
　仙崎地区 LaLaフラン ロイヤルスナック　シャレード 光田写真館 　三隅地区

art ・ centtier リトルマーメイド　フジ長門店 酒遊膳　結城 土産センター 農事組合法人アグリ中央

リストランテ　アンジェラ ㈲ルモンド ジューソウ　堀野商事㈲ みわ美容院 ㈲安藤石油

いけなが事務機㈲ ㈲ロック 新日本観光交通㈱ 村岡湖月堂 ㈱いさ路

いずせい本店 　深川地区 末広佛壇店 むらき塗装 いりえ時計写真店

いそう庵 トータルビューティサロン　アイシス 椙谷仏具店 眼鏡市場 長門店 川上土木㈱

上田電気商会 あきさと電器 ㈱鈴木印刷事務機 もぐら 海鮮村 北長門

エディオン仙崎店 秋田不動産 スズキカーステーション長門 モードすぎはら バイキングビレッジ 北長門

江戸屋 味平 スタート美容室 ※7 守田モータース㈲ くすりのトマト

大隅石油㈱ スナック　蟻巣 スナック遊遊 山田天山堂 ㈱サンデンキ

越智印刷所 ㈲安全ガラス長門 すみれ代行 山野精肉店 しのはら商会

青海島観光汽船㈱ イエローハット長門東深川店 セゾンスイズ（南口店） 山本尚実堂印店 千銀蒲鉾㈱

木村聖文堂 居酒屋　五鉄 ㈱大工燃料工業所 ㈲有誠社印刷所 ㈲辻野文華堂

和食処　㐂楽 居酒屋　はるか カフェレストラン３６０（大正館内） ゆめマート　板持 長澤工務店㈱

シティ薬局 men's lady's shop Izumi 太陽フィットネスクラブ長門 養老乃瀧長門店 ビューティ　コバヤシ

㈱セブンリフォーム パーマハウス　いわの だいにんぐ橙 吉亀旅館 フクダ商会

㈲仙崎海産 和洋レストラン うめや ダスキンシマムラ 吉富ガラス店 ㈲みすみ薬局

㈲大小早川商店 ㈱Aコープながと ビーチサイドレストラン　只の浜 お食事処　よし松 地酒のみやた

高橋機工㈱長門営業所 エディオン長門店 おひさまの通り道　だて ㈲吉松畳店 エディオン村田デンキ

虎屋製菓 串かつ癒酒屋　えみもり ㈱ダテワークス ラウンジ　暖 森永水道㈱

トーコーハウス長門　㈱ジオパワーシステム 大賀電器 炭火やきとり　田中家 ラウンジ ピュア 　日置地区

長門山電タクシー㈲ 大阪屋 ㈱田辺モータース Re:GRACE by SUIZU Barber & Beauty ㈲いいだ住宅設備

㈲長門電気工業所 おきたリフォーム 谷川工務店 ルーム ㈲石本工務店

㈱中原組 オートサロン　エポック ㈱田村ビルズ レオ・アニマルクリニック 大津醤油㈱

㈱ニューオート工業 海鮮炭　大地 焼とりや ちくぜん総本店 ワダ薬局 カーアシスト長門㈱

西本作業用品 めがねの開眼堂 ベビー 子供服　レディース　チロル 　湯本地区 ㈱シンラテック

林建装 カットスタジオ・ドルチェ 東京靴流通センター長門店 荒川食品 長谷工務店

日出男商会 焼鳥居酒屋　食事処　亀亀 東京西川チェーン　ひろ布 ※8 湧喜屋 かわもと ふるさと工房　風の家

ふく福 亀八　焼き鳥・居酒屋　 とうどうデンキ長門店 HMI湯本観光ホテル西京 　油谷地区

FUTAGO café 亀レオン ナカケン㈱ ㈱大谷山荘 東自動車商会

㈱古田工務店 ヘア＆ビューティーサロン ＣＡＲＵＤＡＮ 長門機工㈱ 兼田酒店 味勝手 ありさわ

※1 ㈲松浦商店 河田果物店 ※6 ㈲長門アグリスト（恵工房） ㈱河野建工 大谷時計カメラ店

㈲まるよ食品 ㈲河野デザイン 長門キヨスク 玉仙閣 ㈲キハラ

ゆめマート 南仙崎 Keys ㈱長門時事新聞社 田原陶兵衛工房 クスリ岩崎チェーン　人丸店

ミスミ電機 喫茶ぴいまん 長門自動車学校 湯本ハイランドホテルふじ 啓文堂

※2 大和蒲鉾㈱ 旬彩ダイニング 金の鈴 長門ステーションホテル 原田屋旅館 コメリハード＆グリーン油谷店

よしおか本店 ㈲くいどうらく ながと本陣 ホテル長門はらだ 境石油店　人丸給油所

よしず薬局 国近商店駅前店 長門メガネセンター パンころりん ㈲田村石油店

お弁当　ランチデリ　涼風亭 久保田造園 ㈱流田材木店 深川ゴルフセンター とうどうデンキ油谷店

わたやの里 熊野商店 ホームプラザナフコ長門店 ※9 山村別館 中村土木㈱

喫茶ワンスモア グラン・ジュテ ノエビア長門第１販社 湯本温泉旅館協同組合 にしじま家電ネットワーク

センザキッチン クスリ岩崎チェーン　長門店 ㈲萩事務機センター 吉冨幸進堂 ㈲波多野自動車

センザキッチン（直売所） ※5 オートショップ COZY はしもと寿司 　俵山地区 人丸タクシー㈱

仙崎本丸 ㈱コープ葬祭長門店 橋本塗装 いでゆ食堂 ファミリーショップしみず

TAKADA COFFEE コスメ  チャーム ㈲長谷川山陽堂 泉屋旅館 福本電器

焼とりや ちくぜん ｾﾝｻﾞｷｯﾁﾝ店 コメリハード＆グリーン長門店 パブリックハウス　サテライト１０２ エレショップ なかはら ペパーミント

ひものや食堂　ひだまり ㈲コンドー文具 和風料理　花膳 保養旅館　京家 ホームプラザナフコ油谷店

四代目大小 清水石油㈱長門給油所 美容室 巴里娘 たまや旅館 三浦塗装

ララベーカリー シミュレーションゴルフGOSPA フェリーチェ ※10 ㈲俵屋 室本石油店

フジ長門店内 佐伯モータース ㈲ふくや貸衣裳店 チェリー美容室 モトナガデンキ

※3 フジ長門店 味の実　ざくろ ㈲藤房商店 松屋旅館 ㈲安田建材

あんふぁん さつき 藤光海風堂 ※11 明治屋旅館 ㈱油谷住建

㈲今浦仏具店 フジ長門店 スナック沢 ポテトめガネ 俵山温泉　山口屋別館 油谷湾温泉ホテル楊貴館

ブティック　ジュネス さわやどり。 ㈲マシヤマ印刷 ※12 俵山温泉　白猿の湯

㈲深川時計店 さんはうす ㈲太陽商会 ㈲マツオカ ※12 俵山温泉　町の湯

㈲クスリのホシ 重原美容院 松岡電器

※4 ㈲グリーンスポーツ長門店 しのはら美容室 ㈲松永表具店

みなとや カクテル・バー　シャトー みうら　七輪焼

㈱ヤマダ電機T長門店 暮しの衣料　みさか

上記の他、店頭に取扱店ステッカーのある店舗・事業所でご利用出来ます
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