
　　　2022年12月9日現在

ローソン南国大篠店 左右山 ローソン南国インター店

ローソン南国おおそね店 谷合酒店

ローソン南国ごめん町駅店 太笑屋

和牛焼肉　あおき屋　南国店 レディハート

魚達 日章農園

菓子工房　シャンクレール 焼肉 牛藩 南国店

黒岩餅店 リカオー　南国店

高知自動車道　南国サービスエリア下り線 ローソン南国田村乙店

高知自動車道　南国サービスエリア上り線 土佐の百姓家

高知大学医学部附属病院内売店 ほっかほっか亭　十市店

ごはん処 滝本 水口酒店

パスタ はっとりくん ローソン南国十市店

ファミリーマート　高知東道路店 ＣＯＭＯダイニング

ファミリーマート　南国岡豊店 トラットリア　ToTo

植野 徳橋酒店 歩屋 西島園芸団地

青柳　サニーアクシス南国店 ローソン高知大学病院店 炭火焼うなぎ料理　かいだ屋

居酒屋 べんべん ローソン南国岡豊小蓮店 たぁちゃんく

一汁三菜食堂　南国店 ローソン南国岡豊町中島店 ナポリの風

鰻料理 むなぎん 片山 Su-jigwa ㈱森国商店

カリッジュ南国店 上末松 景福宮 東崎 佐野屋　ごめん店

ケンタッキー・フライド・チキンサニーアクシス南国店 ＪＡ高知県　かざぐるま市 ICHIBA

コーヒーの森 あぐり食堂　ほっと アグリファーム高知

小僧寿し　南国店 亀岩 南国にしがわ農園 うちんくの食卓

サーティワンアイスクリーム　南国サニーアクシス店 うなぎ処 福 食事処　エンジョイハウス

酒の溝渕 セルフ讃岐うどん屋　本店 ビッグサン

スシロー南国店 全日食チェーン くれだ店 えんのお菓子屋さん

西川屋老舗　南国店 Ｃｏｔｔｏｎ Ｔｉｍｅ ファミリーマート南国前浜店

農園レストラン　トリトン 土佐国分寺　お寺カフェ ローソン南国前浜西店

ヒマラヤンオーガニック キッチン アオイロ ＪＡ高知県　ごとおち市

まちのパン屋さん　Perori アラプランチャ幸 ありときりぎりす

麵屋　ラーメン・うどん 喫茶 セラヴィ 大漁亭

らーめんハウス　めん・ぱる 酒処 さかえ とと屋

レストラン　ネレウス 高見のたこ焼 カルビ屋大福　南国店

あいどる 中華飯店　トラ コメダ珈琲店　高知南国店

味千拉麺　南国店 西川屋老舗　後免店 しゃぶ膳　南国店

いきいき料理 岡村 ノンノ洋菓子店 たも屋　南国店

居酒屋　はま パン工房　フォンティーヌ 豚太郎　南国バイパス店

お好み焼き　ビギン みなみ家 パティスリー ポティロン

菓子's　ふうとみい めしや育ちゃん 麵屋・國丸。南国店。

家庭料理　夏 レストラン　モンシェルトントン レストラン　グドラック

喫茶HAMADA ㈽ごめんシャモ研究会 ローソン南国市明見店

喰多朗　南国店 里改田 三和ストアー ローソン南国バイパス店

下司酒店 今田鮮魚店 ｎｏｉ

サカノミサキ カフェ オルソン 土佐の焼肉孔子園　南国店

酒菜館　もり國 小僧寿し　東工業高前店 喫茶マイ・ほーむ

シャトレーゼ　南国バイパス店 佐野屋　南国店 ローソン南国領石店

セブン-イレブン南国大そね店 製麺処　蔵木　南国店

天下味　南国店 セブン-イレブン南国篠原店

魚魚 セルフうどんごめん/ありが豚 坂本衣料店

南国市役所庁内食堂 ブランチハウス友 ㈲大崎石油

西尾商店 ほっかほっか亭　東工業前店 クリーニングトクヒサ　パステ店

弐ノ酉　せいわ 丸源ラーメン　南国バイパス店 さん花園　パステ店

南風　はえばる ローソン南国篠原東泉店 春和堂薬局　駅前支店

ＨＡＣＨＩＹＡカレー あけぼの街道　なの市 高野プロパン㈱

八剣伝　南国大埇店 岡林仕出し店 西田順天堂薬局　中町店

浜幸　南国バイパス店 セブン-イレブン南国下末松店 アルコーネ

ファミリーマート　南国おおそね店 台湾料理　美味館 おおの時計メガネ店

風月 たなの酒店 オリジナル

ほっかほっか亭　ごめん1号店 ファミリーマート南国下末松店 ティブロン

骨付鳥　弁鶏 下野田 吉本商店 西田順天堂薬局　オオソネ店

養老乃瀧　後免店 風の市 花子　南国店

ラーメン食堂　黒まる カフェレスト風良里 ファッションセンターしまむら南国店

リモージュ ショップ風良里 ＢＯＯＫＳ ＷＩＬＬ南国店

龍潭 道の駅南国風良里　KUBOTAアイスクリームショップ ホームセンターゆうきち

左右山

大埇乙

・食べる（飲食店、酒・食料品販売、コンビニエンスストアなど）

岡豊町

田村

篠原

元町

明見

領石

下末松

■なんこくプレミアム商品券2022　加盟店一覧 加盟店は　ジャンル別　地区別に掲載しています。

・大規模小売店舗　　黄色の券は使用できません

◆黄色の券が使用できない店舗

立田
大規模小売店舗

ナンコクスーパー　パステ店

サニーアクシス南国店

大埇甲

ディスカウントドラッグコスモス大埇店

マルナカ南国店

サンシャイン　カルディア

十市

ダイレックス南国店

サンプラザ　新鮮館　緑ヶ丘

◆二種【紫・黄】とも使用できる店舗

廿枝
食べる

浜改田

大埇乙

上野田

久枝

久礼田

前浜
国分

後免町

緑ヶ丘

大埇甲

暮らす

植野

駅前町



ミッキークリーニング　アクシス南国店 田村 ㈱カーピット

むらさきや きしもと薬局　十市店

眼鏡市場　南国店 十市薬局 稲生 ㈲下田ハイヤー

ラパックスワールド南国 ㈱ACTIVE AUTO ジムニーレンタルズ

ワークマンプラス高知南国店 西山 ㈲坂本燃料店 ㈱安全代行

㈲南国自動車販売 ＣＯＭＯ ㈱第二さくら交通　ごめん営業所

㈲フローリストルミ　サニーアクシス店 岡林石油店 ㈲さくらハイヤー　南国営業所

HIKARI.photostudio 浜改田 ㈲坂本自動車 左右山 いだいハイヤー

オレンジベア　南国店 いの薬局 立田 ㈲日章ハイヤー

カワシマサイクルモーター 東京靴流通センター　高知後免店 田村 スマイル代行

サイクルショップいしかわ ドラッグセイムス長岡店 久枝 パーキングつばさ

シューズカンパニー　南国店 ダイソー　高知後免店 物部 オリックスレンタカー高知空港店

ダイソー　マルナカ南国店 ミスタータイヤマン南国店

ツルハドラッグ南国店 緑ヶ丘 にしやまサイクル

ツルハドラッグ南国中央店 ジーンズファクトリー　アウトレット南国店

ドコモショップ南国おおそね店 四国石油㈱南国ＳＳ

南国印章 ドコモショップ南国店

南国第一電器㈱ 西田順天堂薬局　明見店

西田調剤薬局 ㈲アイコー機械

パリミキ南国店 物部 ㈲カーハウス　久家

よどやドラッグ　南国大埇店

リッカ パレット

ワークウェイ　南国店 海洋堂Space Factory　なんこく

㈱はまでん 物部川DMO協議会

㈲武内石油店　南国大埇SS ルアーショップ　リネア

㈲中村自動車整備工場 キャンピングカーライフ

㈲西田順天堂薬局 高知県立歴史民俗資料館

京馬整備 才谷 パシフィックゴルフクラブ

金高堂書店　医学部店

森田オート

㈱山田屋 駅前町 Relaxation Salon Azur.

㈲フローリスト ルミ フットレスト サニーアクシス南国店

片山 杉村石油店 ｒｅｍｉｘ南国

上野田 ＪＡ高知県 ＪＡグリーンなんこく A・M・P　hair

土佐鉱油㈱ビッグ・ウェーブこごめＳＳ BiBi　グランジュテ

平山商店 CHOKKI

F.O.キッズ　サンシャインカルディア南国店 POLA THE BEAUTY　南国店

川田薬局 RT HAIR CREATION ease

クリーニングトクヒサ　サンシャインカルディア店 パピオ美容室

サイクルスペース南国 ヘアー倶楽部

シューズショップ　ナベヤ　南国店 ヘアーサロンSeason

春和堂薬局　サンシャイン南国店 岡豊町 すずき理容

伸陽クリーニング 久礼田 リイ美容室

立田金物店 小籠 れぽす

中村時計店 エアリ美容室

㈱棚野燃料 美容室　おしゃれパション

㈲末次金物店 ポーラ　後免店

三畠 さん花園 ボンニー南国店

TSUTAYA南国店 篠原 酵素風呂　KIMAMORI

アシストファーム 下末松 天然の湯 ながおか温泉

イエローハット　南国店 ア・レーズ・スゥリル

クリーニングトクヒサ　mac南国店 ヘア・サロン岡林

高知トヨタ自動車㈱　南国店 田村 Ange

サイクルベースあさひ　南国店 十市 ボディワークＳＯＵＬ

土佐鉱油㈱ビッグ・ウェーヴ南国ＳＳ 東崎 カイロプラクティック　ライフ

ドラッグストアmac　南国店 東山 アトリエ　クニカーズ

マルニガーデン Ｈｉｓａｋａ美容室

らいむ薬局 ＭＩＭＯＫＡ美容室

下野田 クリーニング　トクヒサ ＲＣＯＣＯ

松本タイヤ BiBi　ヒルズ

㈲香長自動車工業 美容室　水織音

左右山 高知石油㈱　左右山給油所

立田 村山自転車店

田村 コクピット55

大埇乙

小籠

後免町

陣山

・理容・美容・健康サービス

・暮らす（ドラッグストア・薬局・家具・家電・衣料品・日用雑貨販売、自動車・設備修理業、ガソリンスタンドなど）

・学ぶ・レジャー（観光・娯楽・宿泊施設など）

・交通・運輸サービス　

十市

交通・運輸

大埇甲

廿枝 後免町

大埇甲

東崎

日吉町

明見

学ぶ・レジャー

大埇甲

岡豊町

岡豊町
理容・美容・健康

大埇乙

大埇甲

緑ヶ丘

後免町

篠原

左右山

堀ノ内

このステッカーを貼っている店舗が

なんこくプレミアム商品券2022の

加盟店です。


