
　　【県南レシートラリー　参加店舗一覧】
市町村 店舗名 形態 地産地消参加 郵便番号 住所 電話番号 通販サイト 主な販売商品

鏡オイスターハウス 飲食・販売 869-4205 八代市鏡町野崎1028-2 0965-53-9121
鏡オイスター（殻付マガキ）
の生産販売及び鏡オイスター
ハウスの経営

鶴喰なの花村 販売 869-5222 八代市坂本町鶴喰227 0965-36-2202
https://www.tsurubami.love/%E5%95%86%E5%9
3%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/

穀物、野菜、果物、花き、そ
の他作物

蜂蜜専門店にしおかCafeBee 飲食・販売 869-4613 八代市岡町谷川925 0965-39-0883
https://www.rakuten.ne.jp/gold/nishioka-
888/

ミツバチ･マルハナバチ、蜂
蜜、酒、野菜

蜂蜜専門店にしおか 新八代駅店 飲食・販売 866-0824 八代市上日置町4774-1  0965-35-6627
https://www.rakuten.ne.jp/gold/nishioka-
888/

ふれあいセンターいずみ 販売 〇 869-4403 八代市泉町下岳3296-1 0965-67-3500
http://goka.sakura.ne.jp/cgi/fureai/cartp
ro/cart.cgi

物産館・加工施設運営、柚こ
しょう他 製造・販売

イナダ（有） 販売 869-4202 八代市鏡町内田438-2 0965-52-0656 https://e-igusa.com/ いぐさ食品

焼肉ステーキ　炎 飲食 866-0861 八代市本町2丁目3-10 0965-37-0391
精肉、デリカ等の加工製造・
物流加工

（有）髙見商店 販売 866-0895 八代市大村町880-3 0965-32-4753
https://www.karasirenkon.com/products/lis
t

からし蓮根等惣菜、カット野
菜、水煮野菜、冷凍野菜製造

西田精麦（株） 販売 866-0034 八代市新港町2丁目3-4 0965-37-1121
焼酎･味噌用丸麦、麦ごはん用
押麦、単味配合飼料

お菓子の彦一本舗 駅前本店 販売 866-0844 八代市旭中央通1-1 0965-33-3515 https://www.hikoichi.co.jp/
和･洋菓子の製造販売
（とんち彦一もなか、晩白柚
ゼリー、爽トマトジュレ）

お菓子の彦一本舗 田中町店 販売 866-0874 八代市横手新町7-9 0965-32-8920 https://www.hikoichi.co.jp/
和･洋菓子の製造販売
（とんち彦一もなか、晩白柚
ゼリー、爽トマトジュレ）

（有）ミカエル堂 販売 〇 866-0876 八代市田中西町16-4 0965-33-0141 パン製造・販売

広域交流センターさかもと館 販売 〇 869-6105 八代市坂本町坂本4228-24 0965-45-2228 鮎料理

ホテル大黒屋 飲食 866-0052 八代市麦島西町17-15 0965-34-0500
宴会料理・レストラン・カ
フェ

中国料理　八代飯店 飲食 866-0052 八代市麦島西町4-1 0965-34-4174
中華料理店、カレー店、
食品加工

八代よかとこ物産館 販売 〇 866-0824 八代市上日置町4459-1 0965-32-3600 https://yatsushiro-yokatoko.com/ 農産物･加工品の販売、

道の駅　東陽 飲食・販売 〇 869-4301 八代市東陽町南1051-1 0965-65-2112
東陽町特産の「生姜」販売、
新商品の開発等

中華レストラン　王張 飲食 866-0844 八代市旭中央通5-9 0965-33-8358 中華料理専門店

片山蒲鉾店 販売 869-5134 八代市日奈久上西町499-3 0965-38-0045
かまぼこ、ちくわ、
てんぷら、製造販売

うまか屋元気堂 飲食・販売 869-4704 八代市田中東町27-11 0965-31-1600
惣菜･寿司･和菓子製造卸、
パン製造小売

あまてるベーカリー&カフェ 飲食・販売 866-0876 八代市田中西町10-13-1 0965-37-8818 飲食、パン

OFUKURO酒場タンポポ 飲食 〇 866-0895 八代市大村町844-1 0965-35-4339 本格中華、和食、炉端焼き

彩食café とみ一 飲食 866-0844 八代市旭中央通18－2 0965-34-7851 飲食、お弁当、スイーツ

山本食堂 飲食・販売 866-0861 八代市本町1丁目6-8 0965-34-8977
居酒屋、レストラン、
ダイニングバー
レトルトカレー卸販売

さすが 飲食 866-0875 八代市横手新町7－13 0965-37-6112 お弁当

金之助 飲食 866-0861 八代市本町1丁目2－31 0965-35-8588 居酒屋

のら家 飲食 866-0875 八代市横手新町14－13 0965-35-0775 居酒屋、ランチ

中華料理　太楼 飲食 866-0051 八代市本町2丁目3-15 0965-32-5833 飲食店営業

イタリア料理　Il faro 飲食 866-0033 八代市港町72番13-1 0965-37-1620 イタリア料理

新中国料理　「謙張」 飲食 866-0882 八代市横手町1680－2 0965-35-0575 中国料理

（株）濵大松園 販売 〇 866-0875 八代市横手新町7-15 0965-45-5544 https://hama-cha.shop-pro.jp/ 日本茶

（株）濵大松園イオン八代店 販売 〇 866-0013 八代市沖町3987-3 https://hama-cha.shop-pro.jp/ 日本茶

（株）濵大松園ゆめタウン八代店　 販売 〇 866-0045 八代市建馬町3-1 https://hama-cha.shop-pro.jp/ 日本茶

うなぎ処　鰻新 飲食 866-0861 八代市本町1丁目12－2 0965-35-2525 鰻、飲食、加工

鮎屋三代 頼藤商店 飲食・販売 〇 866-0831 八代市萩原町2-1-6 0965-33-1145 https://ayuyasandai.shop-pro.jp/ 鮎製品製造・販売

味千拉麺 八代新町店 飲食 866-0854 八代市新町1-3 0965-33-3887 ラーメン,居酒屋

味千拉麺 八代本町店 飲食 866-0861 八代市本町1丁目2-32中央RITAビル1F 0965-43-3131 ラーメン,居酒屋

八代市

https://www.tsurubami.love/%E5%95%86%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/
https://www.tsurubami.love/%E5%95%86%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/
http://goka.sakura.ne.jp/cgi/fureai/cartpro/cart.cgi
http://goka.sakura.ne.jp/cgi/fureai/cartpro/cart.cgi


道の駅竜北 飲食・販売 〇 869-4804 氷川町大野875-3 0965-53-5388 https://www.47club.jp/45M-000115soz 農産物、加工品

白玉屋新三郎 飲食・販売 869-4803 氷川町吉本72 0964-43-0031 https://www.shiratamashop.com/
白玉粉、白玉菓子、
飴、甘味処

Trattoria Passione 飲食 869-4602 氷川町宮原673-3 0965-62-9707 イタリアンレストラン

みやべ食堂 飲食 869-4602 氷川町宮原566-6 0965-62-2031 ちゃんぽん

焼肉　夢元 飲食 869-4602 氷川町宮原689 0965-62-1129 焼肉店

堀内製油 販売 869-4803 氷川町吉本94 0964-43-0221 https://shop.horiuchiseiyu.com/
なたね油、ごま油、つばき
油、えごま油
搾油委託加工

氷川町
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