
新南陽食堂 定食､食堂 信實経営ｻﾎﾟｰﾄ 経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
OWL あうる 衣料､雑貨 いけす･和食処 寿司やす 食事処､料理仕出し 集いｼｮｯﾌﾟMuRaOKa 水道設備
あおがえる 各種特産品 大正館 旅館飲食店 ﾄﾓﾔｵｰﾄ 新南陽店 車検､点検､自動車整備､
ATELIER M ｱﾛﾏ&ﾊｰﾌﾞ ちゃんこ茶屋 鳳龍 ちゃんこ茶屋 板金塗装､自動車用品
安全防災商事 消防用設備点検､消火器､ 鳥三昧 新南陽店 居酒屋 ﾅｶﾑﾗｶｲﾛ 整体

防災用品販売 ｶﾞｰﾃﾞﾝｶﾌｪ 日日 一般食堂 花園行政書士事務所 行政書士
磯部栄楽園 茶卸小売､結納､金封包等 八ちや 焼肉､中華そば 福田ﾀｲﾔ工業所 ﾀｲﾔ販売･修理
磯部酒店 酒小売販売 八剣伝 新南陽駅前店 居酒屋 ﾏﾙﾀ産業 ｴｸｽﾃﾘｱ､ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ､ﾘﾌｫｰﾑ
衣料ｾﾝﾀｰふじもと 衣料販売 ｶﾗｵｹ喫茶 ひまわり ｶﾗｵｹ喫茶 ﾏﾙﾆ ｴｸｽﾃﾘｱ･外構左官工事
ｴﾃﾞｨｵﾝ 土田ﾃﾞﾝｷ 家電品販売 焼肉 牡丹峰 焼肉 宮本自動車板金 自動車板金､塗装
ｴﾃﾞｨｵﾝ ﾋﾞｷﾞﾝ 家電品販売 まごころ弁当 高齢者向け配食ｻｰﾋﾞｽ 宮本整骨院 整体
大嶋薬局 古市本店 医薬品販売 丸一茶屋 ｽﾅｯｸ 司法書士･土地家屋調査士 司法書士､土地家屋調査士
沖末酒店 小売販売 ﾗｰﾒﾝ太陽 ﾗｰﾒﾝ 宮本 武
果子乃季 新南陽店 菓子販売 明光保全総業 安全管理業務
かどひろ呉服店 衣料品小売､婦人服小売 ALLUA(ｱﾙｰｱ) 美容 山口設備 配管設備
兼石食料品店 食料品小売 おしゃれ待夢 美容 司法書士山本淳事務所 司法書士
がぶ雑貨 婦人服販売 おしゃれ床屋 ﾀﾊﾞﾀ 理容 吉村和哉税理士事務所 税理士､行政書士
川口薬局 医薬品販売 ｶｯﾄｽﾍﾟｰｽ ｾｯｼｮﾝ 美容
河村商会 消防用設備点検､消火器､ くにひろ理容室 理容

防災用品販売 ｼﾗﾕﾘ美容院 美容 ｱﾙﾊﾟｰｸ天満屋 周南ｼｮｯﾌﾟ 百貨店
牛乳宅配ｾﾝﾀｰ周南 乳飲料販売 ﾁｪﾘｰ理容院 理容 ｲｹﾀﾞｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂ用品
ｸｽﾘ岩崎ﾁｪｰﾝ ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ちどり美容室 美容 石丸薬局 医薬品販売

ｲｵﾝﾀｳﾝ周南店 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝｴﾘｶ 美容 周陽店・若宮店
永源山公園店 美容室 斗夢の部屋 美容 いちや家具店 家具･雑貨
新地店 美容室ﾐｭｰﾄｽ 美容､ﾌｧｲﾃﾝ商品取扱店 伊藤文具店 文房具･事務機器

ｸｽﾘの大嶋 政所支店 医薬品販売 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸB ﾍｱｰ 美容室の経営 ｲﾝﾃﾘｱ飛騨 家具･ｲﾝﾃﾘｱ用品
國澤醤油店 醤油他 ﾍｱｰｻﾛﾝ さえき 理容 ｳｴﾀﾞ洋装 婦人服
蔵田薬局 薬局 ﾍｱｰｻﾛﾝﾄﾞｴﾘｶ 理容 ｼｭｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰｳｴﾔ 靴小売
ｸﾛﾛﾌｲﾙ周南美顔教室 化粧品販売 ﾍｱｰｻﾛﾝ ﾌﾞｰｹ 美容 ｴﾃﾞｨｵﾝ おおしま 家電販売
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟながみね 自転車店 ﾏｷ美容院 南陽店 美容 ｴﾃﾞｨｵﾝ とよかわ電機 家電小売業
佐伯商店 たばこ､米､塩､小売 まつだ美容室 美容 演奏堂 CD･DVD･ﾃｰﾌﾟ販売
佐伯時計店 時計､ﾒｶﾞﾈ､宝石､補聴器 理容ｶﾜﾑﾗ 理容 時計･貴金属･ﾒｶﾞﾈのｶｼﾜ 時計･貴金属･ﾒｶﾞﾈ
ｻﾗﾀﾞ館 まどころ店 贈答品 理容ｼｹﾞﾅｶﾞ 理容 河村玉煎堂 日本茶専門店
重弘時計店 時計､ﾒｶﾞﾈ小売 理容ｾｲｷ 理容 ｷﾞｬﾗﾘｰｱｲ 徳山店 婦人服販売
周南ｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂ用品 理容八木 理容 ｸｽﾘ岩崎ﾁｪｰﾝ ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｰ 新南陽店 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 一の井手店・遠石店
ｽｰﾊﾟｰ小松 大神店 ｽｰﾊﾟｰ(肉､惣菜) 伊豆屋菓子舗 菓子製造､販売 徳山秋月店・徳山久米店
ｽｰﾊﾟｰふくだ ｽｰﾊﾟｰ いよや 菓子製造販売､ 徳山緑町店
ｽｰﾊﾟｰふじや 食品販売 富田店・福川店 みそまんじゅう他 徳山みなみ銀座店
翠心堂 新南陽店 お仏壇､仏具､お墓､寺院 ﾊﾟﾝとお菓子の店"coupe" ﾊﾟﾝ菓子製造販売 國辰ﾊｷﾓﾉ･袋物店 履物･袋物
澄織商店 菓子卸売･小売 和洋菓子なかがわ 菓子製造販売 倉住屋 ﾌﾗﾝｽ菓子SADAO 菓子小売
澄田印房 印章 Bon Courage!(ﾎﾞﾝ･ｸﾗｰｼﾞｭ!) 菓子製造販売 ｺｱ ﾌﾞﾃｨｯｸ
すみ屋珈琲 小売(ｷﾞﾌﾄ､珈琲) ﾓﾝﾄﾛｰｱﾈｰｽﾞ 洋菓子製造販売､福川ﾛｰﾙ 神代商会 ｶﾞｽ･氷･家庭燃料販売

各種ｷﾞﾌﾄ･贈答品 ﾓﾝﾊﾟﾘ 菓子製造販売 珈琲豆専門店 ｺｰﾋｰ･ｼﾃｨ ｺｰﾋｰ専門店
ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｺｰﾌﾟやまぐち ここと とくやま店 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

新南陽市役所前店 赤坂印刷 印刷 ｻｳﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟいりせ 電気製品販売
周南温田店 三共石材 石材 佐伯米穀店 米
周南古泉店 新南陽印刷 印刷 貞弘屋 衣料小売
周南新堤店 富田印刷 印刷全般 ｻﾛﾝ･ｴｽｺ 紳士･婦人服･洋品･ｷﾞﾌﾄ商品
新南陽三笹町店 中嶋鉄工所 鉄構 ｻﾝﾘｵｼｮｯﾌﾟ JOY 学生服･ｸﾞﾝｾﾞ肌着･ｻﾝﾘｵ商品

ﾀｲﾔﾊｳｽｱﾄﾑ ﾀｲﾔ販売 中島屋酒造場 酒類販売 ｼｽﾃｨｰﾅ 婦人服
田中鮮魚店 鮮魚販売 平田水産 水産物製造 清水ﾌﾙｰﾂ 果実販売
玉野石油店 富田東給油所 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 山口石材 石材 ｼﾞｭｴﾘｰｻﾛﾝ ﾌﾛｰﾚｽ 宝石小売
帝国ﾗﾝﾁ 新南陽市民病院内売店 渡辺石材店 石材加工 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｰ 緑町店 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ
～新南陽市民病院内売店～ SHOP MOCO～周南市役所売店～ 周南市役所売店

ﾃﾞｲﾘｰｼｮｯﾌﾟ ｶﾜﾑﾗ 弁当､青果物 青木工務店 一般住宅の新築､ﾘﾌｫｰﾑ 白神ふとん 寝具販売･製造
でんき館 ﾌｸｶﾞﾜ 家電販売 石光 建築工事 ｼﾝﾌｫﾆｰ 各種楽器･修理･音楽教室
東ｿｰ生活協同組合 小売 今津 ｶﾞﾗｽ､ｻｯｼ工事 進物の大進 徳山店 進物
ﾄﾞﾗｯｸﾞｾｶﾞﾐ ﾌｼﾞ新南陽店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 岩崎防災 消防設備､保守点検工事 ｽｰﾊﾟｰ周南 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
ﾒｶﾞﾈのﾅｶｲ 時計､ﾒｶﾞﾈ､貴金属 沖左官工務店 左官 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ｻﾝﾗｲﾌ周南 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
宝石･時計のﾅｶｲ 時計､ﾒｶﾞﾈ､貴金属 小野建設 建設 ｽｰﾊﾟｰみよし ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
めがねﾊｳｽﾅｶｲ 時計､ﾒｶﾞﾈ､貴金属､補聴器 Office MSY 建設 翠心堂 徳山店 お仏壇､仏具､お墓､寺院
中村酒場 酒類販売 片山左官店 左官 ｽﾀｼﾞｵ･B 美 婦人服販売
中村たばこ店 ﾀﾊﾞｺ小売 国沢工業 内装 寿美屋菓子店 和菓子製造販売
南陽園芸 花､植物､苗 國澤工務店 建設 関戸屋 寝装寝具､健康寝具
南陽ﾐｭｰｼﾞｯｸ CD､DVD､楽器小売 K.Project 一般外構工事 ｾﾌﾞﾝ- ｲﾚﾌﾞﾝ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ﾉｴﾋﾞｱ化粧品山口周南販社 化粧品販売 新英工業 配管､製缶の施工 徳山新宿通り店・徳山築港町店

橋本時治商店 海産物卸売 田中組 建設 ｾﾘｰﾅ ﾊﾞｯｸﾞ･ｶﾊﾞﾝ･小物･雑貨
橋本ﾓｰﾀｰｽ 二輪､自転車販売､修理 ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ 塗装､左官､屋根､板金､内装建具 田原清香園茶舗 茶･茶道具･線香
はしもとや 履物･雑誌 長崎建設 建設 たわら 食品小売他･ﾀﾊﾞｺ･萩焼
ﾊﾟﾅﾃｯｸ 家電販売 中村建装 内装 駅前店・銀座店 海産珍味
美･ｼｮｯﾌﾟ･かずこ 雑貨 橋本ｶﾞﾗｽ店 ｶﾞﾗｽ販売 天津閣 徳山駅前本店 甘栗
ﾌｧｯｼｮﾝ あむ 婦人服 美装 ｲｵﾝﾀｳﾝ周南店 住宅ﾘﾌｫｰﾑ ﾒﾙﾀｽeco ﾄｰﾜﾑｾﾝ 家電小売業
ﾌｧｯｼｮﾝﾊｳｽはやし 紳士服､婦人服､ 渡辺植木店 造園工事 ﾅｶﾞﾐ OA ｼｮｰﾙｰﾑ 事務機器OA 販売
富田店・福川店 洋品制服小売 徳本工務店 木造建築工事業 なかや 化粧品･雑貨小売

ふかみ酒屋 食料品､酒 日光 塗装工事業 温品自動車 自動車販売･修理
藤井ｶｰﾃﾝ 室内装飾 ﾉｰﾌﾞﾙ化粧品店 化粧品販売
ﾌｼﾞｼﾝ 川崎店 寝具･ｵｰﾀﾞｰまくら･ﾍﾞｯﾄﾞ ﾋﾛｾ電工 電気工事 NOICHI とんぼ玉､各種雑貨
ﾌﾞｯｸｽとんだ 雑誌書籍販売 ﾉｴﾋﾞｱ徳山販売 化粧品販売
ﾌﾞﾃｨｯｸあい 婦人服販売 きしだ 旅館 ﾊｼﾓﾄｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂ用品
ﾌﾗｲ ﾌﾞﾃｨｯｸ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ宅配便まる洗い本舗｡ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾗｻﾞ 徳山店 包装資材小売
ﾌﾞﾗｻﾞｰｼｮｯﾌﾟ新南陽 ﾐｼﾝ販売､修理 こひつじ工芸 看板製作 はつもみぢ 酒類販売
ﾌﾚｯｼｭｱｻﾓﾄ  鮮魚販売 周南ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 花匠 生花販売
ﾌﾛｰﾘｽﾄﾏﾘｺ 手芸品及び雑貨､ﾆｯﾄ製品､衣類 ﾋﾞｯｸﾞ周南店 ﾊﾔｼ電器 家電小売
ほうえい堂 ﾌｼﾞ新南陽店 銘菓､銘品店 ﾌｼﾞ新南陽店 原田 周南支店 ﾕﾆﾌｫｰﾑ･安全保護具
松永米穀店 米穀小売 ｽﾜﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ﾊﾟﾚｯﾄ画材店 画材販売
松本漢方薬局 製剤､医薬品販売 竹沢ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ PCｱｰﾄ水彩 小売･ｻｰﾋﾞｽ
ﾏﾙｴ水産 海産物 ﾀﾀﾞｵ 産業廃棄物処理 ﾋﾛｽｲ 水産
丸弥 中村商店 海産物卸売 ただおｻﾞｳﾙｽ 一般産業廃棄物､収集運搬､ 藤井時計店 時計･宝飾品
宮﨑時計店 時計各種､眼鏡､宝石､貴金属 ｽｸﾗｯﾌﾟ回収 富士事務器 文具･事務機器販売
本村電器 家電品販売､修理 ﾁｶﾑﾈ工房 看板､広告 ﾌｼﾞｼﾝ 銀座店 寝具･ｵｰﾀﾞｰまくら･ﾍﾞｯﾄﾞ
ﾔﾏﾀﾞ 理美容材料卸小売 徳山ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ ﾀｲﾔ整備､取り付け 仕出しのふじま周南店 製造販売
酒とｷﾞﾌﾄの専門店 山本屋 酒類 南陽金属 一般､産業廃棄物処理 ﾌﾞﾃｨｯｸ ｱﾐ 婦人服
ﾖｼｶﾞ電機 家電品販売､修理 南陽広告 看板製作 ﾌﾞﾃｨｯｸ･JOY 婦人服販売
LINGERIE SHOP ﾜｺｰﾙはらだ 下着専門店 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ青柳 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ ﾌﾙｰﾂﾌﾞﾃｨｯｸ･ｶｰｼﾞｭ 果実販売
ﾘｶｰｻｰｸﾙ たかはし 酒･ﾀﾊﾞｺ小売 ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ ﾌｼﾞﾓﾄ 写真館 防長産業 ｶﾞｿﾘﾝ･ｽﾀﾝﾄﾞ
Ladies いそむら 婦人服販売 藤屋旅館 旅館 ﾎﾟｯﾌﾟｽ川上 楽器小売
ﾚﾃﾞｨｽ･ﾊﾟﾙ 婦人服小売 ﾋﾟｱﾉ館・ﾛｯｸ館
yourshiseido YS いづみや 化粧品 ｲﾜﾐﾂｱｰ 徳山支店 旅行､旅客運送 ﾏﾀﾞﾑ･ｿｼｴ 婦人服販売
Yｼｮｯﾌﾟﾔﾏｻｷ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ NTAﾄﾗﾍﾞﾙ 旅行 まちのﾎﾟｰﾄ 観光案内所&特産品ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
若山石油 富田港給油所 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ まつや呉服店 呉服･洋品･雑貨の販売
渡辺書店 雑誌､書籍販売 井上自動車整備工場 自動車整備 ﾏﾙﾄﾐ電気 家電販売
和田農産物加工所 手作りこんにゃく､高瀬味噌 ｲﾝﾃﾘｱ棟 ﾘﾌｫｰﾑ業全般､外装､塗装､内装 ﾏﾙﾏｽﾒｶﾞﾈ ﾒｶﾞﾈ
ﾜﾝﾓｱ ﾌｧｯｼｮﾝ小物小売 梅田ﾓｰﾀｰｽ 自動車販売､修理 ﾐｼﾝPit 周南店 ﾐｼﾝ

司法書士 國澤千佳子 司法書士 みたらし生花店 生花販売
一福寿司 飲食､寿司 ｸﾜｼﾏ内装 内装 宮脇書店 徳山店 書店
お好み焼 勝平 お好み焼 斉藤自動車工業 板金､塗装､整備車検､車輛販売 ｽﾎﾟｰﾂ工房 ﾑﾗｼｹﾞｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂ用品

周南市住宅リフォーム助成市内共通商品券　取扱店一覧表周南市住宅リフォーム助成市内共通商品券　取扱店一覧表周南市住宅リフォーム助成市内共通商品券　取扱店一覧表周南市住宅リフォーム助成市内共通商品券　取扱店一覧表

新　南　陽　地　区新　南　陽　地　区新　南　陽　地　区新　南　陽　地　区 飲食業飲食業飲食業飲食業 その他その他その他その他
小売業小売業小売業小売業

徳　山　地　区徳　山　地　区徳　山　地　区徳　山　地　区

建設業建設業建設業建設業

製造業製造業製造業製造業

製造業/小売業製造業/小売業製造業/小売業製造業/小売業

小売業小売業小売業小売業

理美容業理美容業理美容業理美容業

飲食業飲食業飲食業飲食業

旅行業旅行業旅行業旅行業

その他その他その他その他

ｻｰﾋﾞｽ業ｻｰﾋﾞｽ業ｻｰﾋﾞｽ業ｻｰﾋﾞｽ業

電気工事業電気工事業電気工事業電気工事業


