
倉寿し 飲食 スナック　キャッツアイ 飲食 珈琲田園 飲食

アーリオ 飲食 Ｇｒａｚｉｅ　ｄｉ　Ｃｕｏｒｅ 飲食 スナック　グレース 飲食 ととや三代目 飲食

（有）アイザワ家電 買物 ＧＲＡＶＩＴＹ 飲食 スナック　クローバー 飲食 すし・割烹　富田屋 飲食

暁代行 交通 グランディール 飲食 スナック　慶 飲食 ドリームス 飲食

赤湯観光タクシー 交通 ヘアーステーションコセキ ｻｰﾋﾞｽ スナック　ＣＯＺＹ 飲食 鳥忠 飲食

赤湯プロパン（株） ｻｰﾋﾞｽ
ミュージックバー
コミニュケーション

飲食 スナック　さくら 飲食 ホルモン焼　とんちゃん 飲食

アクア 飲食
サウンド・ムーヴィング・
ブルー

飲食 スナック　スーパーポテト 飲食 とん八　イオンタウン南陽店 飲食

ａｇｅＨａ 飲食 沙翁 飲食 スナック　７ 飲食
永井屋菓子店
マックスバリュ南陽店内

買物

あさひ代行 交通 酒井ワイナリー 買物 スナック　珠季 飲食 （有）長嶋酒店 買物

Ａｐｐｌｅ　ｃｈｉｅｅｋ ｻｰﾋﾞｽ 野生酵母Ｐｉｚｚｅｒｉａ桜丸 飲食 ｓｎａｃｋ　ＴＳＵＢＡＫＩ 飲食 （有）長門屋 買物

居酒屋　あらたまや 飲食
赤湯温泉やきにく屋
さくらんぼ

飲食 スナック　ディープ 飲食
ｆｏｏｄダイニング
和　-なごみ-

飲食

アロマ癒しのサロン
Ａｋａｙｕ

ｻｰﾋﾞｽ 山形和食　佐幸 飲食 スナック　ひかり 飲食
米沢牛のとろけるカレー
スパイスキッチン　成ス

飲食

アンジェラス 飲食 （有）佐藤魚店 買物 スナック　フィール 飲食 （株）肉の旭屋 買物

ＥＡＧＬＥ 飲食 （有）佐藤ぶどう酒 買物 スナック　マキ 飲食 食楽亭　旭屋 飲食

洋献和菜　イストワール 飲食 （有）山映 飲食 スナック　美穂 飲食 ニコニコ市場佐藤くん 買物

糸柳 飲食 三和　赤湯本店 買物 スナック　雅 飲食
南の陽だまり菓匠庵
錦屋　南陽店

買物

いもせ食堂 飲食 紫金園　須藤ぶどう酒 買物 スナック　みよん 飲食 Ｂａｒ　ＪＩＮＯ 飲食

囲ろ川 飲食 ６ＤＩＮＩＮＧ 飲食 スナック　ＭＡＹ 飲食 Ｂａｒ．ＧＥＭ 飲食

梅津商店 買物 炙場牛心 飲食 スナック　友～友（ゆ～ゆ） 飲食 ＢＡＲ　Ｄ 飲食

漆山果樹園 飲食 中華料理　聚福園 飲食 スナック　ラスティングピース 飲食 ＢＡＲ　Ｂｒｏｓ． 飲食

オステリア　エスト！ 飲食 小龍姫 飲食 スナック　Ｒｕｓｈ 飲食 ＢＡＲ　ＢＯＮＤ 飲食

寿司料理　恵比寿 飲食 居酒屋　志らせ 飲食 スナック　李紗 飲食 Ｂａｒ　Ｍｏｒｅ 飲食

エビス運転代行社 交通
（有）白いくも
南陽バイパス店

買物 スナック　ルドルフ 飲食 ＢＡＲ　ＲＡＧ　ＴＩＭＥ 飲食

置賜ツバメ石油（株）
赤湯温泉ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

ｻｰﾋﾞｽ （有）白いくも　本店 買物 Ｓｎａｃｋ　Ｒｅｎ 飲食 ハイら～めんデス　赤湯店 飲食

置賜ツバメ石油（株）
赤湯ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

ｻｰﾋﾞｽ じんだん本舗（株）大江 買物
ソアリングシステム
パラグライダースクール

ｻｰﾋﾞｽ
花街道
マックスバリュ南陽店

買物

置賜日通燃料（株） ｻｰﾋﾞｽ 陣八 飲食 ソウル　ソウル 飲食 パナック　きょうえい 買物

（有）大浦葡萄酒 買物 神保花店 買物 タウン補聴器 買物 パナック　ゴトウ 買物

大槻運転代行社 交通 すし海道　南陽店 飲食 髙橋商店 買物 パブ・ピーナッツ 飲食

ボデーショップ　オガワ ｻｰﾋﾞｽ 鈴木京染店 買物 赤湯Ｂａｒ　Ｔａｃｈｉｂａｎａ 飲食 ヘアフェイス　ハマダ ｻｰﾋﾞｽ

おしょうしな　美花 飲食 スナック　あかり 飲食 （有）辰巳屋牛肉店 買物 はまだ屋 買物

（有）小野燃料店 ｻｰﾋﾞｽ スナック　夜来香 飲食 ダンススタジオＡＢＩＫＯ ｻｰﾋﾞｽ 浜焼き　えぼし 飲食

カイロプラクティック施術院
グッドネス

ｻｰﾋﾞｽ スナック　聖夜 飲食 司寿司 飲食 樋口商店 買物

お料理　金田屋 飲食 スナック　いわて 飲食 辻タクシー　赤湯営業所 交通 焼き鳥　居酒屋　英 飲食

（有）金田屋魚店 買物 スナック　絵理 飲食 Ｔｅｚｏｒｏ 飲食 一好食堂 飲食

菅野鯉屋 買物 スナック　エルベ 飲食 ＤＵＲＡＳ 飲食 割烹　日の出 飲食

木村自動車鈑金 ｻｰﾋﾞｽ スナック　縁 飲食
豆富・おでん
ダイニングバー伝

飲食

　◆クーポンの利用期間は、宿泊日（チェックイン）から７日間です。
　◆クーポンの利用者記入欄（お住いの都道府県・市町村、性別・年齢）をご記入の上、期間内にご利用ください。

「ウェルカムなんよう」クーポン 利用可能店舗

南陽市緊急経済対策事業第１４弾［南陽市誘客キャンペーン事業］

【２９５店舗】 令和３年１０月１４日現在

→ 裏面に続く

【赤湯・中川】



和食処　ひらやす 飲食 ワイズ 飲食 やまばと観光ハイヤー 交通 新月 飲食

らーめん福 飲食 鷲コーヒー 買物 すきやき　花屋 飲食

手造り麺　ふたば 飲食 （株）青木自動車 ｻｰﾋﾞｽ 中国料理　蒼天 飲食

ふみよし 飲食 赤湯運転代行社 交通 麵屋　葵 飲食 髙岡染店 買物

（有）文進堂印刷 ｻｰﾋﾞｽ （株）アスヲ ｻｰﾋﾞｽ （有）赤間燃料商会 ｻｰﾋﾞｽ 髙橋呉服店 買物

ＢＥＯ－ｎｅ 飲食 安達屋（有） 買物 いちょうカフェ 飲食 髙橋自動車（株） ｻｰﾋﾞｽ

星精肉店 買物 喫茶・美容　あまんど 飲食 味登古呂　糸蔵 飲食 庭屋　多吉 ｻｰﾋﾞｽ

ほっともっと南陽赤湯店 飲食 あんず福祉タクシー 交通 （有）衣料の西牧 買物 とんかつ　竹亭 飲食

網焼きホルモン暴豚 飲食 石田農園 買物 理容室　いわや ｻｰﾋﾞｽ （有）辰巳屋呉服店 買物

桝屋商店 買物 ら～めんはうす　一楽 飲食 ヘアーサロン　ウルシヤマ ｻｰﾋﾞｽ タフスタッフ 買物

マルゼンスポーツ　赤湯店 買物 イル・レガーレ 飲食 （有）大江商事 ｻｰﾋﾞｽ 東陽電器店 買物

居酒屋　丸福 飲食 駅の駅　なんよう 買物 大竹園茶舗 買物 ドーナツスタンドｍａａｒｕ 飲食

丸森ストア 買物 からあげ小屋　ｈｉｄｅ 飲食 大竹精肉店 買物 時計宝石メガネの大友 買物

皆川酒店 買物 カレーやぽん太 飲食 おかしのアトリエＡｌｉｃｅ 買物 焼肉　友櫻 飲食

（株）皆川モータース ｻｰﾋﾞｽ 杵屋　赤湯駅前支店 買物 （有）オバタ靴店 買物 ドライブインひろ 飲食

菓子処　六味庵 買物 らーめん館　くめ 飲食 （株）家具のいいづか 買物 肉の花屋 買物

明月館 飲食 ＧＯＧＯ運転代行社 交通 カットハウス　カシワクラ ｻｰﾋﾞｽ ハイらーめんデス　宮内店 飲食

百福亭 飲食 ホルモン焼肉　治へい 飲食 片平南陽園 買物 パナック　ふくち 買物

森永牛乳赤湯湯町販売所 買物 西洋葡萄 飲食 加藤モータース ｻｰﾋﾞｽ 花のかめや 買物

山形清分　南陽店 買物 魚料理　たけ田 飲食 （株）カネタ髙橋青果 買物 （株）深澤鯉店 買物

山川屋 飲食 （株）竹田スーパー 買物 カワアイ設備 ｻｰﾋﾞｽ 花の店　文化園 買物

山口デンキ 買物 どんぐり屋 飲食 菊地酒店 買物 （有）前山塗装店 ｻｰﾋﾞｽ

結城酒店　赤湯温泉店 買物 中村自動車整備工場 ｻｰﾋﾞｽ 菊の園 飲食 まりや菓子店 買物

地酒蔵　ゆうき 買物 なごみ亭 飲食 杵屋　宮内本店 買物 丸三 飲食

赤湯温泉観光センター
ゆーなび　からころ館

買物 ＮＡＮＹＯ　ＢＡＳＥ ｻｰﾋﾞｽ （有）木村水道設備 ｻｰﾋﾞｽ マルシチ遠藤鮮魚店 買物

幸ひら 飲食
ファッションワールド
ニシムラ南陽店

買物 熊野大社　證誠殿 買物
マルシチ遠藤鮮魚店
（飲食部門）

飲食

ゆるりや 飲食
花のかめや
ヤマザワ南陽店

買物 スパゲッティリア　くれーぷ 飲食 マルゼンスポーツ 買物

洋品のアビコ 買物 早坂建築 ｻｰﾋﾞｽ くわばら花店 買物 まるひろ 飲食

夜サ恋　スナック 飲食 ヘアーサロン　あべ ｻｰﾋﾞｽ 小林時計店 買物 まるみや商店 買物

居酒屋　酔太朗 飲食 そば処　北条 飲食 サインボード．カズ ｻｰﾋﾞｽ 三浦屋 飲食

来々軒 飲食 （有）細谷自動車 ｻｰﾋﾞｽ 栄寿司 飲食 宮内南陽タクシー 交通

ラウンジ　ステップアップ 飲食 松田観光果樹園 買物
（有）佐藤鉄工所
（コハチカジヤ）

買物 （有）宮内ハム 買物

ラブドリーム 飲食 割烹　マルタ 飲食 ヘア　プレイス　さとや ｻｰﾋﾞｽ かあちゃんの店　森谷酒や 買物

ＲＥＮＴＡＬ　ＳＰＡＣＥ
Ｌａ－ＰＬＵＳ

飲食 （株）萬菊屋 買物 佐野書店 買物 やまいち商店 買物

ラム苑 飲食 みづき庵 飲食 花の店　サンフラワー 買物 （株）ヤマラクフーズ 買物

リップスティック 飲食 め組運転代行社 交通 ＢＳさんわ 買物 （株）横山肉店 買物

（有）赤湯ラーメン
龍上海　本店

飲食 酒井屋　茂出木商店 買物 ジェラートエン 飲食 中華飯店　楼蘭 飲食

Ｒｅｄ　Ｃａｒｐｅｔ 飲食 茂出木商店 買物 レストラン味処　四季彩 飲食 （有）渡部嘉久商店 買物

レッドドラゴン 飲食
食事処　八千代
（ドライブイン）

飲食 シューズハウスタフ 買物 ※ 順不同

問合先：南陽市商工観光課 TEL0238-40-8294

【沖郷・梨郷】

【宮内・漆山・吉野】


