
長崎市新しい生活様式に係るチェックシート受付簿 （令和3年2月10日時点）

カワチ精肉 西山３丁目３番１０号

i+Land nagasaki 伊王島町１丁目３２７７番７号

㈲山口石油産業福田SS 大浜町８５０番地

海と大地のめぐみ 京泊３丁目１９２９番４１号

大衆酒場あっぱれや 大黒町１１番１８号　宮下ビル１Ｆ

居酒屋ほおずき 大黒町７番１０号　渡辺ビル１Ｆ

ドレミ薬品大浦店 相生町１番１７号　メゾンド田中マンション 

クリーニングショップサニー 平間町１３５２番１号

太田商店  川原町 ２５２番１５号

東和ガス㈱ 界２丁目３番５号

九州自動ドアサービス㈱ 諏訪町８番３０号

リード靴店 万屋町３番１２号

焼肉　味楽園 鍛冶屋町２番１３号　吉田ビル

楽天モバイル長崎浜町店 古川町６番３９号　松尾ビル１Ｆ

HAPPY　PAN さくらの里２丁目１５番１号

焼き鳥うさぎ屋 浜町１０番８号　玉屋ビル地下１階

焼肉タイガー 油屋町２番４１号　山陶ビル１Ｆ

長崎カンツリー倶楽部 福田本町４４１番地

居酒屋赤酒た菜 鍛冶屋町７番１号　１Ｆ

向日葵亭 京泊２丁目９番３４号

からあげ醍醐味 家野町６番１０号

タチバナフロマージュ 栄町４番１７号

一瀬菓子舗 神浦江川町９５５番地

さいさき屋築町店 築町４番２４号

森産業交通株式会社（長崎自動車学校） 矢上町７番１１号

Bg－café ビージーカフェ  浜町１０番１０号

だいちゃんの店衣料館長崎東店 矢上町３５番地４号

COLOBECK WOMEN 茂里町１番５５号 　みらい長崎ココウォーク 2F

日本料理　清花和  船大工町２番１３号

侘助  千歳町１１番６号

エレナ上小島店 上小島２丁目４番４５号

ミスピカソ 茂里町１番５５号

和風レストラン海城 高浜町４１９８番地

DogCatista 浜町８番２９号

好文堂書店 浜町８番２９号

有限会社上海台所 千歳町１５番３号　1Ｆ

コメダ珈琲店長崎浜町店 浜町３番２０号

株式会社グランドハウス 住吉町１３番４号

さかな市場銅座店 銅座町１１番２号

Dining＆bar響 花丘町１２番２５号　内田ビル1Ｆ

ゆう 中里町１６８０番３号

理容紅皿 戸石町１７３９番２７号



EDEN 本石灰町５番１２号　アミティエ思案橋ビル２Ｆ

お菓子の店アリタ畝刈店  畝刈町１６１３番３１８号

有限会社マルイ商事（とれとれ旬家　新大工店） 新大工町４番１６号

料亭橋本 中川１丁目４番５号

村上眼科クリニック  新地町１０番１４号　中貿ビル３Ｆ 

株式会社浜の町コンタクト 新地町１０番１４号　中貿ビル２Ｆ

株式会社ブリスにしやま深堀店  深堀町１丁目１４５番２４号 

長崎中国貿易公司 新地町１０番１４号

有限会社京弥　鍛冶屋町本店 鍛冶屋町４番１３号

有限会社京弥　橋口町　加工センター 橋口町１６番１０号

シューズオオイシ滑石店 滑石５丁目１番２２号

shinbaレザースタジオ 西海町４７１５番２４号

長崎ヤクルト㈱長崎中央センター 樺島町2番2号

長崎ヤクルト㈱　深堀センター 末石町１５６番４号

長崎ヤクルト㈱　長崎西部センター  小瀬戸町１００６番５２号 

長崎ヤクルト㈱　浦上駅前センター 坂本１丁目１番１０号

長崎ヤクルト㈱　昭和町センター 千歳町１６番８号

長崎ヤクルト㈱　滑石センター 滑石５丁目９番１号

長崎ヤクルト㈱　城山センター 城栄町１３番１６号

長崎ヤクルト㈱　新大工センター 片淵２丁目７番２０号

長崎ヤクルト㈱　東長崎センター 田中町３６８番１号

長崎ヤクルト㈱　長崎南部センター 上戸町４丁目１３番２０号

グラバー園売店 南山手町８番１号　グラバー園内

わかすぎ鍼灸整骨院 豊洋台２丁目１番６号

コクミン銅座町店 銅座町５番７号

有限会社﨑石油店 長浦町２６０２番地

エディオン長崎本店 浜町２番３２号

有限会社長崎本舗長崎カステラ糖庵  畝刈町１６１３番地３９

TSUTAYAココアドバンス東長崎店  田中町２７９番２９号

くすりの元気堂 中町１番３１号１０２

（有）モリヤマ薬局  深堀町３丁目２８６番６号 

西じま内科クリニック 新地町８番１６号２Ｆ

呉服のすぎおか 桜馬場２丁目６番４号

日本料理　縁粋 銀屋町２番１２号

ベスト電器長崎夢彩都店 元船町１０番１号　夢彩都３階

マックハウスコレスポ福田WEST  小浦町７１４番８号 

株式会社コクラヤ眼鏡店東長崎店  田中町８２１番地

ビストロ　ゲルニカ  鍛冶屋町 ６番５号　光風堂ビル２階

レストランロータス 曙町３９番３８号 

稲佐山温泉ホテルアマンディ 曙町３９番３８号 

株式会社京華園 新地町９番７号

おやど紀伊国屋五島町 五島町７番１８号菱工ビル４Ｆ　５Ｆ

長崎北部産業株式会社 住吉町１５番１号



Cut House Resto 築町１番７号

くすりのあぜくら 滑石５丁目１番１５号

きのした化粧品 平和町５番５号

株式会社中嶋屋本店 築町４番２号

Felisi長崎 浜町８番１１号　Ｙ.Ｔビル　１階

BEAMS WOMEN 浜町８番11号 1F・2F

BEAMS 浜町８番11号 1F・2F

マルキョウ横尾店 横尾２丁目１３番３２号

ペンギン薬局 中小島２丁目４番２８号

ひかり町薬局  曙町３番１０号

チョコレートハウス加加阿伝来所 諏訪町７番６号

チョコレートハウス㈱チョコレート工場 魚の町6番22号　吉田ビル１F

洋服の青山長崎松が枝店 松が枝町５番２８号

焼とり鳥っとっと住吉店 花丘町１２番２号

太幸園  千歳町１１番６号イワイビル２階 

うらかわ酒店 エミネント葉山町４番１０号

マックハウスフレスポ深堀店 深堀町１丁目１４５番２２号

隠れ家嘉悦 岩川町５番１１号

大阪屋浜町店 浜町１１番１１号　１Ｆ

山崎ミネ酒店 蚊焼町１６４２番地

アズ・オリジン 浜町8番31号　浜んまちビル２階

長崎バスターミナルホテル 新地町１番１４号

リーガルシューズakaみらい長崎ココウォーク店 茂里町１番５５号

ARESTA整骨院 葉山１丁目６番１０号　西友道ノ尾店

ドコモショップ長崎ラッキーボウル店 大橋町２５番３号

COLDBECK（コールベック）  茂里町１番５５号 

お菓子の店アリタ浦上店 目覚町５番２３号

お菓子の店アリタ出島店 江戸町２番３０号

ほっともっと西山店 西山２丁目８番８号

松崎酒米店 滑石６丁目１番２２号

新鮮食彩市むら  かき道１丁目１番３４号

㈱MARUBENI 金屋町９番３１号

長崎卓袱浜勝 鍛冶屋町６番５０号

ホンダトリーム長崎 田中町５８１番３号

白水堂思案橋本店 油屋町１番３号

白水堂メルカつきまち店 築町３番１８号　メルカつきまち

㈲セブンタクシー 深堀町５丁目２３８番地

和風喫茶志らみず  油屋町１番３号 

居酒屋大黒さん 大黒町１２番３号

カネコ酒店 ダイヤランド１丁目２９番１８号

RACORAL（ナガサキマジェンタ100） 諏訪町９番２号２

㈲森内酒店 大黒町１２番３号

百花苑 新大工町５番３０号



オオタ調剤薬局 昭和１丁目１０番３２号

Salire（サリア） 茂里町１番５５号

フィットネス＆リラクゼーションReborn 浜町８番１３号　 仲見世8番街4階

シューズオオイシ　飽の浦店 飽の浦町１番５７号

㈱中山洋行 新地町１３番９号

Italian&Sweets Muggina 鍛冶屋町５番７７号 ジェネラス出来大工町 崇福寺通り

富士見町大場酒店 富士見町２０番２２号

自由亭喫茶室 南山手町８番１号グラバー園　長崎伝統芸能館内  

とんかつ文治郎　旭町店 旭町８番２６号

とんかつ文治郎　東古川町店 東古川町４番３号

有限会社平尾商事 平間町９３９番７号

喜一 千歳町３番１号 　クレストインチトセ１０１

中華屋 竹林 栄町１番２号　 尾上ビル

美容室ミモザ平和町店 平和町１０番１７号

和風茶屋　川徳 田中町２８０番１号

悠苑 田中町２８０番１号

長崎茶寮　川徳 田中町２８０番１５号 

上野町薬局 上野町１番２号

スペースクリエイションウィンズ 浜町１番７号　安達ビル1F

㈱ ベスト電器 New南長崎店 磯道町３７番５号

兼子漁具（株） 京泊２丁目７番２２号

デイサービスセンター ぴーすけあ・滑石 滑石５丁目１番２２号

流行人ＢｏｏＭｅｒ　楽天市場店 新中川町６番９号

ZAKANAKA滑石店 滑石５丁目１番２２号滑石ショッピングセンター２Ｆ

大阪屋 浜口本店 浜口町９番１２号 浜口ビル

日本料理山海野 古川町６番３２号

永電エンジニアリング 平和町１番１２号

牛角長崎思案橋店 油屋町２番２号

アイプラス 浜町７番１５号１Ｆ

珈琲家 平和町４番１５号

長崎県物産館 大黒町３番１号　県営バスターミナル２階

漁師飯 なかざき 茂木町２１８８番１３号

和風すなっく・バーのんのか 本石灰町３番１３号　延寿ビル１Ｆ

３番１３号　延寿ビル１Ｆ 幸町６番１０号　古賀ビル１Ｆ

石橋蒲鉾店　本店 新地町８番８号

石橋蒲鉾店　メルカ築町店 築町３番１８号　メルカつきまち

（株）浜喜屋 戸石町１３１７番１号

エディオンマツカワ店 滑石５丁目１番２２号滑石ショッピングセンター

横尾商店 戸石町１６７７番地

中村薬局　ハヤマ店 葉山１丁目２８－１

ドラッグエンゼル 平和町 ５番２３号　深堀ビル１階

ユニクロ　夢彩都店 元船町１０番１号

ＴＨＥ　ＲＥＬＡＸ　ＳＡＬＯＮ 大黒町３番１号　県営バスターミナルビル５Ｆ



ＴＨＥ　ＲＥＬＡＸ　ＳＡＬＯＮ　Ｅｌｅｇａｎｃｅ  大黒町１０番１０号　ＫＯＫＯＲＯビル７Ｆ

松翁軒　滑石店 滑石５丁目１番２２号 

ココカラファイン　滑石店 滑石５丁目１番２２号　 バリューセンター1階

㈱セリア　滑石店 滑石５丁目１番２２号 

紳士服フタタ　稲佐店 梁川町６番１８号

中華料理西湖 新地町９番１０号

コスタコート　夢彩都店 元船町 １０番１号

HAPPIEL Hair Se Ⅱ 滑石5丁目１番２２号 

葉山珈琲　長崎オランダ通り店 大浦町５番４２号

ＴＩＶＯＬＩ 滑石５丁目１番２２号　滑石ショッピングセンター

松永海産 滑石５丁目　１番２２号 　バリューセンター

公立学校共済組合長崎宿泊所　ホテルセントヒル長崎 筑後町４番１０号

有限会社　古賀タクシー 戸町２丁目１７３番地５２

株式会社ポイントタクシー 戸町２丁目１７３番地５２

有限会社安全タクシー 戸町２丁目１７３番地５２

有限会社スワン自動車工業 出雲２丁目１５０番２９号

安全陸上輸送協同組合 

新地の花火屋錦昌號 新地町１２番７号

和風すなっく・バーのんのか 本石灰町３番１３号　延寿ビル１Ｆ

La Luise 元船町１０番１号

メガネのアイガン　長崎滑石店 滑石５丁目１番２２号　滑石ショッピングセンター

ホワイト急便パールドライ石橋店 相生町１番１７号

ホワイト急便パールドライ魚の町店 魚の町２番４号

ホワイト急便パールドライＳ東美店 浜町１番２２号　Ｓ東美地下１Ｆ

ホワイト急便パールドライ五島町店 五島町７番１３号

ホワイト急便パールドライシーボルト通り店 桜馬場１丁目１０番１６号　スペリアビル１Ｆ

ホワイト急便パールドライジョイフルサン江川店 江川町２３２番地

ホワイト急便パールドライ新地店 新地町１２番９号　ＳＫビル１Ｆ

ホワイト急便パールドライ新戸町3丁目店 新戸町３丁目１７番２５号

ホワイト急便パールドライ築町店 築町３番１８号　メルカつきまち

ホワイト急便パールドライ長崎駅前店 大黒町８番７号

ホワイト急便パールドライ浜町店 銅座町１４番８号

ホワイト急便パールドライ深堀店 市深堀町１丁目１４５番１０号

ホワイト急便パールドライ本社前店  弥生町 １番２３号

ホワイト急便パールドライまるたか矢の平店 矢の平４丁目３３９番１号

ホワイト急便パールドライ丸山店 丸山町１番１号　角海老ビル１Ｆ

ホワイト急便パールドライ星取工場店 星取２丁目３番２１号

ホワイト急便パールドライ泉店 泉３丁目２番３４号

ホワイト急便パールドライ扇町店 扇町１２番７号

ホワイト急便パールドライ清水町店 清水町１１番１号

ホワイト急便パールドライ城栄町店 城栄町２０番１号

ホワイト急便パールドライ住吉店 住吉町４番２５号

ホワイト急便パールドライ宝町店 宝町８番１２号



ホワイト急便パールドライ滑石店  滑石３丁目１９番１５号 

ホワイト急便パールドライジョイフルサン住吉店 中園町７番地　ジョイフルサン住吉２Ｆ

ホワイト急便パールドライダンクユー滑石店 滑石５丁目１番１５号

ホワイト急便パールドライバリュー戸石店 戸石町１３１７番１号

ホワイト急便パールドライ 矢上店 平間町３０９番３号

中央橋コンタクト・メガネ 銅座町６番１９号　佐々木ビル１Ｆ

ヒューマン・ネットワーク 勝山町３７番地　３階

中華料理王鶴 新地町１２番３号

テラスレストラン　ハイドレンジャ（ホテルニュー長崎１Ｆ） 大黒町１４番５号　ホテルニュー長崎

日本料理　錦茶房（ホテルニュー長崎２Ｆ） 大黒町１４番５号　ホテルニュー長崎 

バー　ムーンライト（ホテルニュー長崎２Ｆ） 大黒町１４番５号　ホテルニュー長崎

中国料理　桃林（ホテルニュー長崎１３Ｆ） 大黒町１４番５号　ホテルニュー長崎

ホテルニュー長崎 大黒町１４番５号

太田健康堂薬局 文教町５番２４号

おしゃれハウスかつもと 諏訪町５番１２号

タナカヤ 浜町８番３０号

松尾理容所 岩川町２番１８号

味美屋 平和町５番２６号

ダイコー青果 平和町５番２６号 　山里観光市場

吉谷鮮魚店 平和町５番２６号

田川精肉店 平和町５番２６号

辻鮮魚店 平和町５番４号　山里観光市場内

西川商店 平和町５番４号

ワインショップもりなが 籠町８番３５号

愛花夢葉山店 葉山１丁目１３番１号

ガレージＫ 田手原町３８１番１号

㈱親和銀行 平和町支店 平和町５番２５号 弘誠ビル

おしゃれの店博多屋滑石店 滑石５丁目１番２２号　滑石ショッピングセンター

ハンズ１０６　夢彩都店 元船町１０番１号

フルーツショップＬａ・Ｆｒｕｔａ（ラ・フルータ） 葉山１丁目６番１０号　西友道ノ尾店

B-THREE BLD. by SHINJU INTERNATIONAL 万屋町５番４０号

牛島パーキング 栄町３番１０号

Bremari 南越町１９１番１号

ディスカウントドラッグコスモス福田店 小浦町７１４番８号

はち蔵 梅香崎町１番１１号　ベルメゾン１Ｆ

パティスリー・フェリーチェ 滑石店 滑石５丁目１番２２号

リトルアクト 鍛冶屋町６番２３号　グリーンビル１階

二代目はまたに食堂 葉山２丁目４番３号

ダンスブティックパール 岩川町３番４号　トモノビル２Ｆ

ディスカウントドラッグコスモス京泊店 三京町６４６番３３号

TeaWay ティーウェイ 夢彩都長崎店 元船町１０番１号　 ゆめタウン夢彩都地下1階

V-VAREN PORT　浦上店 目覚町４番２号　ＬＯＢＢＹ　ＢＬＤ　２Ｆ

お茶の山口園 滑石店（滑石ショッピングセンター内） 滑石５丁目１番２２号



ぜに屋浜町店 浜町８番１３号　 仲見世八番街 1F

長崎銀行 戸石支店 戸石町１７３９番６号

元気野菜直売所のんのこ 滑石５丁目１番２２号　滑石ショッピングセンター

有限会社シマダ果実店 相生町３番１号

リフレッシュマッサージ　あんも　ココウォーク店 茂里町１番５５号

カメラの城島 浜町店 浜町５番１１号

ヒマラヤ　南長崎店 磯道町３７番５号

EVE 滑石５丁目１番２２号　滑石ショッピングセンター内

海鮮市場長崎港駅前店 大黒町７番４号

お好み焼き　ちくば 小峰町７番１０号

elieje 滑石５丁目１番２２号

有限会社オート東長崎 田中町１６０番１号

海鮮料理わかすぎ 戸石町６８１番２９号

バルーンショップゆめの色 小江原5丁目9番1号

ペットハウスハピネス 大山町８５番１号

Asante・Sana 住吉町２番１４号 住よし舘 ２F

ABC-MART みらい長崎ココウォーク店 茂里町１番５５号 みらい長崎ココウォーク

洋菓子のルフラン 富士見町２番２１号

株式会社近畿日本ツーリスト九州　長崎支店 江戸町６番５号　江戸町センタービル８階

はた仏具店 浜町１１番１４号

ギャラリーメモリア長崎 鍛冶屋町１番１０号

やましん水産 野母崎樺島町１７９０番８号

センター薬局 滑石５丁目１番２２号

酒菜所　のさ庵 鍛冶屋町６番５４号

株式会社ミスターマックス長崎店 岩見町２６番１号

岩永梅寿軒 諏訪町７番１号

MeI's 本石灰町３番１３号延寿富田ビル　１０２号

ファミリーマート長崎田中町 田中町２７９番２４号

いけす料理 肥前屋 網場町４８７番地

うどん・きしめん川瀬 銅座町１３番１３号　サンライトビル１階

TeRAYA 大浦町５番３８号　藤川ビル１Ｆ

ファミリーマート大浜店 大浜町１５９４番１４号

エレナ 三和店 布巻町９９７番地

村上矯正歯科 千歳町２番１８号

LUCK 油屋町　３番３号　桑原ビル１Ｆ

創作料理 kasumi 琴海戸根町２４０番２号

サーティワンアイスクリーム ゆめタウン夢彩都店 元船町１０番１号 ゆめタウン夢彩都ＢＦフードコート

フルーツいわなが 平和町９番８号

そえじま歯科医院 滑石５丁目１番２２号

日本料理 更紗  万屋町１番２１号　林田ビル２階 

季舟屋 浜口町１２番１２号

山添髪店 中里町１６１６番１６号

炭火焼鳥　虎 千歳町２１番８号トラズビル１Ｆ



味処　おとみ  岩川町 １３番５号浦川ハイツビル１階

御喜楽倉庫 花丘町９番１８号

BLUEPRINT 元船町１６番１４号

文明堂総本店　本店 江戸町１番１号

文明堂総本店　新大工店 新大工町２番１８号

文明堂総本店　南山手店 相生町９番１７号

文明堂総本店　住吉店 住吉町７番１号　１Ｆ

文明堂総本店　平和公園店 岡町８番２８号

文明堂総本店　駅前店 大黒町６番１号

文明堂総本店　ホテルニュー長崎店 大黒町１４番５号　１Ｆ

文明堂総本店　浜町店 浜町８番２７号

文明堂総本店　観光通店 浜町６番３０号

岩崎本舗　浜町観光通り店 浜町５番９号

プリントショップ　プリオ 樺島町８番７号　フェニックスハイツ樺島１階

アージョ　葉山店 葉山１丁目１０番３号　下屋敷ビル１Ｆ

錦薬局 小江原２丁目５番１号

宗歩 浜町５番１４号　３Ｆ

富喜寄 浜口町１０番５号アブ・アルトマンション１階Ｂ

焼肉廣 為石町２５２４番地

しまさき歯科医院 為石町２５２４番地

長崎みなみ整骨院 為石町２５２４番地

峰衣料品店 為石町２５０５番８号

美容室アイヴィー 為石町２５２４番地

Ｔｏｙ　Ｂｏｘ 為石町２５２４番地

ヴァンサンカン美容室 五島町２番１７号

朝市食堂ＨＡＧＥＭＡＲＵ 野母町２１９２番地

お食事処　やまさき 茂木町１５９７番地 

アイクロック ココウォーク長崎店 茂里町１番５５号 みらい長崎ココウォーク 2F

Archu & Putica 泉1丁目12番8号

岩崎本舗　西浜町店 銅座町３番１７号

林檎館 城栄町１２番１１号

da Nobo 諏訪町５番３号

Roost Coffee Roaster 中園町 7番10号

たけみつ歯科口腔外科 平和町１１番２号 エステート・モア 平和公園

三田村呉服店 浜町８番３７号

ヤマザキＹショップ 西山店 西山２丁目９番７号

ハニー・ビー 住吉町３番２０号

ネイルショップ ラ・フラ 住吉町２番２６号

pーｎａｉｒ　CО．

IRISH PUB NAGASAKI 大黒町２番１号　アパホテル長崎駅前店１Ｆ

長崎県美術館　ショップ 出島町２番１号美術館　カフェ

長崎県美術館　カフェ 出島町２番１号美術館　ショップ

ドコモショップ東長崎店 かき道１丁目３１番５号



食事処　利 戸石町１３００番１号

一○香 茂木町１８０５番地

Hauoli hair works 大黒町８番５号　４階

大衆割烹　麻寿喜 元船町１１番２２号

サックスバーギャラリー夢彩都店 元船町１０番１号

梅の花 築町３番１８号 メルカつきまち２F

岩崎本舗グラバー園店 南山手町２番６号

㈲今里商事（ほっともっと深堀店） 末石町３７０番１６号

長崎市浦上百貨センター 協同組合 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

プリザーブドフラワーアレンジメント Halulu 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

うみのこえ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

フラワーＭａｒｉ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

aiiro かき氷専門店 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

アガサ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

フルラージュ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

癒しの広場 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

雑貨屋野田 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

浦上チャンスセンター 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

ファッションショップ愛 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

手作りアクセサリー&雑貨パットちゃん 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

リーム 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

足もみ専門店ＳＯＫＵＲＡＫＵ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

若松商店 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

キッチン・ママ 英商 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

ブティックさなえ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

カラオケスナック雅代 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

もつ鍋酒場もつモツ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

韓国料理 明洞 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

ディランディラン 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

寿し政 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

カラオケスナックマユミ 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

カラオケかいろず 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

箱根そば 川口町５番１号　長崎市浦上百貨センター(協)

焼肉竹林　南長崎店 江川町３８０番７号

焼肉竹林　大橋店 大橋町２５番６号

焼肉竹林　ララプレイス愛宕店 愛宕４丁目１８番２０号ララプレイス愛宕３Ｆ

PIESSA(ピエッサ) 万屋町 ３番１９号

美容室shin 万屋町６番２４号　津崎ビル２階

パンとコーヒーのお店　　小さな丸い好日 出来大工町１０番　大和ビル１Ｆ

おにぎり工房ばってん 元船町１５番５号　桃華園ビル１０１

京寿司 昭和１丁目１０番１５号

ウシジマ靴店 住吉町 １番１２号

菊村ふとん店 田上２丁目８番１４号



くさの書店　住吉店 中園町６番１９号

スポーツクラブ ルネサンス 長崎ココウォーク 茂里町１番５５号　 ココ ウォーク内 4F

フェスタ・南長崎店 磯道町１１３番１号５０

桃源洞 籠町８番３３号

串揚げ居酒屋　秋彩 銅座町１１番８号村内ビル２Ｆ

酒菜屋ながれ 万屋町５番２６号　恵風ビル２階

franpa 葉山１丁目３８番６号

やきとり道場本店 浜口町　１１番２号

リカーショップ光風台 鳴見台１丁目２５番３号　ダンクユ光風台店内

Vin Bie 滑石３丁目５番２９号

からあげ大吉　長崎店 千歳町１１番１２号前川ビル１F

五島産業汽船㈱ 元船町１７番３号長崎港ターミナルビル２階

TeaWay ティーウェイアミュプラザ長崎店 尾上町１番１号アミュプラザ長崎１Ｆ

海鮮居酒屋ワンピース 浜口町１０番１５号松尾ビル

肉バルOsakaya 万屋町５番２６号１階

坂本屋 金屋町２番１３号

洋服の青山東長崎店 かき道１丁目１番７号

楊家菜房　翠獅庭 新地町９番８号

ラッキーグループ 大橋町６番２５号

蒲原タクシー株式会社 西山４丁目５４７番地３

有限会社林田タクシー 弥生町７番３７号

中央タクシー有限会社 浜平１丁目１番３号

アットマーク 清水町７番１７号

ホームプラザナフコ南長崎店 竿浦町８９０番１号

れすとらん沙月 寄合町３番４３号

ホルモン清香園住吉 千歳町１１番９号

キングタクシー株式会社 光町２番２号

中嶋屋本店夢彩都店 元船町１０番１号夢彩都内地下

株式会社琴海タクシー 三京町６４６番２９号

有限会社平和タクシー 三京町６４６番３０号

ダイソーエレナ日見店 宿町３番１７号

ホテルJALシティ長崎中国料理桃苑 新地町1番10号ホテルJALシティ長崎2F桃苑

丸友商事株式会社 中町５番２３号

文治郎浜口店 浜口町２番１３号　1F

有限会社篝屋 万屋町２番２３号　1F

平和食堂 葉山1丁目３４番１号

大川龍家具店 松山町３番９３号

花のあかせ 桶屋町５２番　１階

キャトルフィール 樺島町８番４号　松栄ビル２階

つばきグリル 中里町１５７１番４号

ラフィネゆめタウン夢彩都店　 元船町１０番１号　 ゆめタウン夢彩都 2階

楽々癒し体ソレイユ 賑町7番20号　 いろはビル2F

和味とく永 岩川町１４番６号 山王ハイツ 1階



洋食中村屋 恵美須町２番１０号　 にしやま恵美須町ビル1A

柴原商店 戸町４丁目１番７号

福来魚 興善町４番１６号

金星堂薬膳茶Lab 築町４番２５号　 2F

創彩酒膳　風と月 東古川町１番１１号　 1Ｆ

(株)ルネサンスルネサンス長崎ココウォーク 茂里町1番５５号　4F

(株)テンガイ　フェスタ南長崎店 磯道町１１３番１－５０号 フェスタ・南長崎店

女神大橋商工会 新戸町1丁目３０-２６

ライオンズタワー新大工町マンションギャラリー 桶屋町６１番地

ソリレス 江戸町４番１０号Mビル2F

セガみらい長崎ココウォーク 茂里町1番５５号　５F

庄屋ターミナルホテル 新地町１番14号

Cut House CABELOS 矢上町２番９号1F

長崎の猫雑貨nagasakin-no-neko 栄町６番７号

㈲井上印房 興善町４番１８号

食彩処かつやま 勝山町１３番地

長崎市新三重漁業協同組合活魚センター 三重町３４８番７号

㈱カイダ・アイフルケア 大井手町３２番地

松下美容院 古賀町８５８番地

ハウスオブドッグス 桜馬場１丁目

居酒屋酒庫ら 万才町４番１５号

長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館孫文・梅屋庄吉ミュージアム 松が枝町4番27号

kanade 恵美須町7番21号

美容室インパレット 矢上町35番14号

みさき駅さんわ 布巻町88番1号

食事処キッチン女神 戸町4丁目31番15号

㈱犬屋猫屋 西山4丁目552番1号

居酒屋・海鮮まつなが 大黒町８番３号

お好み焼き　ふじよし 魚の町３番２２号

PCDEPOT 長崎店 立岩町４番１号

山口仕出店 万才町１０番１２号

ANAクラウンプラザホテル　長崎グラバーヒル　レストラン潤慶 南山手町１番１８号

ANAクラウンプラザホテル　ラウンジトレビ 南山手町１番１８号

ローソン長崎賑町店 賑町７番１１号

Bar　Nagata 銅座町　１１番４号　七福ビル3F

ダ・コール 船大工町1番14号

(有)観月 脇岬町3628番地5

ミスタードーナツＪＲ長崎ショップ 尾上町1番1号

ケンタッキーフライドチキンＪＲ長崎ショップ 尾上町1番1号

シアトルベストコーヒーＪＲ長崎ショップ 尾上町1番1号

ミスタードーナツ長崎Ｓ東美ショップ 浜町1番22号

ケンタッキーフライドチキン東長崎店 平間町９２５番地1

ケンタッキーフライドチキン浜町中央店 浜町７番４号



すし処小吉 銅座町６番８号


