
【本渡 】

宿 ホテルアレグリアガーデンズ天草 天草市本渡町広瀬996 0969-22-3161

宿 天草プラザホテル 天草市栄町4-8 0969-23-5511

宿 栄美屋旅館 天草市古川町1-5 0969-22-3207

宿 和み宿新和荘　海心 天草市港町11-19 0969-22-3653

宿 ホテルサンロード 天草市南新町１−５ 0969-24-1100

宿 プラザホテルアネックス 天草市太田町16-1 0969-23-3000

宿 プラザホテルベルメゾン 天草市太田町17-3 0969-23-3000

宿 天草プリンスホテル 天草市東町92 0969-22-5136

宿 アマクササンタカミングホテル 天草市亀場町亀川74-3 0969-22-0100

宿 エコホテルアシスト 天草市亀場町亀川135-1 0969-33-7700

宿 歩夢の宿 天草市川原新町145 0969-33-9052

宿 ビジネス民宿パール 天草市太田町6-10 0969-23-4700

宿 ホテル河丁 天草市志柿町7102-1 0969-23-7261

宿 ビジネスホテル 花乃月 天草市大浜町17-13-2 0969-22-7575

宿 花月 天草市大浜町17-15 0969-23-1459

食 kona kona Café 天草市本渡町広瀬176-5 0969-23-7788

食 釜焼き鳥本舗 おやひなや 天草市東浜町10-1 三貴ビル1F 0969-66-9575

食 茶寮やまと家 天草市栄町5-18 0969-23-5431

天草プラザホテル１F

オーキッドカフェ

食 海の幸 ひらはた 天草市古川町12-21 0969-23-1811

食 いけすやまもと 天草市南新町10-11 0969-23-2103

プラザホテルアネックス１F

和食茶屋 花大路

プラザホテルアネックス９F

カジュアルレストラン ピアナイン

食 福伸はなれ利久 天草市東町45 0969-22-7277

食 肉専門のレストラン ビーフヤヒロ 天草市東町25-2 0969-23-5840

食 レストラン　ハニー 天草市瀬戸町72 0969-22-3737

食 牛角天草店 天草市中村町8-13 0969-22-1550

食 丸高 天草市中央新町12 0969-23-4728

食 パスタハウスTEN 天草市東町16-4 0969-22-0168

食 天草蕎麦処苓州屋 天草市東町48 0969-22-9966

食 語らい里居酒屋あまくさ村 天草市栄町10-36 0969-24-1600

食 ヤキトリマン 天草市南町2-30 0969-22-6640

食 志みず創彩 熊本県天草市船之尾町５−５ 0969-66-9226

食 天草市栄町4-8 0969-23-5511

食 天草市太田町16-1 0969-23-3000

食 天草市太田町16-1 0969-23-3000

天草観光商品券（５００円）使用可能施設一覧



食 賀茂川 天草市北原町1-33 0969-23-4775

食 天草食堂ＧＯＥＮ 天草市中央新町19-6 0969-66-9881

食 伊勢元 天草市南町2-6 0969-23-5374

食 天草炉ばた ぼんぼ 天草市大浜町15-8 0969-22-3716

食 居酒屋蔵 天草市中央新町2-9 0969-22-1318

食 花むら 天草市大浜町9-22 0969-24-1458

食  亜壽多 天草市船之尾町6-7 0969-23-3113

食 麺や一紅 天草市本渡町広瀬140-10 0969-23-9027

食 まくろびカフェひより 天草市東町50-1 0969-22-2798

食 居酒屋りょう 天草市中央新町22-10 0969-22-1230

食 トラットリア ヴィア・チェントロ 天草市南新町4-5 江崎ビル1F 0969-24-8288

食 天草大王　地鶏のたぐち 天草市諏訪町7-6 0969-24-1100

食 picasso 熊本県天草市南新町３−８ 0969-66-9595

食 しゃぶしゃぶわたなべ 天草市中央新町9-9 0969-24-8415

食 スナックヤングレディー 天草市南新町４－１２ 0969-22-0133

食 居酒屋花太郎 熊本県天草市中央新町９−１６  0969-23-4643

食 とんかつの大富士 天草市太田町16-23 0969-22-4628

食 お魚食堂　将吾 天草市亀川町亀川1886-12 0969-66-9156

食 華暦 天草市北原町２−４ 0969-66-9687

食 髙良寿司 天草市中央新町6-16 0969-22-2318

食 新日本料理 鮨 かわ島 天草市船之尾町9-22-7 0969-24-3992

食 創作料理　楓香 天草市亀場町亀川135-1 0969-22-0078

食 さしみ屋河丁 天草市志柿町7102-1 0969-23-7261

食 本格炭火焼肉吉田 天草市中村町23-20 0969-24-2984

食 来々軒 天草市今釜町８−２９ 0969-22-2493

食 藤家 天草市中央新町2-16 0969-24-2500

食・売 海老の宮川 亀川店 天草市亀場町亀川1886-24 0969-23-0699

食・売 まるきん 天草市中央新町11-10 0969-22-2727

食・売
（株）エルフルールフラワーショップたま
き・はなカフェ淳花

天草市中村町5-16 0969-22-1801

食・売 ミスタードーナツ天草本渡ショップ 天草市北原町5-30 0969-27-7011

小売 木原都堂 天草市東浜町24-2 0969-22-2385

小売 松下蒲鉾店 天草市船之尾町2-20 0969-22-2219

天草市栄町7-34

サンリブ本渡店内1F

小売 お菓子のみつみ 諏訪町店 天草市諏訪町11-11 0969-22-2625

小売 菓子工房えすぽると 天草市佐伊津町2140-8 0969-23-6827

小売 アートFLASH（ゆかりや） 天草市本渡町本泉173-3 0969-23-7220

小売 お菓子のみつみサンリブ店 0969-22-1373



小売 お茶の松下園 天草市北原町5-45 0969-22-4551

小売 あまくさ農業協同組合 天草市太田町1-2 0969-22-1100

小売 天草とれたて市場 天草市瀬戸町2-1 0969-32-6888

小売 玉木商店 天草市中央新町17-3 0969-22-2032

小売 丸尾焼 天草市北原町3-10 0969-23-4560

小売 パティスリー　メール・ドゥース 天草市本渡町広瀬229-6 0969-22-6623

小売 本渡五和農業協同組合 天草市南新町９番地２２ 0969-23-2231

小売 本渡五和農業協同組合本渡東支店 天草市瀬戸町１ー１ 0969-22-3311

小売 本渡五和農業協同組合本渡西支店 天草市亀場町亀川１８０９－３ 0969-22-3215

小売 本渡五和農業協同組合本渡南支店 天草市南新町９ー２２ 0969-23-2233

小売 本渡五和農業協同組合本渡北支店 天草市八幡町１－２０ 0969-22-4175

小売 営農物流センター 天草市楠浦町８０－１６ 0969-23-3050

小売 グリーントップ本渡 天草市八幡町１－２６ 0969-24-1516

小売 すわや菓舗 天草市栄町15-26 0969-22-3517

小売 うに豆総本家豆福 天草市大浜町11-12 0969-22-4168

小売 (有)山田屋精肉店 天草市南新町13-16 0969-22-2983

小売 有限会社松下仏具店 天草市大浜町10-21 0969-22-2258

小売 イソップ製菓 天草市志柿町２７１３ 0969-23-2185

小売 スイーツラボボングー 天草市太田町21-14 0969-23-3711

小売 ほりぞえ芳香園 天草市中央新町2-16

レジャー 熊本ダイビングサービスよかよか 天草市瀬戸町15-2 090-7291-0661

レジャー 天然温泉 ペルラの湯舟 天草市本渡町広瀬996 0969-23-2626

レジャー 本渡温泉センター 天草市瀬戸町1-1 0969-24-2181

レジャー WAVE ACT 天草市城下町6-29-101 0969-24-5144

レジャー 天草ぐるっと周遊バスAコース 天草市南新町6 0969-22-5234

レジャー 天草ぐるっと周遊バスBコース 天草市南新町6 0969-22-5235

交通 パールタクシー 天草市今釜新町3538 0969-23-2244

交通 (資) 下門石油店 港町給油所 天草市港町4-16 0969-22-3006

交通 本渡港タクシー 天草市港町1-8 0969-23-3111

交通 絆タクシー 天草市南新町9-9 0969-22-1919

交通 産交ポニータクシー 天草市港町18-5 0969-23-3131

交通 幸運車 天草市南新町9-9 0969-22-1900

交通 トヨタレンタリース熊本天草店 天草市八幡町3-9 0969-23-0100

交通 天草タクシー（株） 天草市中央新町4-1 0969-22-2171

その他 熊本旅行㈱天草デスク 天草市今釜新町3486 0969-27-0085

その他 マツヤスポーツ 天草市栄町6-13 0969-23-2349

その他 天草民報社 天草市北原町1-39 0969-22-3391

その他 株式会社浜本商会 天草市小松原町10-17 0969-23-2323



その他 九州産交ツーリズム㈱天草旅行センター 天草市南新町６ 0969-24-3151

宿 民宿生吉 天草市五和町二江348-1 0969-33-1885

宿 民宿　竹内 天草市五和町二江2683 0969-33-0226

宿 光浜荘 天草市五和町鬼池5084-5 0969-32-0034

食 お食事処マリン 天草市五和町二江4769-2 0969-33-0709

食 幸寿司 天草町五和町二江4806-1 0969-33-1644

食 珊瑚礁 天草市五和町二江2977 0969-33-1012

食・レ・売 天草海鮮蔵 天草市五和町鬼池4733-1 0969-52-7707

食・レ・売 天草生うに本舗 丸健水産 天草市五和町二江4662-6 0969-33-1131

道の駅 天草市イルカセンター

ドルフィンピア

レ・売 天草オリーブ園AVILO 天草市五和町御領蛍目1580-1 0969-32-0366

レジャー イルカウォッチング受付予約センター 天草市五和町鬼池引坂2463 0969-32-1771

レジャー イルカマリンワールド 天草市五和町二江2977 0969-33-1633

レジャー ドルフィンクルーズ 天草市五和町二江4689-10 0969-33-1616

レジャー Playfull 天草市五和町手野1丁目1728-3 090-8769-3483

レ・食 ユメール 天草市五和町二江547 0969-26-4011

天草エアライン

天草空港内カウンター

小売 玉木商店天草空港店 天草市五和町城河原1-2080-5 0969-34-0073

小売 サンタのアイス工場（永田冷菓） 天草市五和町御領6472-1 0969-32-2221

小売 本渡五和農業協同組合五和西支店
天草市五和町手野１丁目３７６７－
１

0969-34-0101

小売 本渡五和農業協同組合五和東支店 天草市五和町御領１２１５２ 0969-32-0307

小売 農機車両センター 天草市五和町手野１丁目３７７６ 0969-34-0163

小売 （有）入江商店 天草市五和町二江通詞島134-2 0969-33-0198

小売 池田商店 天草市五和町鬼池144-5 0969-32-2550

小売 YSPS天草やまかわ 天草市五和町手野１丁目3151-1 0969-34-0062

【牛深 】

宿 旅館はまさき 天草市魚貫町1636 0969-72-8111

宿 サンセット牛深 天草市牛深町3391-4 0969-77-8011

宿 民宿 一二海 (ひふみ) 天草市牛深町2912-20 0969-73-4985

宿 民宿すずや 天草市深海町2783 0969-75-0611

宿・レ 天草レストハウス結乃里 天草市魚貫町4688-1 0969-72-8821

天草市五和町城河原1-2080-5 0969-57-6000

【五和町】

食・レ・売 天草市五和町二江4689-20 0969-33-1500

交・売



宿 EASY　HOSTEL（イージーホステル） 天草市牛深町1661-10 0969-73-2082

宿 民宿とみかわ 熊本県天草市牛深町１５３８−５５ 0969-23-2764

食 鯛福寿司 天草市牛深町1620-1 0969-73-4765

食 中華料理紅蘭 天草市牛深町69 0969-72-3363

食 中華料理　京華園 天草市牛深町206 0969-72-2664

食 ちゅうぼう隆 天草市牛深町13 0969-73-4705

　食 佐々木 天草市牛深町3460-1 0969-77-8280

小売 ㈱山下水産 天草市牛深町1545-10 0969-72-2607

小売 あまくさ魚園 天草市牛深町後浜3471-3 0969-72-4383

小売 原蒲鉾店 天草市牛深町104-1 0969-72-2264

小売 ショッピングセンターいわしや 天草市牛深町2266番地 0969-73-4151

小売 岡田哲郎商店 天草市牛深町2316 0969-72-2254

小売 野口水産 天草市久玉町4012-1 0969-72-2702

小売 ハナヤ陶器 天草市牛深町156-1 0969-72-3504

小売 Ｙショップ牛深なかむらさんち 天草市牛深町3431-1 0969-72-3787

宿・レ・
食・売

やすらぎ荘・やすらぎの湯 天草市久玉町2193-2 0969-72-6666

食・売 道の駅うしぶか 海彩館 天草市牛深町2286-116 0969-73-3818

交通 三和商船㈱（三和フェリー） 天草市牛深町2286 0969-73-2103

交通 ㈱枡屋マリンタクシー 天草市牛深町55 0969-72-2161

交通 江崎汽船岡東給油所 天草市牛深町282-1 0969-73-3103

レジャー 牛深ダイビングスクールBlueEarth21くまもと 天草市牛深町3275-11 090-7442-0021

レジャー 天草ブルーマリンサービス 天草市牛深町2286 0969-73-1173

レジャー 天草ぐるっと周遊バスCコース 天草市牛深町2286-116　海彩館2階 0969-74-7060

宿 石山離宮 五足のくつ 天草市天草町下田北2237 0969-45-3633

宿 旅館 伊賀屋 天草市天草町下田北1296-1 0969-42-3011

宿 望洋閣 天草市天草町下田北1201 0969-42-3111

宿 くつろぎの宿 マルコ 天草市天草町下田北1252-1 0969-42-3306

宿 湯本の荘夢ほたる 天草市天草町下田北1366-1 0969-42-3311

宿 味の宿海王亭 天草市天草町下田北1239-4 0969-42-3213

宿 民宿ふくまつ 天草市天草町下田北1301-3 0969-42-3920

宿 群芳閣ガラシャ 天草市天草町下田北1300 0969-42-3316

宿 民宿磯や 天草市天草町大江7323 0969-42-5139

宿 湯の郷くれよん 天草市天草町下田北1394-3 0969-36-9041

宿 旅館 平野屋 天草市天草町大江7327 0969-42-5106

【天草町】



宿 富士廣旅館 天草市天草町下田北1302-1 0969-42-3549

食 お食事処 辨 天草市天草町大江7327 0969-42-5106

小売 高浜焼寿芳窯 天草市天草町高浜南598 0969-42-1115

小売 濱﨑商店 天草市天草町下田北1366-6 0969-42-3336

売・レ ハイビーチ 天草市天草町高浜北897-26 0969-42-1812

宿・食 山口屋旅館 天草市河浦町河浦4899 0969-76-1301

宿・食

レ・売

レ・売 河浦焼 天草陶楽庵 天草市河浦町新合2068 0969-76-0777

小売 cake shop KUROSHIO 天草市河浦町崎津823-14 0969-79-0223

食 海月 天草市河浦町崎津４５７ 0969-79-0051

交通 河浦タクシー 天草市河浦町河浦5037-1 0969-76-1131

交通 河浦燃料有限会社（河浦給油所） 天草市河浦町河浦32-8 0969-76-1578

宿 旅館はまや 天草市新和町大多尾2406-1 0969-46-2222

宿・レ 竜洞山みどりの村 天草市新和町小宮地11312 0969-46-2437

食 小豆カフェ 天草市新和町大宮地4780 0969-46-1011

小売 天草酒造 天草市新和町小宮地11808 0969-46-2013

宿 旅館　風月荘 天草市有明町上津浦1309-1 0969-53-1157

小売 食の天草にじ直販ショップ コニコニ 天草市有明町下津浦3001-9 0969-53-0628

小売 天草おみやげ処　LOFT 天草市有明町大島子2377-3 0969-52-0621

レ・食・売 道の駅有明リップルランド 天草市有明町上津浦1955 0969-53-1565

他 堀工機店 天草市有明町楠甫2-2 0969-54-0148

宿 旅館 有明荘 天草市倉岳町棚底1991-2 0969-64-3329

宿 ニューくらたけ海ホタル 天草市倉岳町宮田3925-3 0969-64-2008

食・売 えびす茶屋 天草市倉岳町宮田1284-8 0969-64-2405

【栖本町】

【河浦町】

【新和町】

【有明町】

【倉岳町】

天草市総合交流施設 愛夢里(あむり) 天草市河浦町河浦4747-1 0969-76-1526



宿・レ・食 栖本温泉センター 河童ロマン館 天草市栖本町馬場3725-1 0969-54-5526

宿 ことぶき旅館 天草市栖本町馬場137 0969-66-2235

食 味千食堂栖本店 天草市栖本町馬場2562-10 0969-66-2121

宿 ホテルシーガル亭 天草市御所浦町御所浦3130-2 0969-67-2929

小売 御所浦物産館しおさい館 天草市御所浦町御所浦4310-8 0969-67-1234

小売 山下商店 天草市御所浦町横浦124-6 0969-67-2345

交通 大鵬丸 天草市御所浦町横浦124-6 0969-67-2345

交通 たいほうⅡ 天草市御所浦町横浦124-6 0969-67-2345

【御所浦町】


