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永田・吉田・志戸子・一湊 エバーブルー屋久島 宮之浦石油 ガソリンスタンド

岩川商店 つり具の岩川 ナカガワスポーツ

宮司商店 中華料理　龍鳳 Ａコープ宮之浦店

マルハチ商店 (有)岡村　ひまわりのお家 民宿まんてん

マリンブルー屋久島 スナック和 (有)内田石油

café Sea&Sun 光清掃社 中島タタミ店

屋久の子の家 Restaurant＆WineBar ヒトメクリ 笹寿し 明源しの

かねなか商店 ライフセンターヤクデン 四季亭

林石油 わいわいらんど 隠れ家

丸勝水産 和食の海舟 麺屋 琉誠

(有)肥後商店 楓庵 やまがら屋

平海製菓 鮨　若潮 楠川・椨川

宮之浦 屋久島電化 老舗恵命堂

レストラン グリーングラス 一心堂時計店 ケーエムオート

美容室はいから ルージュ 屋久島山福農園

おしゃれの店　みなみ 鉄板お好み焼き こもれび 茶屋じょんこう

荒田石油 柴民芸品店 さくら

Kitchen HUB 波の華 島のかおりラボ やわら香

シェリーココ 文昌堂 ムラカミウッドワークス

中島モータース 屋久島観光センター café HI7TA - ひなた -

お食事処 樹 Restaurant&Caffe 屋久島 ART&COFFEE SUN SUN YAKUSHIMA

大衆割烹　漁火 やくすぎ屋 長峰・小瀬田

ハッピ－美容室 馬場製菓(宮之浦港ターミナル内) 屋久島新生社印刷

藤村自動車 辻商店 寺田商店

喫茶･居酒屋 小花 塚田鮮魚 SOMES 屋久島店

寺田電化サービス gecko Catch the Beer

田村玩具店 ローズテーラー ほぐしやネネ

電化のマツダ 屋久島ツアーLeaf ドラッグストアモリ　屋久島店

スナック愛 たぬき イルマーレ

地魚料理 若大将 レストラン パノラマ 屋久島八万寿茶園

お食事処 潮騒 居酒屋 えひも アクア　カフェ

屋久島ふるさと市場 ariga-to ぷかり堂

はかりや自動車 コミュニティプラザ やくしま館 縄文の宿　まんてん

OZ（オズ） NANGOKU 宮之浦店 屋久島ガイド協会　ビジターセンター

ヤクニク屋（89298.com） ほっともっと屋久島店 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾄﾞﾗｯｸﾞコスモス 屋久島店

THE HOTEL YAKUSHIMA 香蘭美容室 カレー茶房 ハイビスカス

恵比寿大黒 とし 椿商店 ル・ガジュマル

丸高水産 Yakushima Kitchen エアポート屋久島 空港売店

クラウン衣料 カラオケパブ　バンビ priere

南国自動車整備工場 居酒屋 絆 ドラッグイレブン

E The café がん太 新月堂

「まちなかチケット」取扱店一覧（北部 1/1）

【 令和３年11月15日時点 】



永久保・船行 きらんくや 麺屋 りんたろう

くらしの店　ながくぼ ウッドショップ木心里 とも〇水産

PASTA　SLOW 屋久島石油 Plant-based Café&Act ne-

屋久島衛生社 お食事処 喜来里 種子島・屋久島交通(株)（窓口のみ）

松田商店 切通釣具店 有限会社　合同

雪苔屋 接骨院＆素泊りHomie 古民家レストラン 屋久鹿ジビエ王国

松峯・安房・春牧・平野 しいば 屋久鹿ジビエ王国 加工センター

やくしまロースター 屋久どん 高平・麦生

屋久杉老舗　武田館 おしゃれ美容院 岩田屋

YAKUSHIMA BLESS 安永丸 屋久島ヴィータキッチン

田中商店 和茶灯 屋久島ジェラート そらうみ

泊酒店 焼肉 れんが屋 カフェ　デイビス

はるた屋 オーダーメイドケーキ工房 noko ボタニカルリサーチパーク

シゲル自動車 山岳太郎ショップ 栄屋商店

カラオケスナック べにばら 馬場製菓(安房港ターミナル内) 屋久島六角堂

かたぎりさん コンビニロッジ森のきらめき VIVA

スキヤ洋服店 こしばラーメン HONU

こうま玩具店 くんせい屋　けい水産 ALASKA DONUTS & HOTEL

よいごころ レストラン かもがわ 原

お食事処 万福 散歩亭 安藤自動車整備工場

居酒屋　屋久杉 よろん坂 ノマドカフェ

八重岳食堂 屋久杉　縄文 井尻商店

Ambar HIRANO WRAPS 屋久島オリオン

スナック喫茶 ふれあい tama café Vegan Factory

お食事の店 のどか 屋久島トラック(有) 安房SS つむコロキッチン

珈琲BOSSA 屋久島トラック(有) 整備工場 食彩なからせ

sun gun burger 飛魚の店　ささき屋 Salon Kei

本坊酒造(株)　屋久島伝承蔵 YOUSHOP南国 尾之間

日高回漕店 いけがめ薬品 パン・ド・シュクル

寿し　いその香り ワイナック 屋久島野外活動総合センター 平内電器商会

フォトテック Salon du keyroom やくしま果鈴

Warung Karang 野崎タタミ店 日高石油店

Smiley カラオケラウンジ Link サロン湯の峯

岩川米穀酒店 カフェのら ペイタ

nico カードックMATSUMOTO 馬場製菓(JR九州ホテル屋久島内)

泊書店 ヒロベ－カリ－ 食事処 味徳

鮨居酒屋やしま レストラン　サンパウロ 屋久島Thank You食堂

杉匠 やまびこミート JRホテル屋久島

茶屋　 まるゆう商店 Aコープ尾之間店

おうちごはんオアシス 地元料理 あわほ (有)新里自動車整備工場

ヘアーサロン　FAKE Aコープ安房店 リバージュ

うりずん窯 (有)有水製材所

「まちなかチケット」取扱店一覧（南部 1/2）

【 令和３年11月15日時点 】



小島・平内・湯泊

パソコンあらい

渡辺商店

SOLMU

鬼塚農園

CPPサイトウ

お食事処 はちまん

naa yuu café

珈琲シーサーシーサー

岩山自動車工業

中木原商店

At Pesca

中間・栗生

つわの花

屋久島ふれあい食品

手打ちそば 松竹

風林堂薬局

月野商店

大迫商店

(有)山下商店

CAFÉ LA PONTO

「まちなかチケット」取扱店一覧（南部 2/2）

【 令和３年11月15日時点 】


