
水前寺プレミアム付き商品券協議会（水前寺マジチケ）加盟店一覧

水前寺参道商店会
杉養蜂園  水前寺店 【飲食店】
煎匠  そのや 【お土産物】
旨み処  卯乃屋 【飲食店】
南商店 【お土産物】
スーパーウーマンプロジェクト (むぞカフェ ) 【雑貨・その他販売】
レストラン  パーク林 【飲食店】
チェルシー 【古物雑貨販売】
和 Collection 美都 【和服レンタル・販売】
お菓子のおくやま 【お土産物】
冨久屋物産店 【お土産物】
楠本商店 【お土産物】

水前寺観光商栄会
水前寺観光センター 【飲食店】
五郎八（イロハ） 【飲食店】
レストラン  ロアジス 【飲食店】
熊本拉麺  豚美 【飲食店】
CAFE LA PAIX（カフェラペ） 【カフェ】
スズヤ時計店 【時計店】
海老処  太陽 【飲食店】
カラオケパブ 裕子 【飲み処・バー】

水前寺グラウンド通り商栄会
かづら 【飲食店】
ファッションヘアー  KOZAKI 【理美容院】
東寿司 【飲食店】
弁護士法人ふるた法律事務所 【弁護士事務所】
朝日新聞 水前寺販売店 【新聞販売】
三共白蟻株式会社 【白蟻防除業】
スナック  多恋人 【飲み処・バー】
活魚・鮨  郷土料理とらや 【飲食店】
株式会社 静岡塗装組 【塗装防水工事業】
中尾不動産商会 【不動産業】
スーパーストアロッキー水前寺店 【スーパー】
西濱歯科医院 【歯科医院】
ふぐ乃小川 【飲食店】
旅亭松屋本館 suizenji 【宿泊施設】
松屋別館 【宿泊施設】
肥後ダイニングそろ 【飲食店】

国府繁栄会
味の明太子  きくや 【辛子明太・海産物】
らーめん葦善 【飲食店】
有限会社 福徳不動産 【不動産業】
有限会社 田崎染工 【和服加工業】
ツヅキ時計店 【時計・メガネ販売修理】
コーエイ 【飲食店】
サニー水前寺店 【スーパー】

理容室 ルネサンス 【理美容院】
花の香蘭舎 【生花販売】
日本料理はらぐち 【飲食店】

水前寺駅通り商栄会
ぱぶ＆すなっく リール 【飲み処・バー】
美容室 レッド・ドア 【理美容院】
ダイナーロカ 【飲食店】
クルール 【衣料品販売】
ネクスト 【衣料品販売】
CLAN（クラン） 【衣料品販売】
うまかったい 【飲食店】
スマイルホテル水前寺 【宿泊施設】
地魚と旬の味  汐 【飲食店】
さくらフローリスト 【生花販売】
味の小屋 【飲食店】
トータルサロン スプラウト 【理美容院】

競輪場通り商栄会
産交タクシー 【タクシー】
ヘアーサロン  2'ND core 【理美容院】
奥山理容 【理美容院】
ニューウェーブ  スクエア 【理美容院】
フラワーショップ  原口 【生花販売】
株式会社 ビートニックエイティ 【楽器販売】
宮本商店 【飲食店】
なかむらライスショップ 【米・お弁当】
海華 (ハイファ―) 【飲食店】
スナック  浪漫 【飲み処・バー】
熊本カラー現像所 【写真店】
板井硝子本店 【ガラス店】
味千ラーメン  競輪場前店 【飲食店】
お菓子のすぎもと 【菓子販売】
有限会社 みやざき装飾 【室内装飾業】
結喜美容室 【理美容院】
マスターズカフェ 水前寺店 【カフェ】
居酒屋  安兵衛 【飲食店】
居酒屋  祭 【飲食店】
スナックまごころ 【飲み処・バー】
炊き屋 MARU 【飲食店】

出水ふれあい通り出水商栄会
ひげ酒場  とりがある TRIGIRL 【飲食店】
カラオケ  ピポタマス 【飲食店】
学習塾  徳進館 【学習塾】
水前寺東濱屋 【飲食店】
医療法人  古賀歯科医院 【歯科医院】
カフェレストラン  みなみのかぜ 【飲食店】
自然食品店  松本 【食料品販売】

カラオケスナック  麦畑 【飲み処・バー】
林田商店 【雑貨等販売】
岡本商店 【米穀販売】
セブン -イレブン 熊本出水 2丁目店 【コンビニ】
坂本金物店 【建築金物販売】
グリーンショップまつなが 【種苗販売】
ベースボールショップ・ドラフト 【スポーツ用品販売】
キタノ住研 【建築リフォーム】
守本商店 【食料品販売】
水前寺公園ペットクリニック 【動物病院】
井手製菓 【菓子販売】

県庁正門通り繁栄会
有限会社ホリ文具 【文具・事務機販売】
メガネのヨネザワ  本店 【メガネ等販売】
味千ラーメン  本店 【飲食店】
セブン－イレブン 熊本神水 1丁目店 【コンビニ】
県庁前グリーンホテル 【宿泊施設】
和食　満潮 【飲食店】
お仏壇 墓石の千寿 伽羅店 【仏具販売】
水前寺タクシー有限会社 【タクシー】
水前寺羅生門 【飲食店】
美容室 ラ・ボーテ 【理美容院】
くわみず病院 歯科 【歯科医院】

新水前寺にぎわせ隊
ゆう整骨院 【接骨・整骨・整体】
ツインアール 【飲み処・バー】
クインズベイ 【ダンススタジオ】
CONFIANCE 【衣料品販売】
岩元正樹税理士事務所 【税理士事務所】
肉酒場  ドラゴンフライ 【飲食店】
Food Bar M's 【飲み処・バー】
ダンススクールクロスロード 【ダンススタジオ】
三松寿司 【飲食店】
やきとり酒場  ひげ八 【飲み処・バー】
鶏専門焼肉  清乃家 【飲食店】
焼とり  ひげ八 【飲食店】
ファミリーマート JR 新水前寺駅前店 【コンビニ】
一月三日 【飲食店】
焼鳥ダイニング  そら 【飲食店】
カロン水前寺 【サロン】
一代屋本店 【飲食店】
彩 Dining  炭大 【飲食店】
すいぜんじ鍼灸整骨院 【鍼灸整骨院】
KURU CAFÉ - クルカフェ - 【カフェ】
バイクショップ国産軽 【バイクショップ】
からあげ  空 【からあげ・お弁当】
五十三萬石 【飲食店】

※法人等の商業取引にはご使用できません。
※歯科医院は保険適用外の物品等の購入のみご使用できます。その他の店舗も保険適用分は対象外となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により休業となる場合がございます。
※現金、商品券、ビール券、ギフト券、プリペイドカード、切手、印紙、たばこなどへの引き換えはできません。
　また、税金や公共料金のお支払い、年会費や預け金に類するもののお支払いにはご使用できません。
※その他、各店舗でのご使用については、各店舗にご確認ください。

R2.9.18 現在※赤文字は追加になった店舗です。


