
2022/10/22現在

441 店舗

小売業（食品スーパー）
JA日向　八菜館　ひちや店 JA日向　八菜館　ひゅうが店 スーパーやまさ マルイチ江良店 マルイチ財光寺店

マルイチ大王店

小売業（その他）
アートジェム アイケア日向 秋田屋 あくがれ蒸留所 アフランシール

AYA－HIMUCA 石山青果 イナダカメラ イナミツ堂 岩国屋化粧品店

with flower KOKORO 内山ゴム 馬ヶ背観光案内所 エトワール お菓子の大野屋　cafe and sweet

お菓子の兎月堂 お酒のプロショップ　あさひ屋　北町店 お酒のプロショップ　あさひ屋　本店 小田電機 オンザビーチ

柏田スポーツ 加地商店 金子メガネ　日向駅前店 金子メガネ　日向北店 金子メガネ　日向原町店

河野重美商店 かわの時計宝飾 カンカン屋 ギフトショップ　リンリン きもの伊国屋

きもの処いちき きものゝ京屋 協同サービス　財光寺給油所 協同サービス　東郷給油所 協同サービス　中原給油所

協同サービス　日知屋給油所 協同サービス　美々津給油所 靴のタムラ　北町店 靴のタムラ　都町店 熊本屋ふとん店

グリーンプラザ　ゴトウ 慶豊丸 ケーキファクトリー　フクヤ 化粧品の玉乃屋 ココマート

児玉生花店 酒乃宮崎 雑貨＆カフェ　民 雑貨上々屋 サンロード

JA日向　資材センター JA日向　東郷支店　営農経済課 JA日向　農業機械センター JA日向 美々津支店 営農経済課 志岐商店

七福酒店 芝崎ミシン商会 シャディーサンコー 手芸＆婦人服　NUNO 新小松屋酒店

Sweet Soul / 三日月堂 スズヤ化粧品 STAIRS OF THE SEA スバル 生活雑貨ファミーユ

セブンイレブン日向都町店 大黒園 大洋石油　中央通給油所 大洋石油　日向給油所 大洋石油　平岩給油所

タイヨー電器商会 谷岩茶舗 ツネザワ薬品 電化のテラハラ 天然酵母の蒸しパン屋もってぃ

東洋プロパン瓦斯 とべしま丸水産 富島自転車商会 富高薬局　A 富高薬局　お倉ヶ浜支店

富高薬局　Grand Sone 富高薬局　財光寺支店 富高薬局　原町支店 富高薬局　本町本店 直野石油

永岡パン 西村一新堂 西村メガネ ねむりの駅まつおか 橋口スポーツ

はせがわだんご　コープ財光寺店 はせがわだんご　本店 花のたかはし 晴留屋 パンとお菓子の店　みずわき

pwsサーフ 東自転車店 Begin タニグチ ピザ・ドンキ日向店 日向茶業

日向農園 ビューティースポットとこう 日吉だんご　イオン日向店 ファミリーマート　日向塩見店 ファミリーマート　日向東郷やまげ店

フィッシングショップ　エース 風舎／クロケット 藤本酒店 フジヤカメラ プチサンボン

ブティック四季 ブリッジサイド ブルーズ・コーポレーション 古久保米店 文具の勉強堂

文具のマツオカ ぽてとういん Honda Cars　日向北　亀崎店 ホンダカーズ日向南 マエダ製菓

まちの駅とみたか物産館 松葉電器　セブンプラザ　マツバ マリオブティック 丸五洋品店 マンガ倉庫　日向店

ミシンショップ日向 道の駅　日向物産館 ミナト電器 村山石油　日向中央ＳＳ 明商椎茸

モイスティーヌ 日向財光寺サロン 桃乃屋 ヤマガタスポーツ 山﨑精肉店 山本メガネ

吉岡商事 ヨシ商店 読売センター日向 若杉商店 ワタナベ電器

飲食業
赤兵衛 味心これのり 味処　きむら 味処　きりしま あずきとまろん

アッカピゥ キッチン ＆ ベーカリー あゆの是則 いけすの大漁や いけすレストラン大漁丸 居酒屋　あきの

居酒屋　がんつ 居酒屋　とおる 居酒屋　徳利 居酒屋　秀人 居酒屋　日向の里

居酒屋　満まる IZACK海 磯の味　黒進 一休 田舎家　治栄

うさぎ家 うどんBar　おだや　 うなぎ専門店　伊豆鰻 笑満 お好み焼き本舗日向

お食事処すすき お食事処　ながとも　財光寺店 お食事処　ながとも本店 海鮮問屋 海鮮料理ことひろ

鶴寿司 金ヶ浜食堂 Cafe MOG run into カマカマ

辛麺屋　都 神田川　グルメ館　日向店 きがる屋 喜重会館 吉茶

餃子の里 季里居 串どころ　吉粋 黒進亭 ここね

寿飯店 こびき亭 さくら亭 さんくる ３７℃

仕出寿廣 仕出しのよしむね 七福ろう 地鶏の大王 上海ガーデン

旬菜や 旬の味処　季楽 食堂tetote SHOT BAR　ガレージ Sin屋

粋鮮創作　うねり屋 すし源 すし政 スタンド　キャディ スナック和える

スナック縁 スナックかざぐるま スナック　喜久屋 スナック再会 スナック二次会

スナックひまわり スナックめぐ スナック　優 ＳＥＩＫＡＤＯ そば季節料理　一九

そば屋　蔵 鷹匠 竹茶庵 TULLY'S COFFEE STAIRS OF THE SEA 金ヶ浜店 DANBO＊DELI　ダンボデリ

チャイニーズレストラン青島 中華ダイニング　ドラゴンキッチン つたやさえずり庵 てげ鳥 TEDDY'S BIGGER BURGERS( STAIRS OF THE SEA内)

手羽唐king てふてふ 天下ご麺 天領うどん梶木店 天領うどん財光寺店

天領うどん新生町店 天領うどん鶴町店 道産子 とっとのパンやさん 鳥きち

とり美 鶏屋圓　まろ とんちゃん とん平 ながとも　はなれ

なにわや 根来 BAR OB-1 ％　パーセント ＋Bar Danbo

Bar deep blue BAR PEEKABOO BAR LENTO 八幡 BUCKAYRO　バッケーロ

花の都 はな花 浜寿司 ビア　ドリンク　トラス ビストロ南蛮亭

ビッグパパ ひなた横丁 ひむか食堂 PURE HEART 日向第一ホテル（天晴、酒膳ひだか）

広島お好み焼きもみじ PINKY CREAMERY( STAIRS OF THE SEA内) ファミリー居酒屋らんまん 福丸縁 不二かつ日向本店

ベーカリーテラス　アリエッタ venga venga 弁弁 望洋館 ホルモンだれやみ

ホルモン一 ホルモン焼　冨乃井 賄い亭　うめきち MARIA（マリア） 丸一ラーメン

まるみ 満月 まんさい 道の駅とうごう　詩季彩 みのる’Ｓキッチン

みやこ家 みより 味楽安　南国 味楽亭 民宿　磯

ムーナ日向店 森のキッチン 焼き鳥　小哲 焼肉いの 焼肉七輪

焼肉十番 焼肉の竹伸 焼肉　秘苑 焼肉　若狭 弥助寿司

山のビストロ　Kamos ラーメン東 らぁめんＭＵＧＩ ラッキー酒場 RYU

流通菜館 隆豊 Luana The Bar レストラン　カゴメ レストラン　ビアンド

サービス業
アイ・一番代行社 HRC plus Mトラベル カラオケ歌いMAX カラオケステージ弁天

カラオケハウスジョーズ　北町店 カラオケハウスジョーズ　財光寺店 グローバルクリーン ジョイGarDen ジョイ永江店

ジョイfragrance ＳＯＮＥ 脱毛サロン　HALIM ディア　パリス 中西自動車販売

西日本観光 ネットジョーズ ハッコートラベル 日向サンパークテニスコート 日向シーサイドゴルフクラブ

フィットネス　ZONE HAIR SALON 滝 へあ＆めいく　はい・ちゃ～む ヘア　スリーディメンション ホリデー車検　日向

マキノ写真館 美々津カントリークラブ よもぎ蒸しサロン「Fairy drop」

タクシー
上日向自動車 HIMAWARI 柳田タクシー

ホテル・旅館
日向第一ホテル Pleasant日向 ホテルベルフォート日向 ホテルメリッサ日向 ホテル ルミエール日向

民宿　いずみ 民宿　船待 民宿　山の茶屋

その他
アイセック イーグルホーム 伊東冷熱工業 オークラ製作 おりなす建材

是沢印刷 ジェイズプラス 笑福舎 寺原畳工業 日髙建設

日向サンパークオートキャンプ場 藤屋印刷 マルミヤ本店 ミツイシ ラ・フィーネ　リ・セル

小売業（食品スーパー）
イオン日向店 うめこうじ日向店 Aコープひら店 コープみやざき　財光寺店 スーパーセンタートライアル日向店

スーパーセンタートライアル日向日知屋店 ながの屋　日向市駅前店 マルミヤストア富高店

小売業（その他）
旭マルヰガス　日向営業所 足にやさしい健康靴店　ARUKOU アタックス　日向店 Avail(アベイル)日向 植松エネルギーイオンタウン日向給油所

内山家具　日向店 ABC-MART日向財光寺店 エネルギア美々津SS オートバックス日向店 お菓子のゴローズ

カヤシマ 日向店 木村仏具店　 コスモス薬品　亀崎店 コスモス薬品　財光寺店 コスモス薬品　財光寺南店

コスモス薬品　日知屋店 コスモス薬品　都町店 コメリハードアンドグリーン日向店 シャンブル　日向店 シュープラザ　イオンタウン日向店

紳士服フタタ日向店 ドラックストアモリ 日向財光寺店 ドラッグストアモリ 日向日知屋店 ナフコ日向店 ハクジュプラザ財光寺店

ハクジュプラザ日向駅前店 バッグのあつた　イオン日向店 ビーライン　日向店 ファッションセンター しまむら 日向店 ファッションブランド タカヤマ 日向店

藤原酒店  日向支店 ポイント　日向店 ホームインプルーブメントひろせ 日向店 ホームワイド財光寺店 ほきた

マックハウス イオンタウン日向店 マツモトキヨシ日知屋店 マルセイ電器日向店 ミシンのホームランド日向店 ミスターマックス日向店

宮崎ヒューマンサービス 日向営業所 宮崎山形屋　ギフトショップ日向 メガネのヨネザワ イオンタウン日向店 メガネのヨネザワ　日向財光寺店 ヤマダ電機 テックランド日向店

ユニクロ　日向店 洋服の青山　日向店

飲食業
魚民　日向市西口駅前店 近江焼肉ホルモンすだく コメダ珈琲店　宮崎日向店 こんぺい亭　日向本店 ＴＨＥ　ＮＯＯＤＬＥ　ＳＨＯＰ

炭火焼肉ホルモン　ごん とろり天使のわらびもち　日向店 Beach Cafe fuego 桝元　亀崎店 桝元　日向インター店

ミスタードーナツ　イオン日向 モスバーガー　日向店 焼き鳥　のぶや 焼肉夾竹園　日向店 リンガーハット　イオン日向店

WaiWai焼肉じゅーじゅー

サービス業
イエローハット日向財光寺店 スタジオステップ　イオン日向店 諸石商事株式会社　塩見SS

タクシー
宮交タクシー　日向営業所 宮児タクシー　日向営業所

ホテル・旅館
THE　VILLA　SHARE　OCEAN　SIDE　KANEGAHAMA

その他
サンキューパーツ日向営業所

日向市プレミアム付商品券　利用店舗一覧　(50音順)

のみ利用可能

及び 利用可能店舗


