
MINAコイン加盟店一覧(2023年2月28日時点)

※赤文字の店舗は新規加盟店です。 ※2023年2月28日現在

№ 町名 ジャンル 店舗名 店舗電話番号 店舗住所 主な取扱商品・サービス

1 深江町 イロドリココロ 0957-72-5898 南島原市深江町丁4621-2　風びより内 カフェ

2 入江製菓舗 0957-72-2242 南島原市深江町丁3671 和洋菓子

3 ガトーフリアン 0957-72-3009 南島原市深江町丙1926-17 洋菓子販売・喫茶

4 和食味どころ　海幸 0957-72-5211 南島原市深江町甲32 天ぷら、定食等の飲食提供

5 居酒屋　此処さ寄 0957-72-5537 南島原市深江町丙498 やきとり、揚げ物、酒類

6 正健 0957-65-1140 南島原市深江町丙265 弁当、オードブル、お茶

7 居酒屋　澄蔵 0957-72-7098 南島原市深江町丙262-1 居酒屋

8 千里食堂 0957-72-5596 南島原市深江町瀬野丁5619 飲食提供

9 吉田菓子店 0957-72-2160 南島原市深江町丙79 菓子製造販売

10 アパレルよしおか 0957-72-2014 南島原市深江町丙667 総合衣料（婦人服、紳士服、寝具、学生衣料、靴）

11 荒木電器 0957-72-2613 南島原市深江町乙965 電気工事、製品販売

12 健康堂薬局 0957-72-5979 南島原市深江町丁2381-2 調剤薬局

13 くすりの新生堂　国道店 0957-72-3534 南島原市深江町丙381-1 医薬品等販売

14 魚や活よし 0957-61-1960 南島原市深江町丙386 鮮魚卸販売

15 しきしま蒲鉾 0957-72-2142 南島原市深江町甲127-1 豆腐蒲鉾

16 諏訪電器商会 0957-72-3827 南島原市深江町丁4607-5 家電小売

17 セブン-イレブン南島原深江店 0957-72-5877 南島原市深江町丁1985-2 コンビニ

18 セブン-イレブン南島原大野木場店 0957-72-7311 南島原市深江町丁7713-28 コンビニ

19 第一薬局深江店 0957-72-6080 南島原市深江町城ノ谷丙623-4 調剤薬局

20 浜勝ストア 0957-72-2131 南島原市深江町丙83 生鮮食料品小売業

21 花工房　彩花 0957-65-1622 南島原市深江町丙381-2 生花販売・小売

22 深江町特産物直売所 0957-72-3811 南島原市深江町丁6023番地 野菜・果物等の販売

23 深江町漁業協同組合 0957-72-2005 南島原市深江町丙131 魚類販売

24 プラザながいけ 0957-72-2021 南島原市深江町丁2382 衣料品・寝具・インテリア販売

25 有限会社まるけん 0957-72-5300 南島原市深江町丙385-1 スーパー

26 時計・メガネ・宝石・補聴器　ミズタ 0957-72-2378 南島原市深江町丙248-5 時計・メガネ・宝石・補聴器の販売

27 めんの山一直売店「麺匠の里」 0957-65-1331 南島原市深江町丁4615-2 麺類全般

28 吉永米穀店 0957-72-2008 南島原市深江町丙690 食品販売

29 エステティックサロン　アン・レーヴ 0957-72-3288 南島原市深江町丁4621-1　風ひよりD棟 技術・化粧品

30 服美人　うえだクリーニング 0957-72-6602 南島原市深江町甲164-1 クリーニング

31 カーサ・ペルラ 090-7981-7711 南島原市深江町丁2610-3 髪とからだの美容室

32 かしもと美容室 0957-72-4405 南島原市深江町丁3159-2 美容

33 合資会社岸本石油店 0957-72-2047 南島原市深江町丙92-1 ガソリン他販売

34 白洋社深江店 0957-72-7613 南島原市深江町399-3 クリーニング

35 ビューティーサロンひまわり 0957-72-6181 南島原市深江町丁876-1 理容業

36 普壮㈱ルート57深江町SS 0957-72-6338 南島原市深江町戊3079-1 ガソリンスタンド

37 ザ・マーキーズ 0957-72-2031 南島原市深江町丙760 飲食業

38 メナードフェイシャルサロン南島原深江店 0957-60-4561 南島原市深江町丙401-1 エステサロン

39 美容室ユミ 0957-72-3508 南島原市深江町丁2226-2 美容室

40 泊まる・遊ぶ 雲仙みかどホテル 0957-72-5420 南島原市深江町甲5292-2 宿泊

41 布津町 伊藤祐生堂 0957-72-2301 南島原市布津町乙1563 カステラ等和菓子

42 髙木屋 0957-72-2308 南島原市布津町乙484 パン、菓子製造販売

43 鶏の白石 0957-72-3369 南島原市布津町乙1481-1 唐揚等飲食提供

44 まつみね食堂 0957-72-2900 南島原市布津町甲154-1 回転焼、タピオカ

45 株式会社マルヨシ 0957-72-2632 南島原市布津町甲800-1 乳製品の販売

46 食事処　奴 0957-72-6077 南島原市布津町乙1986-1 ランチ・定食・宴会等

47 かふぇ　やまとうみ 070-1065-8411 南島原市布津町甲1174 飲食

48 レオンハート 090-2963-6404 南島原市布津町乙2100-45 カレー、パンケーキ

49 料理屋　和さ季 0957-72-7366 南島原市布津町甲14-3 居酒屋

50 買う 健康堂薬局ふつ店 0957-61-0388 南島原市布津町乙1454-8 調剤薬局

51 草栁自動車整備工場 0957-72-2612 南島原市布津町乙2096-1 自動車整備、販売

52 酒のパワーズ　布津店 0957-65-1005 南島原市布津町乙1457-2 酒、米、飲料、ギフト

53 薄田精肉店 0957-72-6980 南島原市布津町乙1454-7 食肉販売

54 株式会社田中ボデー工業 0957-72-2617 南島原市布津町甲12番地5 自動車販売、整備、板金

55 ザ・ダイソー六鳴館 0957-72-6226 南島原市布津町乙1995番地 100円ショップ

56 漬物の里ふるさと館 0957-72-5821 南島原市布津町乙2056-1 漬物類の販売

57 長崎県島原手延そうめん振興会 0957-73-9570 南島原市布津町丙825-1 そうめん販売

58 ナナイロ 080-6402-1628 南島原市布津町丙807-3 雑貨

59 本多兄弟商会 0957-72-4317 南島原市布津町甲706-2 手延そうめん、手延うどん、手延ラーメン

60 my own way 080-5254-9607 南島原市布津町丙1644-3 バイク塗装

61 都自動車整備工場 0957-72-6124 南島原市布津町丙1743-1 車整備

62 ザ・フレッシュ六鳴館本店 0957-72-6226 南島原市布津町乙1995番地 スーパー

63 Yショップ八重坂店 0957-61-1200 南島原市布津町丙1045 コンビニ

食べる
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64 布津町 明島整形外科医院 0957-72-2023 南島原市布津町乙1859-2 整形外科

65 カキモト印刷 0957-72-5830 南島原市布津町甲1246-5 一般印刷

66 川村建築 080-1747-2695 南島原市布津町乙332-4 リフォーム

67 ネトゥール＊ヘアー 0957-72-3737 南島原市布津町甲564-1 カット、カラーリング、パーマ施術

68 三潮タクシー布津 0957-72-2209 南島原市布津町乙1571-10 タクシー

69 南島原クリニック 0957-65-1077 南島原市布津町乙1454-1 医療・介護・福祉

70 La　Vierie 0957-72-7676 南島原市布津町乙2100-19 美容

71 有家町 石橋雲仙堂 0957-82-2167 南島原市有家町久保43-7 菓子製造販売

72 食事処　恵美福 0957-82-3192 南島原市有家町山川349-1 飲食店

73 かあちゃん寿司 0957-82-2287 南島原市有家町中須川224 和食

74 Galletto 0957-82-4480 南島原市有家町山川133-2 パスタ・ピザ　飲食店

75 串っくす 0957-82-0556 南島原市有家町山川133-2 串揚げ

76 居酒屋こんね 070-2384-2525 南島原市有家町小川328-4 居酒屋

77 上海 0957-82-5537 南島原市有家町山川109-3 中華料理

78 ジョイフル長崎有家店 0957-65-2100 南島原市有家町山川317 飲食店

79 須崎屋 0957-82-2855 南島原市有家町山川1200 カステラ

80 焼肉髙木有家店 0957-82-3787 南島原市有家町山川138-2 焼肉等飲食提供

81 宝屋菓子舗 0957-82-2508 南島原市有家町石田245-2 饅頭、餅、和菓子等

82 お食事処ちどり 0957-82-3055 南島原市有家町大苑17-7 めん類、定食等飲食提供

83 のうち製麺直売所　大八屋 0957-82-8603 南島原市有家町山川454 手延麺・お菓子類

84 ビッグママ 0957-82-4124 南島原市有家町石田8-34 ファストフード

85 福まん家Aコープありえ店 080-9240-4275 南島原市有家町山川135-1 唐揚げと弁当

86 カレーレストランプラサード 0957-60-4213 南島原市有家町蒲河586-4 本格インド料理等提供

87 ベーカリーショップhuit 0957-82-0887 南島原市有家町中須川219-1 パン、タピオカ提供

88 屋台道場マルキチ 0957-82-4124 南島原市有家町石田8番地34 居酒屋

89 みき寿司 0957-82-2528 南島原市有家町久保54-1 和食

90 ミスタードーナツ有家ショップ 0957-65-2025 南島原市有家町山川136-17 ドーナツ・ドリンク・軽食の提供

91 mini Bears 0957-82-8810 南島原市有家町山川1288-3 ケータリング

92 創作料理　優花 0957-82-2696 南島原市有家町中須川402-2 飲食提供

93 若竹丸　有家店 0957-82-6039 南島原市有家町小川343-1 寿司屋

94 くっちゃべ処　和が家 0957-82-6050 南島原市有家町山川66-1 飲食

95 有家町 買う Avanti 0957-82-0036 南島原市有家町山川135-1　イオン有家店内 婦人服、雑貨小売り

96 イオン有家店 0957-65-2300 南島原市有家町山川135-1 食料品・衣料品・生活用品等

97 池田製麺工場 0957-82-4494 南島原市有家町蒲河27 素麺、うどん、中華麺、パスタ

98 株式会社上村製麺 0957-82-3063 南島原市有家町小川818 製麺販売

99 Aコープありえ 0957-82-6300 南島原市有家町山川135-1 スーパーマーケット

100 花樹園有家店 0957-82-6055 南島原市有家町山川135-1 花屋

101 亀山薬局　本店 0957-82-2031 南島原市有家町久保43 医療薬品販売

102 亀山薬局　白崎店 0957-65-2525 南島原市有家町山川351-3 医療薬品販売

103 喜代屋　本店 0957-82-2054 南島原市有家町山川1122 みそ・しょうゆ・もろみ

104 株式会社隈部商会 0957-82-8810 南島原市有家町山川1288-3 自動車整備

105 健康堂薬局ありえ店 0957-82-0130 南島原市有家町蒲河字坂口416-2 調剤薬局

106 ドラッグ新生堂　有家店 0957-76-8170 南島原市有家町山川369-1 医薬品等販売

107 ドラッグストアモリ　有家店 0957-61-1181 南島原市有家町小川字上東874番1 医療品等販売

108 スポーツショップ　ナンスポ 0957-82-3963 南島原市有家町中須川220-1 スポーツ用品

109 セブンイレブン南島原有家店 0957-82-0739 南島原市有家町山川323-1 コンビニ、接客

110 田出オート 0957-82-0582 南島原市有家町大苑630-1 自動車販売、整備、修理

111 TSUTAYAココアドバンス有家店 0957-82-1588 南島原市有家町小川850 書籍類販売

112 ナカムラオート 0957-82-4369 南島原市有家町蒲河2586-1 自動車整備、販売

113 有限会社長池屋 0957-82-3005 南島原市有家町中須川7番地 呉服、家具、学生服他

114 長崎そうめん末永 0957-82-8643 南島原市有家町小川497 手延べ麺

115 長崎麺房 0957-82-1107 南島原市有家町中須川305-1 素麺、うどん販売

116 農家民宿おむすび　どぶろく工房 0957-82-0107 南島原市有家町中須川465 どぶろく、ヒマワリオイル、オイル加工品

117 有限会社野村屋 0957-82-8607 南島原市有家町蒲河28 そうめん、うどん、そば

118 株式会社はなぶさ 090-5386-4659 南島原市有家町尾上2286 生ギョーザ、農産物

119 林田米穀店 0957-82-2142 南島原市有家町久保45 米穀小売、ガス販売

120 ビビドホーム 0957-82-2297 南島原市有家町蒲河427-1 釣り具、金物、住宅設備機器

121 ブティックビザビ 0957-82-6063 南島原市有家町山川112番地 婦人服販売

122 フレンドリーさとう 0957-82-2180 南島原市有家町久保26-3 食料品

123 株式会社普賢 0957-82-5378 南島原市有家町原尾2967-2 そうめん類販売

124 ふるさと企画 0957-82-8796 南島原市有家町原尾2997-4 ギフト全般

125 麺商ふるせ 0957-82-2394 南島原市有家町蒲河341 麺類等販売
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126 有家町 買う ボンパティ有家ツインプラザ店 0957-82-2948 南島原市有家町山川135-1 菓子販売

127 有限会社マルカ醤油本店 0957-82-2041 南島原市有家町久保383 味噌、醤油

128 三ツ池かまぼこ店 0957-82-2003 南島原市有家町久保40番地3 かまぼこ・調理済冷凍食品

129 森永材木店 0957-82-2471 南島原市有家町山川1224 木工製品

130 山口自動車整備工場 0957-82-5926 南島原市有家町尾上3129-2 自動車整備業

131 合資会社ヤマコメ醸造 0957-82-2016 南島原市有家町中須川9-1 味噌しょうゆ製造

132 合資会社有正舎 0957-82-2006 南島原市有家町山川1192番地 印刷

133 はねぎ搾りの酒蔵　吉田屋 0957-82-2032 南島原市有家町山川785 清酒・甘酒

134 アダチ畳ふすま店 0957-82-3366 南島原市有家町久保78 畳、ふすま、網戸、障子他

135 ありえ整骨院 0957-82-8086 南島原市有家町山川167-3 整骨院

136 有家タクシー 0957-82-2001 南島原市有家町中須川155-1 タクシー

137 畳工房あだち 090-9654-2960 南島原市有家町大苑1580-3 畳製造、ふすま、障子、網戸張替

138 井村理容院 0957-82-3154 南島原市有家町中須川72-1 理容業

139 桐山クリーニング店 0957-82-3083 南島原市有家町山川1387-4 クリーニング業

140 古賀写真館 0957-82-2402 南島原市有家町久保12 写真撮影

141 新有家給油所 0957-82-1100 南島原市有家町山川356番地 ガソリン、灯油、洗車、タイヤ、オイル

142 株式会社景 0957-76-8880 南島原市有家町原尾2887 住宅

143 白石装飾 090-4351-4783 南島原市有家町原尾2045-3 壁紙・カーテン

144 専念寺 0957-82-2008 南島原市有家町山川744-2 仏事

145 有限会社高柳レクラメイション原尾SS 0957-82-4711 南島原市有家町原尾2990 ガソリンスタンド

146 白洋社堂崎店 0957-82-2861 南島原市有家町石田8-19 クリーニング

147 リトル白洋社 0957-82-6011 南島原市有家町山川135-1 クリーニング

148 白洋社本店 0957-82-2432 南島原市有家町蒲河346-1 クリーニング

149 ㈱原田商店　有家給油所 0957-82-2566 南島原市有家町山川66 ガソリン・灯油・タイヤ・オイル

150 ヘアーサロンさとう 0957-82-5776 南島原市有家町中須川159-2 理容業

151 平成観光　本社営業所 0957-82-1011 南島原市有家町中須川304-1 タクシー

152 合資会社松尾印刷所 0957-82-2206 南島原市有家町久保1番地2 名刺、はがき、印刷物提供

153 マルキ理容院 0957-82-3236 南島原市有家町原尾591-1 理容業

154 暮らす 有限会社　宮崎車体 0957-82-3317 南島原市有家町原尾629 自動車板金・塗装

155 泊まる・遊ぶ 松尾観光梨園 0957-82-5216 南島原市有家町尾上4031 梨狩り体験・梨販売

156 山口梨園 0957-82-2788 南島原市有家町尾上3220 梨狩り、梨販売

157 西有家町 お好み焼　まつりや 0957-82-8935 南島原市西有家町須川1699-3 お好み焼等の飲食提供、テイクアウト

158 旬菜鮮　たつみ 0957-61-1451 南島原市西有家町須川1238 居酒屋

159 食事処、居酒屋、新板屋 0957-82-2115 南島原市西有家町須川349-3 ちゃんぽん等飲食提供

160 甚五郎寿し 0957-82-8445 南島原市西有家町須川1723-1 和食・寿司・割烹

161 ろばた大漁 0957-82-2944 南島原市西有家町須川3217-11 魚、刺身、焼き鳥

162 トリトン 090-9793-9103 南島原市西有家町龍石788 やきとり

163 なばやま茶屋　ひかり 090-3325-6912 南島原市西有家町見岳3303番地 カキ氷

164 居心地ひでまる 0957-82-5611 南島原市西有家町須川3220-8 飲食

165 ホット　スポット　シーク 0957-82-2156 南島原市西有家町須川347 スナック・ラウンジ・バー

166 本多製麺本店 0957-82-2451 南島原市西有家町須川74 そうめん、パスタ

167 松本製菓舗 0957-82-2094 南島原市西有家町須川1700 和洋菓子

168 炉端　大和 0957-82-0079 南島原市西有家町須川1660 串焼、刺身

169 スナック　ローズマリー 0957-82-6639 南島原市西有家町須川3220-8 スナック

170 買う 入江商店 0957-82-0307 南島原市西有家町須川1653-3 手延べそうめん

171 内田蒲鉾店 0957-82-2114 南島原市西有家町里坊2050 蒲鉾、揚げたてコロッケ

172 株式会社カジワラ自動車 0957-82-2446 南島原市西有家町里坊326-2 自動車整備・販売

173 Kakkon Café 0957-61-1522 南島原市西有家町須川1666-3 飲食提供

174 亀山薬局　並木通り店 0957-61-1393 南島原市西有家町須川1666-3　亀山ビル2F 医療薬品販売

175 川上製麺 0957-82-3508 南島原市西有家町須川136-1 手延べ素麺、うどん、中華麺等

176 株式会社川﨑 0957-82-3339 南島原市西有家町須川141-2 素麺

177 クレア 0957-82-6111 南島原市西有家町里坊50番地1 食料品、雑貨

178 株式会社こじま　売店 0957-82-1102 南島原市西有家町里坊2077-1 手延べ素麺、皿うどん、ちゃんぽん

179 小林甚　直売店 0957-82-2224 南島原市西有家町須川388 手延べ素麺、ちゃんぽん、ラーメン

180 佐藤青果店 0957-82-2129 南島原市西有家町須川1226-5 食料品、野菜、果物、盛篭

181 株式会社佐藤製材所 0957-82-2133 南島原市西有家町須川1100番地73 木材製品、新建材

182 髙光屋 0957-82-6201 南島原市西有家町里坊50-1 靴小売業

183 髙橋謙作製麺 0957-82-2413 南島原市西有家町須川582 手延素麺

184 髙橋製麺所 0957-82-8235 南島原市西有家町須川139-1 そうめん販売

185 ナカムラ美楽 0957-82-2118 南島原市西有家町里坊50-1 婦人服、化粧品

186 有限会社ナカミチ 0957-76-8686 南島原市西有家町里坊50-1 家電販売

187 有限会社ナガハシ 0957-82-8267 南島原市西有家町見岳1907 椎茸販売

暮らす

食べる
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188 西有家町 買う 中村輪業 0957-82-2714 南島原市西有家町須川280-26 自転車製造、販売

189 長崎県食品販売株式会社 0957-82-3627 南島原市西有家町須川132 そうめん等販売

190 浜松呉服店 0957-82-2153 南島原市西有家町里坊50-1 総合衣料

191 パピオイザキ 0957-82-2475 南島原市西有家町須川593番地 家電修理・販売その他

192 ホンダ印房 0957-82-2425 南島原市西有家町須川350-11 印章小売

193 本多電化社 0957-82-2316 南島原市西有家町須川691 家電販売、電気工事

194 有限会社ミドリ薬局 0957-82-4894 南島原市西有家町里坊117-2 調剤薬局

195 むらお商店 0957-82-2345 南島原市西有家町須川362 コンビニ

196 芳賀電機商会 0957-82-8714 南島原市西有家町龍石793 家電品

197 吉田末吉商店 0957-82-2125 南島原市西有家町須川325 衣料品、制服、盆提灯、雑貨、呉服

198 有限会社伊﨑製材所 0957-82-3344 南島原市西有家町須川245 木材・新建材

199 株式会社　和匠建 0957-82-5003 南島原市西有家町須川733 住宅リフォーム他

200 ヘアーサロンカムハウス 0957-82-1515 南島原市西有家町須川3207-13 美容室

201 有限会社サンクリーン住吉　本店 0957-82-0526 南島原市西有家町須川3209-18 清掃業

202 さとう写真館 0957-82-2311 南島原市西有家町須川3209-17 学校アルバム、婚礼

203 株式会社シロタニ 0957-82-8415 南島原市西有家町須川131-5 家具建具製作（張替）

204 城川建築 0957-82-8053 南島原市西有家町長野5088-2 建築

205 瀬川畳店 090-5022-4971 南島原市西有家町龍石5945-1 畳小売

206 セルフピラニア 0957-82-1007 南島原市西有家町須川491-1 ガソリン・灯油・軽油・A重油・合鍵作成・洗車・オイル・タイヤ交換等

207 有限会社善徳丸商店 0957-82-2498 南島原市西有家町須川1230-1 建築資材、福祉用具

208 中村機械工作所 0957-82-2179 南島原市西有家町須川13-3 金属加工業

209 有限会社中村建工 0957-82-5453 南島原市西有家町里坊141-4 建設・リフォーム

210 ハウビング中村 0957-82-8355 南島原市西有家町須川10-1 LPガス、住設機器

211 ㈱原田商店　西有家給油所 0957-82-2244 南島原市西有家町須川1700-10 ガソリン・灯油・洗車・タイヤ・オイル

212 パワーパートナー 0957-60-4771 南島原市西有家町須川1583-1AKOヒルズＤ号 トレーニングジム＆ケアサロン

213 ヘアーアトリエBeans 0957-82-1810 南島原市西有家町龍石6100-5 理容業

214 三潮タクシー（営業所） 0957-82-2009 南島原市西有家町須川758-1 タクシー

215 株式会社ミナサポ 0957-61-1212 南島原市西有家町長野1776 ふるさと納税登録サポート・ITサポート等

216 龍泉寺 0957-82-2344 南島原市西有家町須川725-1 寺院

217 北有馬町 いけす居酒屋魚進 0957-84-3097 南島原市北有馬町己691-8番地 ちゃんぽん、皿うどん、からあげ、天丼

218 エコ・パーク論所原 0957-65-7056 南島原市北有馬町丙4731番地2 キャンプ場

219 中華　大喜 080-6458-5358 南島原市北有馬町戊3024-1 中華料理

220 パン工房デリシュー 0957-60-4501 南島原市北有馬町戊3024-1 菓子パン販売

221 プティアンジュ 090-9588-2802 南島原市北有馬町己758-7 移動販売（クレープ）

222 御食事処　味太櫓 0957-84-2108 南島原市北有馬町己760 飲食店

223 ろばた大根地 0957-84-3087 南島原市北有馬町己1-5 新鮮な活魚料理

224 株式会社有馬自動車 0957-84-2675 南島原市北有馬町戊2844-1 車整備、新車・中古車販売

225 食品センター　えみふく 0957-84-2065 南島原市北有馬町戌2667 食料品販売

226 パロス 0957-84-2055 南島原市北有馬町戊2959-1 食料品小売業

227 酒井商店 0957-84-2036 南島原市北有馬町丙3441-3 酒、タバコ、飲食品販売

228 シャディサラダ館北有馬店 0957-84-2010 南島原市北有馬町戊2992-1 ギフト品販売

229 竹市製麺 0957-84-3300 南島原市北有馬町戊829 手延べそうめん

230 有限会社手のべ陣川 0957-84-3012 南島原市北有馬町己564-1 手延べそうめん

231 株式会社飛永自動車工業 0957-84-2706 南島原市北有馬町乙139-1 自動車整備、販売業

232 ドラッグKパロス店 0957-84-2296 南島原市北有馬町戊2959-1 医薬品販売

233 ナイトモータース 0957-84-2234 南島原市北有馬町己677-2 自動車整備

234 ナビテック城谷 0957-84-3833 南島原市北有馬町戊700 自動車整備販売

235 ショッピングセンターはやしだ 0957-84-3145 南島原市北有馬町丁97 食品スーパー

236 フラワーズおがわパロス店 0957-84-2313 南島原市北有馬町2959-1 生花

237 ホームリビングMIZOTA 0957-84-2019 南島原市北有馬町戊2992-1 家具・インテリア・寝具

238 みなんめキッチン 0957-84-3846 南島原市北有馬町甲1414-8 椎茸類販売

239 ファミリーファッションみぞた 0957-84-2171 南島原市北有馬町戊2959-1　ショッピングセンターパロス内 婦人服・実用衣料

240 Yショップ　塩士 0957-84-2077 南島原市北有馬町 酒、タバコ、飲料

241 暮らす ありま代行 090-7475-4327 南島原市北有馬町丁1-3 運転代行

242 美容室　髪子 0957-84-2017 南島原市北有馬町己738-1 美容院

243 株式会社溝田建築工業 0957-84-2792 南島原市北有馬町丁85 住宅リフォーム等

食べる
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244 南有馬町 一松寿し 0957-85-2136 南島原市南有馬町乙1290-2 飲食店

245 居酒屋　壱番亭 0957-85-3712 南島原市南有馬町乙2373-2 居酒屋・小料理

246 おおしまストア 0957-85-4255 南島原市南有馬町丁296-1 宅配食事

247 炭火焼肉屋さかい　原城店 0957-85-2989 南島原市南有馬町乙1004-7 焼肉店

248 割烹　城 0957-85-2101 南島原市南有馬町丁170 和食・割烹

249 やきとりどんどん 0957-85-3202 南島原市南有馬町己87 飲食

250 長崎屋 0957-85-2113 南島原市南有馬町乙1095 和菓子製造販売

251 北龍 0957-85-3522 南島原市南有馬町戊287-1 皿うどん

252 買う 有馬キリシタン遺産記念館 0957-85-3217 南島原市南有馬町乙1395 土産品

253 Aコープ南有馬 0957-85-3777 南島原市南有馬町乙1303-1 スーパーマーケット

254 おしゃれの店　アンドウ 0957-85-2050 南島原市南有馬町乙918 美容・化粧品店

255 小淵生長堂 0957-85-2059 南島原市南有馬町乙1279 洋・和菓子製造販売

256 狩野百貨店 0957-85-2073 南島原市南有馬町乙1174 衣料品販売

257 グリーン大崎 0957-852014 南島原市南有馬町甲733-2 肥料・農業園芸用品

258 スヌーピーのおへや’ｎ’おすぬべや 0957-85-2100 南島原市南有馬町乙1055 キャラクターグッズ販売

259 セブンイレブン島原南有馬店 0957-85-3632 南島原市南有馬町戌46-1 コンビニ

260 株式会社SET UP 0957-85-3933 南島原市南有馬町甲723番地6 バイク販売、修理

261 髙橋電機 0957-85-2177 南島原市南有馬町戊151 家電品販売

262 田中酒店 0957-85-2751 南島原市南有馬町丙2165-3 酒類、飲料品等

263 竹市酒店 0957-85-2167 南島原市南有馬町戊463-3 酒、ビール、焼酎、お茶

264 中村電気工事店 0957-85-3570 南島原市南有馬町乙2324-1 電気設備販売

265 中村輪業整備工場 0957-85-2212 南島原市南有馬町甲116-14 自動車販売、整備、板金・塗装

266 中村たばこ店 0957-85-2164 南島原市南有馬町乙1284番地 たばこ販売

267 ヌーベル肥後屋　イレーヌ 0957-85-2100 南島原市南有馬町乙1055番地 婦人服、小物雑貨、バッグ、靴、帽子、スヌーピーグッズ、アクセサリー

268 野中手延製麺 0957-85-3557 南島原市南有馬町戊473 そうめん、うどん（乾麺）

269 フラワーショップ　華曜日 0957-85-3174 南島原市南有馬町丁404-2 生花販売

270 みなみしまばら 0957-85-2276 南島原市南有馬町乙857 海産物販売

271 南高果樹農業協同組合 0957-85-2219 南島原市南有馬町戊276-2 みかん、ばれいしょ、玉ねぎ

272 モンマートおおさき 0957-85-2127 南島原市南有馬町甲751-2 コンビニエンスストアー

273 合資会社本村長盛堂 0957-85-2035 南島原市南有馬町乙408-2 薬品、化粧品

274 有限会社森商店 0957-85-2277 南島原市南有馬町乙1281番地1 酒類・食料品販売

275 モリ時計店 0957-85-4248 南島原市南有馬町丁299-1 時計、メガネ、パソコン販売

276 リサイクルマート南島原店 0957-85-4305 南島原市南有馬町戊50-1 家電・家具・ブランド品・貴金属

277 暮らす 板金塗装e-shop 0957-85-2232 南島原市南有馬町丙1540 板金塗装

278 株式会社一ノ瀬商店 0957-85-3932 南島原市南有馬町戌213番地 住宅設備機器・LPガス

279 大嶌染工場 0957-85-2133 南島原市南有馬町甲740 染物、土産品、染物体験

280 古賀写真館 0957-85-3530 南島原市南有馬町乙2371-2 写真プリント、現像、撮影

281 笹口理容院 0957-85-3859 南島原市南有馬町丁217-4 理容業

282 永橋プロパン商会 0957-85-4205 南島原市南有馬町丁313-3 プロパンガス

283 中村石油 0957-85-2209 南島原市南有馬町乙1018 灯油販売

284 中村畳店 0957-85-2203 南島原市南有馬町乙1091 畳

285 蓮の実児童クラブ 0957-85-3529 南島原市南有馬町己220-3 学童保育

食べる
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286 南有馬町 暮らす 美容室ビーメイク 0957-85-2698 南島原市南有馬町乙111-1 カット、パーマ、カラー、縮毛矯正など美容全般、セット、着付け

287 プログラミングラボ158原城教室 0957-85-2100 南島原市南有馬町乙1055 プログラミング教室・学習塾

288 フロッグ 0957-85-3717 南島原市南有馬町乙2377-4 美容業

289 ヘアーボーズ 0957-85-2963 南島原市南有馬町乙1866-1 理容業

290 本多仏壇店 0957-85-3628 南島原市南有馬町戊295-1 仏具販売

291 ビューティサロン　マツオ 0957-85-3462 南島原市南有馬町丁353 美容一般

292 株式会社宮崎 0957-85-2242 南島原市南有馬町乙1083 建築資材販売・建設

293 株式会社宮崎ライフトーヨー住器 0957-65-6500 南島原市南有馬町乙1769-11 アルミサッシ及び住宅設備器具

294 株式会社ミヤザキエナジー 0957-85-2242 南島原市南有馬町乙1083 太陽光設置工事

295 ヘアーサロンLeaf 0957-85-4677 南島原市南有馬町丁317-3 美容室

296 原城の宿　城 0957-85-2020 南島原市南有馬町丁170 ビジネスホテル

297 原城温泉真砂 0957-85-3155 南島原市南有馬町丁133 宿泊・一般食堂

298 口之津町 味酒楽 0957-86-4546 南島原市口之津町丙2085-5 飲食店

299 Bar　H 090-8357-8226 南島原市口之津町丙4352 バー

300 縁処　俺ん家 0957-60-4179 南島原市口之津町丁5568 居酒屋

301 アトリエグランパ 0957-61-1113 南島原市口之津町丙4234-2 ケーキ、パンケーキ、ピザ、ハンバーガー

302 定方弘製麺 0957-86-2754 南島原市口之津町乙2818 そうめん・うどん販売、配達、発送

303 ろばた沢季 0957-86-4446 南島原市口之津町甲2165 居酒屋

304 食事処すだち 0957-86-2380 南島原市口之津町丙4352 飲食提供

305 鮨正 0957-86-4535 南島原市口之津町甲2164-1 寿司・その他

306 スナック　五番街 0957-86-2947 南島原市口之津町甲2165 スナック・ラウンジ・バー

307 四季膳　清香 0957-86-5250 南島原市口之津町丙1981-5 肉、魚、会席料理、焼肉

308 隣のたこちゃん 0957-86-3883 南島原市口之津町丁5584 宿泊業、飲食業

309 ろばた焼　凪 0957-86-5030 南島原市口之津町甲2770-1 居酒屋・小料理

310 虹色キッチンみなと支店 090-1519-9037 南島原市口之津町丙4358-6口之津港新ターミナル内 弁当、惣菜、お土産品

311 春寿し 0957-86-3848 南島原市口之津町甲2931-2 寿司屋

312 波美音 0957-86-4030 南島原市口之津町丙2133-4 和食、居酒屋

313 THE VENUS 090-8879-8721 南島原市口之津町甲2121 喫茶

314 福まん家口之津店 0957-86-5866 南島原市口之津町甲2710 唐揚げと弁当

315 なにわ 090-6424-7716 南島原市口之津町甲2767 スナック・ラウンジ・バー

316 松田屋老舗 0957-86-2796 南島原市口之津町丙4343 和・洋菓子

317 マルサラ 0957-86-5408 南島原市口之津町甲2395-1 飲食

318 菓子工房レ・ピニヨン 0957-86-2995 南島原市口之津町丙2144-1 洋菓子小売

319 買う 浅井電器 0957-86-2220 南島原市口之津町甲2711 家電・パソコン

320 株式会社オーケーモータース 0957-86-5666 南島原市口之津町甲3085番地1 自動車整備販売

321 お肉屋ほうじゅ 0957-86-5529 南島原市口之津町丙792 精肉販売

322 大﨑肥料株式会社 0957-86-2218 南島原市口之津町丙2092-9 農業関係資材等

323 有限会社口之津モータース 0957-86-3231 南島原市口之津町丁5733 自動車修理、販売

324 健康堂薬局くちのつ店 0957-76-1677 南島原市口之津町丁5621-5 調剤薬局

325 酒のパワーズ　口之津店 0957-76-1070 南島原市口之津町甲字田原2707-1 酒、米、飲料、ギフト、タバコ

326 サンピアシューズ 0957-86-5072 南島原市口之津町甲2171 靴・履物小売

327 サンピア薬品 0957-86-4489 南島原市口之津町甲2752 一般用医薬品

328 セブンイレブン南島原口之津店 0957-86-3990 南島原市口之津丁字西新開5741 コンビニ、接客

329 有限会社誠宝堂 0957-86-5165 南島原市口之津町甲2750 贈答品

330 有限会社　高木電気商会 0957-86-2246 南島原市口之津町丙2007-2 電化製品・電気工事

331 有限会社　多比良仏壇店 0957-86-2267 南島原市口之津町丁5683-2 仏壇・仏具等販売

332 株式会社ディアー・カンパニー 0957-86-3669 南島原市口之津町甲2351 健康食品

333 ドラッグストアモリ　口之津店 0957-86-5530 南島原市口之津町甲2921-1 医療品販売等

334 有限会社長池屋呉服店 0957-86-2017 南島原市口之津町甲2143番地 衣料品小売

335 口之津町 買う 野田酒店 0957-86-2272 南島原市口之津町丙2092-8 酒類、菓子、飲料水、アイス

336 株式会社ハトヤ洋品店 0957-86-3699 南島原市口之津町甲2752 衣料品販売

337 合資会社平常商店 0957-86-5100 南島原市口之津町甲2752 小売業

338 本多印章 0957-86-2167 南島原市口之津町丙2082-2 印鑑、ゴム印、シャチハタ製品

339 松尾鮮魚店 0957-86-2264 南島原市口之津町丁5584 魚介類販売

340 有限会社まるえい鮮魚店 0957-86-3117 南島原市口之津町甲2159番地10 鮮魚

341 森商店 0957-86-3145 南島原市口之津町丙3798 酒類、米穀

342 ワミレスサロン　スマイル 090-3199-9776 南島原市口之津町丁208-1　コーポ吉本Ⅱ101号室 化粧品販売、フェイシャルエステ

泊まる・遊ぶ

食べる



MINAコイン加盟店一覧(2023年2月28日時点)

※赤文字の店舗は新規加盟店です。 ※2023年2月28日現在

№ 町名 ジャンル 店舗名 店舗電話番号 店舗住所 主な取扱商品・サービス

343 口之津町 アオノトビラ 090-8879-8721 南島原市口之津町甲972-1 イベント

344 内田機械店 0957-86-2317 南島原市口之津町丙2008 農業機械販売修理

345 株式会社おがわ石油　口之津給油所 0957-86-2231 南島原市口之津町甲2160 ガソリン・灯油・軽油・A重油・合鍵作成・洗車・オイル・タイヤ交換等

346 美容室こうしん 0957-86-5262 南島原市口之津町甲2768-1 美容室

347 hair&life Copan 0957-73-6563 南島原市口之津町丙2086 美容室

348 笹田司法書士事務所 080-9257-3370 南島原市口之津町乙2774番地 登記手続（不動産、会社、法人）、相続手続

349 合資会社善徳丸商会 0957-86-4121 南島原市口之津町丙4134 建築土木資材

350 掃除の山口 090-7532-0233 南島原市口之津町丁4214-1 ハウスクリーニング

351 ビューティサロンタカミ 0957-86-4507 南島原市口之津町丙1983-1 美容室

352 ビューティサロン　みく 0957-86-5235 南島原市口之津町乙386 美容業

353 津田美容院 0957-86-2260 南島原市口之津町丁3751-2 美容業

354 とら屋クリーニング店 0957-86-3141 南島原市口之津町甲2163-20 クリーニング等

355 福田はりきゅう整骨院 0957-73-9999 南島原市口之津町丁1399-1 整骨、鍼灸

356 本多観光タクシー株式会社 0957-86-2100 南島原市口之津町甲3051番地1 タクシー

357 松尾理容室 0957-86-4677 南島原市口之津町甲2710 理容業

358 有限会社ミカサヤ 0957-86-3153 南島原市口之津町丙2083番地1 福祉用具販売及びレンタル業

359 有限会社山本 0957-86-3149 南島原市口之津町丁2685 写真撮影、印刷サービス

360 WARM 0957-86-3886 南島原市口之津町甲3678-1 理容室

361 口之津イルカウォッチング 0957-86-4433 南島原市口之津町丁5771番地1 イルカウォッチング

362 しらはまビーチホテル・しらはま温泉・Sun Flower（サンフラワー） 0957-86-3030 南島原市口之津町甲2829-1 宿泊

363 南島原イルカウォッチング 0957-75-1515 南島原市口之津町丙4358-6口之津ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内 イルカウォッチング

364 加津佐町 あたご寿司 0957-87-2511 南島原市加津佐町己2824-6 寿司

365 和風レストラン魚勝 0957-87-4703 南島原市加津佐町乙97 和食、洋食

366 飲み食い処　縁や 0957-87-4868 南島原市加津佐町乙552-5 串焼き等飲食提供

367 中華料理　華豊 0957-87-5033 南島原市加津佐町己3490 ちゃんぽん等、ランチ、宴会

368 グランビィラジュおおむら菓子舗 0957-87-2183 南島原市加津佐町乙92-1 菓子店

369 四季彩々　ひいろ 0957-87-3342 南島原市加津佐町乙119 料理、飲料等

370 まねき猫 0957-87-4931 南島原市加津佐町己2803 飲食業

371 山本喜久栄堂 0957-87-2162 南島原市加津佐町己3084 和菓子・洋菓子販売

372 炉ばた焼天海 0957-87-3519 南島原市加津佐町己2820-1 各定食、刺身、串焼

373 買う いちご一会 0957-87-2366 南島原市加津佐町戌148-1 どぶろく（夜のよして）

374 エーダッシュあかせ 0957-87-2241 南島原市加津佐町己2352 自動車、カー用品

375 AVプラザプロジェクト 0957-87-3215 南島原市加津佐町乙542-3 古本、DVDレンタル

376 加津佐電機商会 0957-87-2325 南島原市加津佐町己2774 家電販売

377 相良酒店 0957-87-2124 南島原市加津佐町己3691 酒類等販売

378 パピオ　たけした 0957-87-2113 南島原市加津佐町乙2738 家電品販売、工事

379 酒井文具店 0957-87-2047 南島原市加津佐町己3268番地 文具販売

380 フラワーショップ　パルテール 0957-87-5455 南島原市加津佐町己2147-2 生花

381 フレッシュもとやま野田店 0957-87-5320 南島原市加津佐町乙555 スーパー

382 フレッシュもとやま本店 0957-87-3003 南島原市加津佐町己3108 スーパー

383 松永蒲鉾店 0957-87-2202 南島原市加津佐町己3693-2 蒲鉾等小売

384 溝田呉服店 0957-87-3007 南島原市加津佐町己3170 婦人服、子供服、呉服、雑貨

385 宮地商店 0957-87-4634 南島原市加津佐町己100-5 豆菓子、珍味、お土産品販売

386 ギフトセンター山田屋 0957-87-4065 南島原市加津佐町乙491-1 ギフト品販売、イベント用品販売、PC関連

387 暮らす 株式会社　池田住設 0957-87-2249 南島原市加津佐町己3273 住宅設備工

388 株式会社コクリエシステムズ 0957-87-4490 南島原市加津佐町己2801 パソコン・スマホ修理・導入・使い方、OA機器販売、POSレジ・IT導入支援他

389 salon　de　Shu 0957-87-2373 南島原市加津佐町己2814-3 理容店

390 スタジオすぎもと 0957-87-2204 南島原市加津佐町己3183 写真撮影、焼付

391 中尾農機商会 0957-87-2029 南島原市加津佐町乙91-1 農業用機械

392 中川クリーニング 0957-87-5234 南島原市加津佐町己2011-4 クリーニング業

393 日向石油 0957-87-2285 南島原市加津佐町己2602-6 ガソリンスタンド

394 ビューティ　シルク 0957-87-4065 南島原市加津佐町乙491-1 美容業

395 ヘアーサロン福田 0957-87-2745 南島原市加津佐町乙473-5 理容

396 南島原交通 0957-87-3930 南島原市加津佐町乙1311-1番地 タクシー

397 南島原交通代行 0957-87-3930 南島原市加津佐町乙1311-1番地 代行運転

398 泊まる・遊ぶ 健康体操のZUTTOWAKAI 0957-61-1155 南島原市加津佐町丙1574 ひざ痛・腰痛・メタボ改善体操

泊まる・遊ぶ
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