
1 飲食店　（「居酒屋」「レストラン」「カフェ・喫茶」「スナック・バー」etc） 1P～4P

2 コンビニ／スーパー／ディスカウントストア／ドラッグストア 4P～5P

3 食料品／菓子店／ベーカリー 5P～6Ｐ

4 衣料品／クリーニング／ガソリンスタンド 6P

5 サロン／ホテル／タクシー 6P～7P

6 その他　（「電化製品」「自動車関連」「美容室」「雑貨」etc） 7P～8P

1 飲食店
店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

あ 赤鬼商店 飲食店（居酒屋） 〒856-0832 大村市本町570−2

味味屋 飲食店（唐揚げﾃｲｸｱｳﾄ） 〒856-0814 大村市松並1丁目293−2

味ごよみ ながせ 飲食店（和定食） 〒856-0024 大村市諏訪3丁目15−4

味幸房 飯塚 飲食店（レストラン） 〒856-0807 大村市宮小路2丁目1298−2

甘辛cafe 鄙HiNa 飲食店（アジアン料理） 〒856-0817 大村市古賀島町111−14

アンズdeli 飲食店（弁当/ﾃｲｸｱｳﾄ） 〒856-0817 大村市古賀島町11−5

い 居酒屋 遊～あそび～ 飲食店（居酒屋） 〒856-0811 大村市原口町1198−3

居酒屋 お好み焼き 佐助 飲食店（居酒屋） 〒856-0832 大村市本町469-13

居酒屋 すずめ 飲食店（居酒屋） 〒856-0826 大村市東三城町5−12

居酒屋 ぢげもん魚 えんち 飲食店（居酒屋） 〒856-0035 大村市武部町66−1

居酒屋 つんなも原口店 飲食店（居酒屋） 〒856-0811 大村市原口町1148−6

居酒屋 つんなも杭出津店 飲食店（居酒屋） 〒856-0828 大村市杭出津3丁目484−1

居酒屋 つんなも今津店 飲食店（居酒屋） 〒856-0818 大村市今津町690−1

居酒屋 よっとこ玖島店 飲食店（居酒屋） 〒856-0834 大村市玖島3丁目624−1

居酒屋 よっとこ竹松店 飲食店（居酒屋） 〒856-0805 大村市竹松本町937−3

居酒屋 和ごころ 飲食店（居酒屋） 〒856-0827 大村市水主町1丁目747−1

居酒屋 海豚 飲食店（居酒屋） 〒856-0824 大村市水田町587−1

居酒屋 勘作さん 飲食店（居酒屋） 〒856-0831 大村市東本町349

居酒屋 松っつん 飲食店（居酒屋） 〒856-0827 大村市水主町1丁目747−1

居酒屋 多な可 飲食店（居酒屋） 〒856-0834 大村市玖島2丁目351−2

居酒屋 太鼓 飲食店（居酒屋） 〒856-0813 大村市西大村本町390−4

居酒屋割烹 春夏秋冬 飲食店（居酒屋） 〒856-0804 大村市大川田町915−1

イタリアンレストラン ピッコロピアット 飲食店（イタリアン） 〒856-0837  大村市西本町479−22

一休庵 飲食店（そば） 〒856-0044 大村市岩松町941−6

う うぐいす家 飲食店（居酒屋） 〒856-0832 大村市本町397-1

梅ヶ枝荘 飲食店（料亭） 〒856-0834 大村市玖島1丁目36

え 駅前酒場 肴や 飲食店（居酒屋） 〒856-0831 大村市東本町2−1

縁夢寿美 飲食店（料亭） 〒856-0009 大村市松原本町231

お 大又農園 野の実 飲食店（カフェ/喫茶） 〒856-0002 大村市東野岳町1054

沖カフェ いちゃりば 飲食店（レストラン） 〒856-0847 大村市西部町1471−12

おこさまランチ専門店 KINOBUTA 飲食店（レストラン） ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村場内

お食事処 ゆの華亭 飲食店（レストラン） 〒856-0815 大村市森園町663−3

お食事処 四季菜 飲食店（和食店） 〒856-0831 大村市東本町35−1

お弁当＆ランチ TANAKA 飲食店（弁当/ランチ） 〒856-0817 大村市古賀島町1805−3

オヨリスＫ 飲食店（カフェ/喫茶） 〒856-0842 大村市中里町
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店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

オリーブママのＫＡＲＡＡＧＥ 飲食店（唐揚げﾃｲｸｱｳﾄ） 〒856-0801 大村市寿古町 306−2−2

お料理 やまうえ 飲食店（懐石料理） 〒856-0811 大村市原口町617−58

お料理茶寮 きぶん 飲食店（懐石料理） 〒856-0826 大村市東三城町26

か ガールズバー スナック 〒856-0832 大村市本町511

懐石雅 飲食店（懐石料理） 〒856-0837 大村市西本町560

カジュアルスナック mk スナック 〒856-0832 大村市西本町517

桂川 飲食店（居酒屋） 〒856-0831 大村市東本町350−1

雷 飲食店（居酒屋） 〒856-0828 大村市杭出津2丁目697−4

からあげ ちきちき 飲食店（唐揚げﾃｲｸｱｳﾄ） 〒856-0827 大村市水主町2丁目703

唐揚げ処 山昇 大村店 飲食店（定食） 〒856-0042 大村市平町1840−5

カレーとケーキの店 Pomme ポンム 飲食店（カレー） 〒856-0044 大村市岩松町938−3

カレーレストラン ナマステ久原店 飲食店（カレー） 〒856-0835 大村市久原2丁目1161−1

カレーレストラン ナマステ富の原店 飲食店（カレー） 〒856-0806 大村市富の原2丁目355-4

元祖大村角ずし やまと 飲食店（すし） 〒856-0832 大村市本町474−5

甘味処 日和 飲食店（カフェ/喫茶） 〒856-0834 大村市玖島1丁目688−48

く 喰い処・飲み処・寿司 一角 飲食店（すし） 〒856-0835 大村市久原2丁目999−10

串焼 オハコヤ 飲食店（居酒屋） 〒856-0837 大村市西本町582−11

串焼 とりとん 飲食店（居酒屋） 〒856-0824 大村市水田町5−1

クリスピーチキンアンドトマト 大村店 飲食店（ファーストフード） 〒856-0813 大村市西大村本町398

こ 光陽軒ラーメン 飲食店（ラーメン） 〒856-0824 大村市水田町568−1

古里庵 食事（居酒屋） 〒856-0834 大村市玖島1丁目62-6

さ サンドイッチ専門店ＦＬＡＦＦ 久原店 飲食店（サンドイッチ） 〒856-0835 大村市久原2丁目1108

サンドイッチ専門店ＦＬＡＦＦ 三城店 飲食店（サンドイッチ） 〒856-0826 大村市東三城町62

し 塩ホルモン ろくめい 飲食店（焼肉） 〒856-0025 大村市小路口町328−7

庄屋 サンスパ大村店 飲食店（ファミレス） 〒856-0815 大村市森園町663−3

食彩味人 飲食店（居酒屋） 〒856-0824 大村市水田町568−1

す 寿司 若竹丸 大村店 飲食店（すし） 〒856-0820 大村市協和町667−3

寿司 若竹丸 竹松店 飲食店（すし） 〒856-0021 大村市鬼橋町27−1

寿し政 飲食店（すし） 〒856-0828 大村市杭出津3丁目361−15

すし力 飲食店（すし） 〒856-0828 大村市杭出津2丁目583−5

鮨どころ 「しょうぶ」 飲食店（すし） 〒856-0816 大村市箕島町593(空港2F)

スタミナ本舗 Kaya（大村ボート場内 ） 飲食店（ハンバーガー） ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村場内

スナック Len スナック 〒856-0832 大村市本町453−2 2階

スナック Sky スナック 〒856-0831 大村市東本町379ｰ7

スナック with スナック 〒856-0832 大村市本町452−2

スナック チルチル スナック 〒856-0831 大村市東本町379

スナック なみと スナック 〒856-0837 大村市西本町546−6

スナック ひろ スナック 〒856-0837 大村市本町520

スナック モンロー スナック 〒856-0805 大村市竹松本町944−8

スナック 真紀 スナック 〒856-0813 大村市西大村本町390−3 1F

炭火工房 うきがめ 飲食店（居酒屋） 〒856-0035 大村市武部町250-2

せ 清香園 古町本店 飲食店（焼肉） 〒856-0822 大村市古町2丁目534−12

清香園 総本店 飲食店（焼肉） 〒856-0828 大村市杭出津1丁目531−2

関所 飲食店（居酒屋） 〒856-0831 大村市東本町336

そ そば正 飲食店（そば） 〒856-0828 大村市杭出津2丁目574−4

た ダ・チルコラーレ 大村店 飲食店（ピザ） 〒856-0815 大村市森園町1589-1

大衆酒場 一歩 飲食店（居酒屋） 〒856-0827 大村市水主町2丁目586−1

楽味処 いっぺい 飲食店（居酒屋） 〒856-0813 大村市西大村本町369

2



ち 忠聖紀 飲食店（居酒屋） 〒856-0827 大村市水主町2丁目589

店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

て てん新 飲食店（和食） 〒856-0837 大村市西本町541−17

と 東部苑（大村ボート場内 ） 飲食店（うどん） ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村場内

とり勝 飲食店（焼鳥） 〒856-0825 大村市西三城町

鳥千代 飲食店（焼鳥） 〒856-0825 大村市西三城町14−1

な ナイトスポット Opus One. スナック 〒856-0831 大村市東本町379−2

に 肉処 醍醐味 飲食店（居酒屋） 〒856-0826 大村市東三城町11−5

日本料理 実り 飲食店（和食） 〒856-0831 大村市東本町205−5

の 信之 飲食店（居酒屋） 〒856-0820 大村市協和町1724

は 花さんさん 飲食店（懐石料理） 〒856-0008 大村市松原2丁目153

濱かつ 大村公園店 飲食店（とんかつ） 〒856-0833 大村市片町175−37

番童 飲食店（カフェ/喫茶） 〒856-0813 大村市西大村本町332

ひ ひかりラーメン（大村ボート場内 ） 飲食店（ラーメン） ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村場内

ビッグ・カントリー スナック 〒856-0837  大村市西本町525

びっくりドンキー 大村店 飲食店（ハンバーグ） 〒856-0814  大村市松並1丁目368−1

ピッツェリア イル ロスパッチョ 飲食店（イタリアン） 〒856-0028 大村市坂口町520−3

ひみこカフェ 飲食店（カフェ/喫茶） 〒856-0032 大村市東大村2丁目1117−8

ひらきや食堂 飲食店（食堂） 〒856-0813 大村市西大村本町390−3

ふ 福まん家 大村総本店 飲食店（唐揚げﾃｲｸｱｳﾄ） 〒856-0817 大村市古賀島町365−8

福まん家 西本町店 飲食店（唐揚げﾃｲｸｱｳﾄ） 〒856-0837  大村市西本町582−11

ほ ホルモン、竹 飲食店（焼肉） 〒856-0837 大村市西本町527

ま まるまるうどん 大村店 飲食店（うどん） 〒856-0815 大村市森園1589−1

み ミュージックバー TORI-K バー 〒856-0832 大村市本町436-6 田中ﾋﾞﾙ101

や 八重食堂 飲食店（食堂） 〒856-0828 大村市杭出津1丁目842−46

焼肉 こうちゃん 飲食店（焼肉） 〒856-0826 大村市東三城町18−13

焼肉 大福 飲食店（焼肉） 〒856-0813 大村市西大村本町334

焼肉 竹林 飲食店（焼肉） 〒856-0827 大村市水主町2丁目704-1

焼肉 南山 飲食店（焼肉） 〒856-0029 大村市池田新町792−2

焼肉居酒屋 沙羅庵 飲食店（焼肉） 〒856-0026 大村市池田2丁目1386−1

よ 洋風居酒屋 GROW・UP 飲食店（居酒屋） 〒856-0814 大村市松並1丁目109−1

吉野家 長崎大村店 飲食店（牛丼） 〒856-0814 大村市松並1丁目370−1

ら ラーメン大吉 飲食店（ラーメン） 〒856-0834  大村市玖島1丁目45−3

洛陽 スナック 〒856-0827 大村市水主町2丁目685

り リンガーハット 大村公園店 飲食店（チャンポン） 〒856-0835 大村市久原1丁目640−2

れ レストラン 「エアポート」 飲食店（レストラン） 〒856-0816 大村市箕島町593(空港2F)

レストラン いとう 飲食店（レストラン） 〒856-0026  大村市池田2丁目287

れすとらん かねやす 飲食店（レストラン） 〒856-0811 大村市原口町1068

レストラン ペーパームーン 飲食店（レストラン） 〒856-0026 大村市池田2丁目317−1

蓮 飲食店（もつ鍋） 〒856-0026 大村市池田2丁目331-11

ろ 炉端焼き 十八番 飲食店（居酒屋） 〒856-0028 大村市坂口町389−4

わ 和食屋 杏 飲食店（和食） 〒856-0817 大村市古賀島町471−4

和風れすとらん浜田 飲食店（レストラン） 〒856-0826 大村市東三城町7−1

和洋四季料理 SAKURA 飲食店（和洋食） 〒856-0808 大村市黒丸町400−8

数 1975 SYOWA スナック 〒856-0837 大村市西本町 521-1

英 B&Gキッチン 飲食店 〒856-0002 大村市東野岳町1745-1

BAMBLEBEE バー 〒856-0826 大村市東三城町12−3

Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ Ｋａｚｕ 飲食店（レストラン） 〒856-0832 大村市本町436−6

Dining Bar UMINECO 飲食店（居酒屋） 〒856-0828 大村市杭出津1丁目842−12
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Garage BAR 320 バー 〒856-0806 大村市富の原2丁目943−2

HOME GROUND（大村ボート場内 ） 飲食店（焼鳥） ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村場内

isemachi 493 バー 〒856-0837 大村市西本町493

KU-chicken 飲食店（韓国料理） 〒856-0831 大村市東本町3-18

Magic Bar TAKUMI バー 〒856-0832 大村市本町519 井原ﾋﾞﾙ2F

Misuzu スナック 〒856-0837 大村市西本町546−7

NEKST 飲食店（レストラン） 〒856-0813 大村市西大村本町398

OH！！けいすけ 飲食店（居酒屋） 〒856-0814 大村市松並2丁目1131−11

Osteria Bar jino jino バー 〒856-0831 大村市東本町358 2階

PRIMO PIATTO H 飲食店（イタリアン） 〒856-0846 大村市日泊町1099−2

qsakabar バー 〒856-0831 大村市東本町343−9

SNACK あらいぶ スナック 〒856-0832 大村市本町507

Special G.B バー 〒856-0813 大村市西大村本町238

Taberuna COCoから 飲食店（居酒屋） 〒856-0837 大村市西本町524-1F

UP! スナック 〒856-0831 大村市東本町343−4

2 コンビニ／スーパー／ディスカウントストア／ドラッグストア
店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

あ エレナ 大村中央店 スーパーマーケット 〒856-0828 大村市杭出津2丁目743

エレナ 久原店 スーパーマーケット 〒856-0835 大村市久原2丁目888−1

エレナ 竹松店 スーパーマーケット 〒856-0804 大村市大川田町363−1

大きな新鮮村 スーパーマーケット 〒856-0831 大村市東本町604(ｺﾚﾓ内)

か かとりストア 原口店 スーパーマーケット 〒856-0811 大村市原口町1050

川原商店 コンビニ 〒856-0846 大村市日泊町1582-5

さ サンドラッグ 富の原店 ドラッグストア 〒856-0806 大村市富の原2丁目694

生活協同組合ララコープ ララ富の原 スーパーマーケット 〒856-0806 大村市富の原2丁目207−1

セブンイレブン 池田２丁目店 コンビニ 〒856-0026 大村市池田2丁目276−1

セブンイレブン 植松３丁目店 コンビニ 〒856-0027 大村市植松3丁目878

セブンイレブン 陰平町店 コンビニ 〒856-0841 大村市陰平町43−6

セブンイレブン 協和町店 コンビニ 〒856-0828 大村市杭出津3丁目384

セブンイレブン 水主町１丁目店 コンビニ 〒856-0827 大村市水主町1丁目747−2

セブンイレブン 須田ノ木町店 コンビニ 〒856-0047 大村市須田ﾉ木町872−1

セブンイレブン 竹松本町店 コンビニ 〒856-0805 大村市竹松本町833

セブンイレブン 富の原２丁目店 コンビニ 〒856-0806 大村市富の原2丁目219-1

た ダイレックス 大村店 ディスカウントストア 〒856-0817 大村市古賀島町427−4

ダイレックス 木場店 ディスカウントストア 〒856-0046 大村市木場1丁目1064−1

つばき屋 大村店 スーパーマーケット 〒856-0009 大村市松原本町501

ディスカウント ドラッグコスモス 池田店 ドラッグストア 〒856-0026 大村市池田1丁目39−2

ディスカウント ドラッグコスモス 古賀島店 ドラッグストア 〒856-0817 大村市古賀島町1770−1

ディスカウント ドラッグコスモス 大村店 ドラッグストア 〒856-0820 大村市協和町628−2

ディスカウント ドラッグコスモス 溝陸店 ドラッグストア 〒856-0844 大村市溝陸町999−1

ディスカウント ドラッグコスモス 宮小路店 ドラッグストア 〒856-0807 大村市宮小路3丁目1033

デイリーヤマザキ 大村インター店 コンビニ 〒856-0028 大村市坂口町533−1

デイリーヤマザキ ボートレース大村店 コンビニ ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村場内

トライアル 大村店 ディスカウントストア 〒856-0814 大村市松並2丁目 92番1

ドラッグストアモリ　大村店 ドラッグストア 〒856-0817 大村市古賀島町94-1

ドラッグストアモリ　大村駅前店 ドラッグストア 〒856-0826 大村市東三城町86-7

ドラッグストアモリ　大村松並店 ドラッグストア 〒856-0814 大村市松並2丁目184-3

ドラッグストアモリ　大村溝陸店 ドラッグストア 〒856-0844 大村市溝陸町790
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は ファミリーマート JR大村駅店 コンビニ 〒856-0831 大村市東本町104−1

ファミリーマート 今津町店 コンビニ 〒856-0818 大村市今津町654−5

ファミリーマート 岩松町店 コンビニ 〒856-0044 大村市岩松町941−3

ファミリーマート 小路口店 コンビニ 〒856-0025 大村市小路口町244−5

ファミリーマート 杭出津一丁目店 コンビニ 〒856-0828 大村市杭出津1丁目518−1

ファミリーマート 長崎空港通り店 コンビニ 〒856-0817 大村市古賀島町523−1

ファミリーマート 松並二丁目店 コンビニ 〒856-0814 大村市松並2丁目1222−1

ファミリーマート 国立長崎医療センター前店 コンビニ 〒856-0835 大村市久原2丁目1080−1

ま マルキョウ 大村松並店 スーパーマーケット 〒856-0814 大村市松並2丁目888−2

まるたか生鮮市場 池田店 スーパーマーケット 〒856-0026 大村市池田2丁目322−1

まるたか生鮮市場 三城店 スーパーマーケット 〒856-0825 大村市西三城町6−5

まるたか生鮮市場 富の原店 スーパーマーケット 〒856-0806 大村市富の原2丁目693

メガ ドン・キホーテ 大村インター店 ディスカウントストア 〒856-0813 大村市西大村本町255

ら ローソン 大村植松三丁目店 コンビニ 〒856-0027 大村市植松3丁目856−2

ローソン 大村東三城町店 コンビニ 〒856-0826 大村市東三城町55−55

ローソン 大村玖島一丁目店 コンビニ 〒856-0834 大村市玖島1丁目51−1

ローソン大村古賀島店 コンビニ 〒856-0817 大村市古賀島町115-1

3 食料品／菓子店／ベーカリー
店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

あ あさころパン ベーカリー 〒856-0834 大村市玖島1丁目62-6

芦塚酒店 食料品（酒類） 〒856-0822 大村市古町1丁目316−3

異人堂 大村店 菓子店 〒856-0812 大村市桜馬場1丁目377−1

一福（ＩＰＰＵＫＵ） 菓子店 〒856-0024 大村市諏訪2丁目521−1

伊藤天ぷら店 食料品（天ぷら/惣菜） 〒856-0832 大村市本町328−1

内田屋（大市通り） 食料品（弁当/惣菜） 〒856-0832 大村市本町328−1

浦川豆店 駅通り店 食料品（ゆでピー/豆菓子） 〒856-0832 大村市本町403-1

浦川豆店 本店 食料品（ゆでピー/豆菓子） 〒856-0837 大村市西本町478−11

おおむら夢ファームシュシュ 食料品（ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ） 〒856-0005 大村市弥勒寺町486

御菓子処まえだ 大村本店 菓子店 〒856-0831 大村市東本町604(ｺﾚﾓ内)

おかしとパン HOME LABO 菓子店 〒856-0835 大村市久原1丁目520

お菓子のナガサキヤ 菓子店 〒856-0832 大村市本町425−5 1F

オカシノフルカワ 菓子店 〒856-0801 大村市寿古町811−1

か かまぼこ長崎一番 長崎空港店 食料品（かまぼこ） 〒856-0816 大村市箕島町593(空港2F)

黒川精肉店（大市通り） 食料品（精肉） 〒856-0832 大村市本町328−1

ゴメンねエアポート ベーカリー 〒856-0820 大村市協和町703−8

さ 酒のカワゾエ 食料品（酒類） 〒856-0831 大村市東本町407−1

酒のパワーズ おおむら流通センター 食料品（酒類） 〒856-0806 大村市富の原2丁目312−1

ジャスパーベーカリーカフェ ベーカリー 〒856-0835 長崎県大村市久原1丁目465-1

シュクル ボア 菓子店 〒856-0814 大村市松並1丁目196-5

鈴田峠　こだわり市場 食料品（野菜） 〒856-0842 大村市中里町452-8

スリーズ洋菓子店 菓子店 〒856-0831 大村市東本町586

西洋菓子「メゾン・ドゥ・キノ」 菓子店 〒856-0832 大村市本町437−3

鮮鼓堂 大村支店 食料品（明太子） 〒856-0820 大村市協和町703−14

た 寺尾商会・三城菓子舗 菓子店 〒856-0048 大村市赤佐古町48−2

峠のパン工房 ベーカリー 〒856-0842 大村市中里町452-8

富屋酒店 食料品（酒類） 〒856-0806 大村市富の原1丁目1434−2

な 長崎カステラセンター心泉堂 総本店 空港店 菓子店 〒856-0820 大村市協和町809

ナガスイ 食料品（水産加工品） 〒856-0806 大村市富の原2丁目1462−2
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中村酒店 食料品（酒類） 〒856-0814 大村市松並1丁目293−2

は ぱてぃすりータンポポ 菓子店 〒856-0834 大村市玖島1丁目49−6

パティスリーハジメ 菓子店 〒856-0812 大村市桜馬場1丁目436−1

ハラトミート 食料品（精肉） 〒856-0817 大村市古賀島町110−67

福砂屋 大村店 菓子店 〒856-0818 大村市今津町333−1

ま 松山精肉店 食料品（精肉） 〒856-0832 大村市本町328−1

宮﨑丸虎鮮魚店 食料品（鮮魚） 〒856-0832 大村市本町328−1

森洋海堂 菓子店 〒856-0832 大村市本町258-1

英 Bakery Shop Fleur -フルール- ベーカリー 〒856-0815 大村市森園町663-3

ESPOA えぐち 食料品（酒類） 〒856-0826 大村市東三城町8−21

nozoe262 （ノゾエフルーツ） 食料品（フルーツ） 〒856-0828 大村市杭出津1丁目840−3

ONLYONE ベーカリー 〒856-0835 大村市久原2丁目1108

TORRES 手作りハム・ベーコン工房 食料品（ハム/ベーコン） 〒856-0847 大村市西部町866−11

4 衣料品／クリーニング／サロン
店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

あ アロマショップ＆リラクゼーションサロン Olive ｴｽﾃ/ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 〒856-0807 大村市宮小路2丁目548−10

エステティックサロン アンベリール ｴｽﾃ/ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 〒856-0831 大村市東本町465

エステティックサロン 和 ～nagomi～ ｴｽﾃ/ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 〒856-0808 大村市黒丸町274−10

か 銀屋大村 ネジュアン店 衣料品類 〒856-0831 大村市東本町3-4

銀屋大村 本店 衣料品類 〒856-0832 大村市本町449-1

銀屋大村 リーフ店 衣料品類 〒856-0836 大村市片町175-69

靴のみさ 衣料品類 〒856-0832  大村市本町458−16

クリーニング エイトドライ 2号店（まるたか池田店） クリーニング 〒856-0026 大村市池田2丁目322−1

クリーニング エイトドライ 3号店 クリーニング 〒856-0833 大村市片町175−67

クリーニング エイトドライ 本店工場 クリーニング 〒856-0818 大村市今津町690−4

さ スタジオ フラッシュ 衣料品類 〒856-0832 大村市本町390−1

た 武田呉服店 衣料品類 〒856-0832 大村市本町257

な 中嶋呉服店 衣料品類 〒856-0009 大村市松原本町88

は ホワイト急便パールドライ 大村ドライブスルー店 クリーニング 〒856-0820 大村市協和町776−1

ホワイト急便パールドライ 大村幸町店 クリーニング 〒856-0836 大村市幸町25−198(ｲｵﾝ内)

ま ママさんドライ ＴＳＵＢＡＫＩＹＡ大村店 クリーニング 〒856-0009 大村市松原本町501

ママさんドライ エレナ久原店 クリーニング 〒856-0835 大村市久原2-888-1

ママさんドライ エレナ大村中央店 クリーニング 〒856-0828 大村市杭出津2丁目744-1

ママさんドライ エレナ竹松店 クリーニング 〒856-0804 大村市大川田363-1

ママさんドライ かとりストアー原口店 クリーニング 〒856-0811 大村市原口町1050

ママさんドライ トライアル大村店 クリーニング 〒856-0814 大村市松並2-92-1

ママさんドライ マックスバリュ空港通り店 クリーニング 〒856-0817 大村市古賀島町525-4

ママさんドライ マックスバリュ溝陸店 クリーニング 〒856-0844 大村市溝陸町798-1

ママさんドライ マックスバリュ諏訪店 クリーニング 〒856-0023 大村市上諏訪826-1

ママさんドライ まるたか富の原店 クリーニング 〒856-0806 大村市富の原2丁目696

ママさんドライ 富の原本店 クリーニング 〒856-0806 大村市富の原2丁目59−4

メンズショップ まことや 衣料品類 〒856-0831 大村市東本町585

や ユニクロ 大村松並店 衣料品類 〒856-0814 大村市松並2丁目2−894

ら リラクゼーション Saya ｴｽﾃ/ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 〒856-0822 大村市古町2丁目1788

リラクゼーションサロン Anre ｴｽﾃ/ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 〒856-0829 大村市松山町451-10 

リラクゼーションサロン アモル ｴｽﾃ/ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 〒856-0806 大村市富の原1丁目1140

英 B-MEN 衣料品類 〒856-0832 大村市本町390-1

Relaxation Room Qon ｴｽﾃ/ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 〒856-0024 大村市諏訪2丁目500−4
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5 ホテル／タクシー／ガソリンスタンド
店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

あ エコマックス九州 ガソリンスタンド 〒856-0817 大村市古賀島町324−2

大村ステーションホテル ホテル 〒856-0828 大村市杭出津3丁目385−6

大村セントラルホテル ホテル 〒856-0826 大村市東三城町18−13

大村マリーナホテル ホテル 〒856-0837 大村市西本町500-6

大村ヤスダオーシャンホテル ホテル 〒856-0837 大村市西本町480

大村ラッキータクシー タクシー 〒856-0831 大村市東本町147

か 金子石油 大村インター給油所 ガソリンスタンド 〒856-0026 大村市池田1丁目1−1

金子石油 大村給油所 ガソリンスタンド 〒856-0812 大村市桜馬場1丁目398−1

金子石油 竹松給油所 ガソリンスタンド 〒856-0807 大村市宮小路1丁目282

合同タクシー タクシー 〒856-0820 大村市協和町732−8

さ さくらタクシー タクシー 〒856-0831 大村市東本町147

セルフスタンド サンスパ ガソリンスタンド 〒856-0815 大村市森園町663−3

た 竹松タクシー タクシー 〒856-0805 大村市竹松本町949−1

は ビジネスホテル花まるみ ホテル 〒856-0827 大村市水主町2丁目589

福祉タクシー にこにこ タクシー 〒856-0824 大村市水田町751−1

ま 松原タクシー タクシー 〒856-0806 大村市富の原1丁目1503−1

6 その他（電化製品／自動車／美容室など）
店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

あ アオバラジオ商会 電化製品 〒856-0831 大村市東本町604(ｺﾚﾓ内)

アトリウム琴花園 園芸 〒856-0814 大村市松並1丁目253−8

アトリエぽれぽれ２ 健康/美容サービス 〒856-0832 大村市本町413−2

イエローハット 大村空港通り店 カー用品 〒856-0817 大村市古賀島町111-87

石本商会 バイク/自転車 〒856-0822 大村市古町2丁目432-35

イチノセオートサービス 自動車販売/整備 〒856-0820 大村市協和町667−1

いまみち歯科医院 歯科医院 〒856-0832 大村市本町436−14

岩井屋 化粧品 〒856-0832 大村市本町446−1

大岡時計店 装飾品 〒856-0823 大村市乾馬場町784−5

おおむらケーブルテレビ 放送局 〒856-0044 大村市岩松町336−13

大村サンゴルフ ゴルフ練習場 〒856-0017 大村市荒瀬町697

大村市物産振興協会（観光案内所） お土産 〒856-0831 大村市東本町1−1

大村スポーツ社 スポーツ用品 〒856-0832 大村市本町466−1

大村製氷　東大村工場 製氷 〒856-0032 大村市東大村2丁目1806-28

か カーショップヒガシ 自動車販売/整備 〒856-0835 大村市久原2丁目1368−2

かけはぎ工房 仕立て 〒856-0817 大村市古賀島町1815-4

勝手 畳販売 〒856-0829 大村市松山町236−3

金丸モト・サイクル 自転車 〒856-0804 大村市大川田町425−1

かまだ写真館 写真館 〒856-0831 大村市東本町104−7 まなﾋﾞﾙ

クリップス 雑貨 〒856-0831 大村市東本町604

クリップス オン 書類 〒856-0831 大村市東本町606

幸田水産 大村店 園芸 〒856-0044 大村市岩松町929−5

合同モータース 自動車販売/整備 〒856-0814 大村市松並1丁目941−3

ゴルフ・ドゥ！大村店 ゴルフショップ 〒856-0817 大村市古賀島町284−4

さ ジュエル きしかわ 宝石 〒856-0832 大村市本町425−3

新大村薬局 調剤薬局 〒856-0025 大村市小路口町244−6

新大村薬局Plus 調剤薬局 〒856-0020 大村市小路口本町677−13

7



た ダイソー エレナ大村中央店 100円ショップ 〒856-0828 大村市杭出津2丁目743

ダイソー エレナ空港通り店 100円ショップ 〒856-0817 大村市古賀島町111−49

高浜化粧品店 化粧品 〒856-0822 大村市古町1丁目534−4

田川タバコ店 たばこ 〒856-0023 大村市上諏訪町1306-3

田中鎌工業 松原包丁 〒856-0009 大村市松原本町371

つじ印刷 印刷 〒856-0033 大村市荒平町1472−1

天然温泉 大村ゆの華 スパ 〒856-0815 大村市森園町663−3

な 長崎空港・催事イベント イベント会場貸借 〒856-0816 大村市箕島町593

長崎空港ビルディング ショッピングモール部 お土産 〒856-0816 大村市箕島町593

仲野時計店 装飾品 〒856-0831 大村市東本町362

中村時計店 装飾品 〒856-0832 大村市本町323

にじの音鍼灸院 鍼灸院 〒856-0044 大村市岩松町946−5 1F

店舗名 業種（主要取扱品） 〒 住所

野田清掃社 清掃 〒856-0805 大村市竹松本町1128

のむら自動車教習所 自動車教習所 〒856-0817 大村市古賀島町533−1

は 美容室 ＤＯＵＢＬＥ 美容室 〒856-0817 大村市古賀島町110−70

美容室 エランドールナカムラ 美容室 〒856-0805 大村市竹松本町676-17

ベスト電器 大村店 電化製品 〒856-0817 大村市古賀島町115−1

補聴器のマツオ 大村店 補聴器 〒856-0823 大村市乾馬場町825−10

堀内モータース バイク 〒856-0811 大村市原口町586−4

ま 松尾医療器 医療用品 〒856-0023 大村市上諏訪町900−1

松野印房 印鑑/はんこ 〒856-0832 大村市本町451

マンガ倉庫 大村店 リサイクルショップ 〒856-0812 大村市桜馬場1丁目241−1

や やすなが キッチン用品 〒856-0026 大村市池田2丁目284−7

山田電気商会 電化製品 〒856-0807 大村市宮小路3‐1067-1

山本電器 電化製品 〒856-0825 大村市西三城町18−2

ら リオネットセンター大村 補聴器 〒856-0027 大村市植松2丁目739−5

わ ワコールショップ 彩苑 下着/ランジェリー 〒856-0831 大村市東本町3-3

英 MG 自動車販売/整備 〒856-0844 大村市溝陸町809-2

TSUTAYA ココアドバンス 大村店 書店 〒856-0817 大村市古賀島町524−14
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