプ場】

【キャンプ場】【キャンプ場】

【キャンプ場】

リカーサークルたかはし エース理容村中 【建設業】

【建設業】【建設業】

【建設業】 徳山ふくセンター 美容室さたけ せせらぎパーク

ふかみ酒屋 理容ムラナカ 徳本工務店 美容室SATAKE ジュンテンドー　緑町店

沖末酒店 チェリー理容院 石光 ＰＬＵＳ 共栄石油築港SS ホームプラザナフコ周南店

中村酒場 ヘアーサロンさえき 國澤工務店

丘の上の小さな酒舎 中嶋酒店

たまき美容室 共栄石油櫛ヶ浜SS 石田種苗店

中島屋酒造場 理容セイキ 田中組 はつもみぢ MIYOKO美容室 若山石油久米給油所

理容カワムラ 藤村工務店 山縣本店 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ｆｅ 防長産業 宮脇書店　徳山店

くにひろ理容室 長崎建設

リカーハウス・ロマネックス・リカーズ

エディオン ハシモト家電

松永米穀店 小野建設 デンキのくらまし

青木工務店 久賀理容院 神代商会 翠心堂　徳山店

ブライダル　ヤマナカ 国沢工業 御菓子司 寿美屋

磯部栄楽園 Ｏｆｆｉｃｅ　ＭＳＹ 倉住屋 フランス菓子ＳＡＤＡＯ かどや化粧品店

國澤醤油店 新英工業

天津閣 徳山駅前本店・駅構内店

エステサロン　シェリール トモヤオート NOICHI

ヤマダ トップアスリート いよや徳山店 ミラクルロマエ 東洋ボデー

日光 チーズ・チーズ・チーズ プレス・ド・ルポ 温品自動車 長谷部時計店

モンパリ 【リフォーム】

【リフォーム】【リフォーム】

【リフォーム】

伊豆屋菓子舗 いづみや化粧品店 インテリア棟

和洋菓子なかがわ クロロフイル周南美顔教室 美装　イオンタウン周南店 寿し勘八 貞弘屋 オートバックス　山口周南店

熊毛町商工会

熊毛町商工会熊毛町商工会

熊毛町商工会

八木商店

果子乃季新南陽店 ノエビア山口周南販社 【エクステリア工事】

【エクステリア工事】【エクステリア工事】

【エクステリア工事】 栄ふく マダム・ソシエ

ボン・クラージュ！ Ｋ．Ｐｒｏｊｅｃｔ やきとり居酒屋ぶんなげ ブティック・ＪＯＹ

いよや福川店 マルタ産業

やきとり居酒屋ぶんなげ青空公園店

スタジオ・Ｂ美 三和交通 中央フード熊毛店 冨士タクシー

いよや富田店
ビューティースペース Ｎ－ｓｉｄｅ

マルニ 旬亭　ふじ荘 モードサロン ボン 周南近鉄タクシー ミコー熊毛店

パンとお菓子の店“ｃｏｕｐｅ” 【内装業】

【内装業】【内装業】

【内装業】 味処　のんき家 サロン エスコ 第一交通

モントローアネーズ 中村建装 海鮮屋　八丁櫓 Circle 原屋建設

ＡＴＥＬＩＥＲ　Ｍ クワシマ内装 仕出しのふじま周南店 ランジェリーメルサ 竹本本店

【左官業】

【左官業】【左官業】

【左官業】 徳山コーヒーボーイｐｈ通り店 システィーナ パソコンソフトのユアブレーン

澄織商店 沖左官工務店 和風処　鐘楼亭 ブティック コア（サンエコー内） ＰＣアート水彩 片山英語塾

ナカムラカイロ 片山左官店
カフェテラスまど（市美術博物館内）

ブティック アミ（サンエコー内） アイアット 果子乃季熊毛店

宮本整骨院 【鉄構業】　

【鉄構業】　【鉄構業】　

【鉄構業】　 すくも島 ギャラリーアイ

牛乳宅配センター周南 中嶋鉄工所 九州居酒屋　克 メンズショップ マエダ

【水道設備】

【水道設備】【水道設備】

【水道設備】 和 Baru Bar Second ＢＥＡＮＳ webdesign Lesson 5 クスリ岩崎チェーン熊毛店

藤井カーテン 集いショップＭｕＲａＯｋａ 銀南カレー まつや呉服店

都濃商工会

都濃商工会都濃商工会

都濃商工会

中村タバコ店 フジシン川崎店 【配管設備】

【配管設備】【配管設備】

【配管設備】 鮨英 ウエダ洋装

佐伯商店 山口設備 ユアーズカンパニー lotusleaf 徳山広告 お食事処なかがわ

【電気工事】

【電気工事】【電気工事】

【電気工事】 魚屋と食事処いかざき Heritage　Store　 いわさき工房 サンマート 須々万店

美・ショップ・かずこ ヒロセ電工 ピザ・カリフォルニア周南店 ONE PAIR 看板たがわ ピクロス 須々万店

いけす・和食処　寿司やす ＯＷＬ　あうる 暖家 TIGHT ROBE 竹本本店

お好み焼勝平 すし処 紀文 Buckle Bunny Leathers かたやま呉服店

一福寿司 タダオ 喫茶カルチェラタン はるやま徳山店 行政書士藤原典子事務所 まるよし みふじや酒店

大正館 フローリストマリコ ただおザウルス 食事処ムーランルージュ ユニクロ徳山店

ガーデンカフェ日日 ワンモア 南陽金属 純喫茶　たまゆら

ラーメン太陽 創作料理　呑生 有馬司法書士事務所 徳永石油店 美酒らん

グリーンサム永源山公園店 ふく処　快 國辰履物・袋物店

八剣伝 新南陽駅前店 ブラザーショップ新南陽 こひつじ工芸 tres F.B.C セリーナ

カラオケ喫茶ひまわり チカムネ工房 インド料理ガネーシュ ウエヤ 末次達夫税理士事務所 ベル美容室 ジュンテンドー　須々万店

八ちや 南陽広告 みの幸

活魚料理あさもと メガネのナカイ 焼肉ハウス とんがりぼうし

新南陽食堂 宝石・時計のナカイ 季節料理・ふく　あだち ミューベルいちや 周南市文化会館 理容サカモト うおふく園芸

鳥三昧新南陽店 めがねハウスナカイ 福田材木店
ガーデンレストラン メープルヒル

インテリア飛騨 周南市美術博物館

まごころ弁当 重弘時計店
活魚と酒菜と美味い酒 津々浦々

太陽家具百貨店　徳山店 周南市市民館

ちゃんこ茶屋鳳龍 宮﨑時計店 Ｒeina Isabël くにしげ家具
コスタデルソル（フットサル場他）

でんき館周南 スガデンキ

焼肉牡丹峰 佐伯時計店 山口石材 手打うどん　くうかい
ナフコツーワンスタイル徳山店

エディオンぎんなん熊毛店 でんき館須々万

眼鏡市場周南店 三共石材 わらごや パナックくにかね

渡辺石材店 旬感dining 琥珀の季節 徳山国際カントリー倶楽部

きしだ 漁師めし酒場　灘や 関戸屋 ミシンＰｉｔ　本店

ビジネスホテル青柳 フォトスタジオ フジモト 正喜越 フジシン銀座店 伊藤石油店

藤屋旅館 翠心堂　新南陽店
御当地グルメ じまんしー徳山店

白神ふとん店 つるやゴルフ

鮮味食彩　宇佐川水産 でんき館周南

はしもとや レストラン　ツジ 深町商店

丸一茶屋 渡辺植木店 チャーリーズ カシワ時計店 【建設業】

【建設業】【建設業】

【建設業】

南陽園芸 鳥三昧徳山店 マルマスメガネ 徳島工業 【畳製造】

【畳製造】【畳製造】

【畳製造】

周南スポーツ ラーメンとんちんかん 藤井時計店 渡辺建設 清水畳商店 進和自動車

くすりの大嶋　古市本店 しゃぶすき焼肉べこばん メガネショップるっく 桧良建設

徳山地区自動車整備協業組合

クスリの大嶋　政所支店 司法書士山本淳事務所 お好み焼やすきゅう ジュエリーサロン　フローレス 東工務店

川口薬局 サイクルショップながみね 國澤司法書士事務所 創作だいにんぐ夢華 宝石・時計・メガネ　ヤナギ 周幸産業 熊毛タクシー

クスリ岩崎チェーン 橋本モータース 司法書士・土地家屋調査士 Cafe Minna Sand & Bakery 眼鏡市場 周南店 竹内工業 呼鶴タクシー メディカルサービス

　福川新地店 宮本　武 イタリア食堂　Bamboo 防長建材

　イオンタウン周南店

そば処さぼ～る 清水工務店

　永源山公園店

ブックスとんだ 居酒屋　武蔵 エディオンとよかわ電機 小田工務店 熊毛総合射撃場 福田フルーツパーク

蔵田薬局 渡辺書店 吉村和哉税理士事務所 海鮮料理やくも メルタス山口 マルトミ電気 【リフォーム】

【リフォーム】【リフォーム】

【リフォーム】 五郎丸農園

松本漢方薬局 さかな市場 平和通店 徳山ソニック サマンサリフォーム徳山

ドラッグセガミ フジ新南陽店 焼肉牛太　徳山久米店 エディオンおおしま 金剛住宅機器 熊石

エディオンビギン 花園行政書士事務所 やきにく　徳壱 ハヤシ電器 美装 中原温泉

でんき館フクガワ とんかつうどんのさぬき屋 トーワムセン やまと

周南クリーニング ヨシガ電機 みの幸 いりせ エリー あいぼう

　フジ新南陽店 パナテック 信實経営サポート アオゾラテーブル 【管工事業】

【管工事業】【管工事業】

【管工事業】 ススマタクシー

　ビッグ周南店 エディオン土田デンキ 嶋田工務所 中須タクシー

スワンクリーニング 本村電器 林写真館 【建築リフォーム他】

【建築リフォーム他】【建築リフォーム他】

【建築リフォーム他】 フラワーくまげ

竹沢クリーニング スカーレット 渡辺写真機店 共栄産業

クリーニング宅配便まる洗い本舗。
アリス やはら 朝日建設

明光保全総業 心 【畳製造・住宅機器】

【畳製造・住宅機器】【畳製造・住宅機器】

【畳製造・住宅機器】 石丸工務店

華園 シンフォニー 中川商店 中須工務店

翠心堂　新南陽店 プチ園 ポップス川上ロック館 【土木】　

【土木】　【土木】　

【土木】　

澄田印房 メンバーズラウンジ響 ポップス川上ピアノ館 松成建設 

鹿野町商工会

鹿野町商工会鹿野町商工会

鹿野町商工会

ラウンジayumi 【建築業】　

【建築業】　【建築業】　

【建築業】　 山口ホームクリエイト

吟遊 曽根建築

春秋 ハシモトスポーツ 朝日建設 さわや

クラブ松本 ムラシゲスポーツ 【電気工事】　

【電気工事】　【電気工事】　

【電気工事】　 潮田商店 エヌテクノ

ガーデンバーモディリアニ イケダスポーツ 長周電気工業 横田精肉店

ラウンジ Ｋｕｍｉ 【塗装業】　

【塗装業】　【塗装業】　

【塗装業】　

ラウンジ ボワ 【瓦施工業】　

【瓦施工業】　【瓦施工業】　

【瓦施工業】　

ラウンジ アミーゴ 演奏堂 重安瓦店

スタンドニューサントス 【左官業】

【左官業】【左官業】

【左官業】

琴 高比良工務店

ラウンジ　茅の パレット画廊 【内装仕上業】

【内装仕上業】【内装仕上業】

【内装仕上業】

パレット画材店 光和

スーパー・コンビ二

各種食料品

鮮魚・海産物

酒類

お茶・醤油

和･洋菓子・パン

飲食店・喫茶・カラオケ

薬品・生活雑貨

クリーニング

ガソリンスタンド

寝具・インテリア・カーテン

化粧品

美容

呉服・衣料品・洋品

手芸用品・帽子・ファッション小物

ミシン

時計・メガネ・貴金属

写真・カメラ

履物

スポーツ用品

自転車・二輪

家庭電化器具・電話

各種ギフト・贈答品

印鑑

各種印刷物

ＣＤ・ＤＶＤ・楽器

自動車販売・修理

タクシー

建設関連工事

米穀

理美容材料

たばこ

雑誌・書籍販売

園芸・造園

司法書士

税理士

消防用設備点検・消火器

乳飲料販売

新 南 陽 地 区

クラブ・スナック・スタンド

理容

貸衣装

整体業

石材加工・販売

看板製作・広告

菓子卸売

アロマ&ハーブ

タイヤ販売・修理

経営コンサルタント

薬品・生活雑貨

飲食店

クレー射撃場

衣料品

家電販売

住宅設備

美容

和･洋菓子

石材加工・販売

タクシー

わさび

自動車整備

衣料品・履物

ガソリンスタンド

理容・美容

白蟻防除・ハチ駆除

鹿 野 地 区

熊 毛 地 区

便利屋

理容

機械設計

都 濃 地 区

レジャー施設

酒類

花卉販売

スーパー

旅館・飲食店

雑貨

仏壇・石材

旅行

安全管理業務

美容サービス

木材

行政書士

一般廃棄物処理

ホームセンター

スーパー・コンビ二

各種食料品

鮮魚・海産物

酒類

和・洋菓子･甘栗

呉服・衣料品・洋品・靴・革製品

履物・袋物・造花・バッグ

家具・生活雑貨

寝装品

時計・メガネ・貴金属

写真・カメラ

チェーンソー・刈払機・

標識・記念品・進物

文化施設・スポーツ施設

行政書士

喫茶・飲食店・仕出し

クラブ・スナック・スタンド

ホテル・旅館

薬品・生活雑貨

化粧品・雑貨

美容

家庭電化器具

ガソリンスタンド

スポーツ用品

園芸・生花

ＣＤ・ＤＶＤ・テープ

画材販売・画廊

文房具・事務機器

ＯＡ機器販売

レンタル

包装資材

印鑑

各種彫刻・雑貨

計量器・温度計販売・修理

楽器

整体

パソコンソフト・パソコン修

たばこ・クリーニング取次

看板業

クリーニング

広告・デザイン

洋服補正

燃料

自動車販売・修理

タクシー

徳 山 地 区

理容

エステ

建設関連工事

廃棄物運搬処理

専門学校

司法書士

ユニフォーム・安全保護具

武道・弓具用品

税理士

※ 

※ ※ 

※ ご利用の際に、つり銭はお支払いいたしませんので、券面金額以上のご購入にてご利用ください。

ご利用の際に、つり銭はお支払いいたしませんので、券面金額以上のご購入にてご利用ください。ご利用の際に、つり銭はお支払いいたしませんので、券面金額以上のご購入にてご利用ください。

ご利用の際に、つり銭はお支払いいたしませんので、券面金額以上のご購入にてご利用ください。

※ 

※ ※ 

※ この加盟店名簿は、２０１５年７月１３日現在です。

この加盟店名簿は、２０１５年７月１３日現在です。この加盟店名簿は、２０１５年７月１３日現在です。

この加盟店名簿は、２０１５年７月１３日現在です。 記載内容に変更がある場合もございますので、

記載内容に変更がある場合もございますので、記載内容に変更がある場合もございますので、

記載内容に変更がある場合もございますので、

その際はご容赦ください。

その際はご容赦ください。その際はご容赦ください。

その際はご容赦ください。 新南陽商工会議所

新南陽商工会議所新南陽商工会議所

新南陽商工会議所 ☎

☎☎

☎0834

08340834

0834-

--

-63

6363

63-

--

-

ラッピング・造花販売

郷土新聞

百貨店

自転車・二輪車

訪問理美容

学生服・肌着・サンリオ商品

ガソリンスタンド

ミシン

建設関連工事

ゴルフ場

清掃

園芸

家庭電化器具

化粧品

時計・めがね・写真

書籍・レンタルビデオ

飲食店

塾

スーパー

ホームセンター

酒店

園芸

家庭電化器具

プロパンガス

衣料品

自動車整備

介護福祉用具販売

観光農園

温泉

タクシー

ミシン

ホームセンター

タクシー

酒類

雑誌・書籍販売

各種食料品

飲食店

建設業

建設関連工事

リラクゼーション

建設関連工事

仏壇・仏具・お墓

仏壇・仏具・お墓

とんぼ玉・各種雑貨

カー用品

ゴルフ用品


