
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】
水前寺共済会館グレーシア 【宿泊施設・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】

Y ’ s ガーデン 【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】
スナック Blair（ブレア） 【飲み処・バー】
お茶の新茶園 【飲食品販売】
ひらき家 【飲食店】

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】
やきとり大吉 水前寺店 【飲食店】
スナック K 【飲み処・バー】
まる和美容室 【理美容院】
ドラッグコスモス水前寺駅通店 【ドラッグストア】
菓子工房クーゲルホップ 【菓子販売】

※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。

R2.9.30 現在※赤文字は追加になった店舗です。

https://www.higonavi.net/shop/shop.shtml?s=2568
http://sonoya.net/senbei1.html
http://www.suizenji.net/shop-list/unoya/
http://s-woman-kumamoto.com/
http://www.suizenji.net/shop-list/park-hayashi/
http://www.suizenji.net/shop-list/chelsea/
http://www.wa-collection.jp/
http://www.suizenji.net/shop-list/okuyama/
http://www.suizenji.net/shop-list/fukuya/
http://www.suizenji.net/shop-list/kusumoto/
http://suizenji.jp/
https://retty.me/area/PRE43/ARE142/SUB14201/100000751900/?utm_y_pc_res_title
https://loasis.co.jp/
https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43014402/
http://www.cafelapaix.com/
https://www.navitime.co.jp/poi?spt=00011.080377958
https://www.borutex.jp/taiyo_shop
https://karaokepubhiroko.wixsite.com/home
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-SV7zt_HE21k/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_p_ttl&lsbe=1
https://rubese.net/gurucomi001/?id=4010434
http://www.suizenji-azumazushi.com/
http://www.law-furuta.jp/
https://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=432302307152551920
http://www.sankyoshiroari.co.jp/company.html
https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43013045/
https://www.toraya.tv/
http://www.painting.co.jp/
http://nakao-re.com/
http://www.e-rocky.co.jp/store/map/82.html
http://kcd8020.com/dental/nishihama-shika/
http://www.fugunoogawa.co.jp/
http://www.matsuyahonkan.com/
http://www.matsuyahonkan.com/2/
http://www.matsuyahonkan.com/2/
http://suizenji-kk.com/
https://www.kikuya-mentaiko.com/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-OMdeUCVO8wQ/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://www.kumachin.net/list/fukutoku
http://www.tasakisenko.com/
https://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=434079330500000899
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-kXSFPguasNM/?prop=search&ei=utf-8&q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C&p=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%A4&utm_source=dd_local&sc_e=sydd_lclg_llo_p_ttl&lsbe=1
https://www.seiyu.co.jp/shop/%E3%82%B5%E3%83%8B%E3%83%BC%E6%B0%B4%E5%89%8D%E5%AF%BA%E5%BA%97/#information
https://www.ekiten.jp/shop_2157020/
https://www.fujitv-flower.net/kumamoto/43862801.html
http://www.n-haraguchi.co.jp/
https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43011370/
https://www.navitime.co.jp/poi?spt=00011.080372548
https://mapfan.com/spots/S35WY,J,M20KY
https://loco.yahoo.co.jp/search/?ei=utf-8&rkf=2&property=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%82%AB&p=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%82%AB+%E7%86%8A%E6%9C%AC&fr=dd_glloco&lsbe=1&q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C&areacd=43&chbd=2&sort=-webtopic&sc_e=sydd_lclg_l_t_ctrl_next
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-7UB23ouejBE/?prop=search&ei=utf-8&q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C&p=%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB&utm_source=dd_local&sc_e=sydd_lclg_llo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-i3oANj1uEpY/?prop=search&ei=utf-8&q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%B0%B4%E5%89%8D%E5%AF%BA&p=%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88&utm_source=dd_local&sc_e=sydd_lcl_snm_p_ttl&lsbe=1
https://www.facebook.com/clan.kumamoto
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-BDGI3sSZaaY/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://smile-hotels.com/hotels/show/kumamotosuizenji
https://kumamoto.nasse.com/shop/15062/
https://sakura-florist.hanatown.net/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-Hp9KmIuejBE/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://www.happy-sprout.com/
https://www.ekiten.jp/shop_4052461/
https://www.beauty-park.jp/shop/278230/
https://www.facebook.com/okuyama1058
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-eLzAAmQxUUw/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-m-BqAvsTARw/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
http://www.beatnic80.com/
https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43004315/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-91igazew5fw/
http://www.haihua-k.com/
https://www.facebook.com/pages/%E6%B0%B4%E5%89%8D%E5%AF%BA%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AF%E6%B5%AA%E6%BC%AB/465421006819511
http://kumamotocolor.com/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-w6Ol1DChU6A/
http://www.aji1000.co.jp/shop/%E7%AB%B6%E8%BC%AA%E5%A0%B4%E5%89%8D%E5%BA%97/
https://www.higonavi.net/shop/shop.shtml?s=3292
https://itp.ne.jp/info/437128240500000899/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-hdzK9A8DJVg/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://mastarscafe.com/suizenji/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-0zLlWxtkzrs/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B-%E7%A5%AD-222644794575333/
https://www.snack-guide.com/kumamoto/plan/detail.php?id=10918
https://www.hotpepper.jp/strJ001177141/?vos=evhppxy0010&pog=cr(469715131128)kw(maru)mt(b)dv(c)fi()gi(105625972290)ti(kwd-320600119434)ci(11204232667)&yclid=YSS.1001161896.EAIaIQobChMImP2m9dac7AIVFKqWCh1QvwVzEAAYASAAEgK8VPD_BwE
https://kumamoto.nasse.com/shop/14279/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-KOovifUiQbU/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://www.dandl.co.jp/higashihamaya/
https://doctorsfile.jp/h/97039/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-YmVTwCuPPIM/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g--filaKDbcH-/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://www.navitime.co.jp/poi?spt=00011.080372435
https://www.its-mo.com/detail/DIDX_DKE-5603974/
https://okabei.jp/
https://mapfan.com/spots/SCQY5,1SF,UN7
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-qwiX4Qxa6Lg/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-_2wal1jc25M/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
http://www.bbsdraft.com/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-8Uh83SdS3Bk/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://szpet.jp/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-UUu55Uqlt3g/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://imachika.com/item/5b0aa6d01a4f5d5a18ccd
http://sinchaen.sakura.ne.jp/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-InW2jiuPPIM/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_p_ttl&lsbe=1
http://horibung.com/
https://www.yonezawa-web.co.jp/
http://www.aji1000.co.jp/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M02005/43101/ILSP0000489063_ipclm/
https://greenrichhotels.jp/kenchomae/
http://mancho.jp/
https://www.senjunet.co.jp/
http://hikari-taxi.jp/
https://www.suizenji-rashomon.com/
https://www.bja1963.com/salon/0019.html
https://www.kuwamizu.jp/
https://youseikotu.com/
https://www.snakaranavi.net/shop.php?sno=3268
http://portal.ntn81.jp/lib2/vc.do?id=22876
https://reserva.be/confiance/about
https://www.zeiri4.com/p_kumamoto/a_43100/g_43101/nf_59979/
https://kumamoto.nasse.com/shop/13530/
https://www.facebook.com/Foodbar-Ms%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A0%E3%82%BA-331305660316656/
http://www.ds-crossroad.com/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-lBFCxSynaFs/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://kumamoto.nasse.com/shop/6427/menu-5/
https://kumamoto.nasse.com/shop/15445/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-exT7rXUaJVY/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-5iLnTSdgSB6/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://www.facebook.com/pages/category/Interest/%E4%B8%B2%E7%84%BC%E3%81%8D-%E4%B8%80%E6%9C%88%E4%B8%89%E6%97%A5-1618130848465899/
https://kumamoto.nasse.com/shop/12570/
https://www.kalon-suizenji.com/about.html
https://retty.me/area/PRE43/ARE142/SUB14201/100000656532/
http://dining-sumihiro.com/
https://fukaroncha.wixsite.com/mysite
https://www.kumamoto-kurucafe.com/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-aOFuEsMnDYs/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-kecSpEbJVa-/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_s_t_ctrl_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-Xi-3ccwj9ks/?prop=search&ei=utf-8&q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C&p=%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E8%90%AC&utm_source=dd_local&sc_e=sydd_lclg_llo_p_ttl&lsbe=1
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