
安芸市地域応援クーポンは、この表に掲載している各店舗でご使用できます。
安芸商工会議所では、引き続き取扱店を募集しています。最新の情報は当所ホームページ　
(http://www.cciweb.or.jp/aki/)をご覧になるか、事務局（０８８７－３４-１３１１）にお問い合わせください。

★ 会館食堂 食堂、仕出し ★ お好み焼鉄板焼　りすぼん お好み焼 Hostel東風ノ家 宿泊、飲物ﾃｲｸｱｳﾄ
★ 廓中ふるさと館 郷土料理 ★ 丸十 お好み焼 ジローのおうち 宿泊、鶏肉加工品
★ キッチンココ－心－ 食堂、弁当他 ★ 鉄板焼　和 お好み焼 清月旅館 宿泊
★ 安岡食堂 食堂 ★ ねぎぼうず お好み焼 ビジネスホテル弁長 宿泊
★ より道千里 バイキング 配食サービス　彩弁当 弁当 ★ ホテルTAMAI 宿泊、レストラン
★ すっぽんラーメン光福　安芸 すっぽんラーメン ほっかほっか亭 安芸店 弁当 山登家旅館 宿泊、仕出し
★ 得得　安芸矢ノ丸店 うどん
★ 台湾料理　鑫源 台湾料理
★ まあーりんしゅう 中華料理 (有)安芸スバル自動車 自動車関連 (有)谷ハイヤー タクシー
★ 禮印房 中華料理 有光自動車(株) 自動車関連 (有)丸和ハイヤー タクシー
★ 伊太利亜食堂リンダリンダ イタリア料理 大野自動車 自動車関連 (有)カトレヤタクシー タクシー
★ 寿し割烹　白川 寿司 (有)小松自動車工業所 自動車関連 ※1 高知東部交通 公共交通
★ 大衆のれん　白牡丹 居酒屋 ★ 小松モータース 自動車関連 ※2 土佐くろしお鉄道(株)　安芸駅 公共交通
★ さつき 居酒屋 GREEN 美容室
★ 居酒屋どいや 居酒屋 しおん　喫茶と美容室 美容室、喫茶
★ 膳家 居酒屋 シルエット美容室 美容室
★ のみくい処　はっしゃん 居酒屋 合同会社デルコ美容室 美容室 ※1 高知東部交通路線内のバス運賃支払い

番鳥 居酒屋 ビューティーサロン　ポエム 美容室 　（定期券を除く)に使用可能。
★ ピエノ 居酒屋 美容室サザン 美容室 　　ただし、安芸駅窓口での販売に限る。
★ 百人一酒 居酒屋 huit hair ∞ life 美容室、光脱毛
★ 弁慶 居酒屋 ヘアーサロンイケノウチ 理髪店 ※2 後免～奈半利間の乗車券（定期券を除く）
★ ろっぽん木 居酒屋 ヘアーサロンKEi-21 理髪店 　　鉄道グッズの購入に使用可能。
★ カラオケボックス　カラパラ カラオケ ヘアーサロンタカハシ 理髪店
★ ナイトパブ　後楽園 ナイトパブ Ma Room エステ、ネイル ※★店内飲食は高知家あんしん会食推進の
★ メルローズ スナック アリサワスタジオ 写真 　　店認証店(★)のみ使用可能。
★ Goo スナック 英語教室　Sakai 教育  　テイクアウト商品は認証店以外でも使用可能。
★ カフェレスト　ノンノ 喫茶 せんとう鍼灸院 鍼灸院
★ コーヒー館　ジャスト 喫茶 せんとう歯科 診察
★ cagom 喫茶 医療法人瑞風会　森澤病院 診察 【宿泊客向けクーポンについて】
★ あるぷ 喫茶 はっぴーリフォーム(有)小原水道工務店 水道リフォーム、外壁工事 宿泊施設にて配布するクーポン（青色）はここに
★ Chiffon Tomoko 喫茶 (株)井上建築 リフォーム工事 掲載している各店舗で使用できますが、宿泊料金

Cafe想空間 喫茶 (有)安芸自動車学校 自動車教習所 には使用できません。
★ peu ā peu（プアプ） 喫茶 クリーニングトクヒサ サンシャインランド店 クリーニング
★ メリーガーデン 喫茶

カフェレストラン　アップル 喫茶
★ カフェアンドレスト　SPOON 喫茶

安芸市地域応援クーポン　取扱店一覧表

飲食業

サービス業

宿泊施設

運送

飲食業

(11月10日現在)



仙頭石油店 ガソリンスタンド (有)安芸グループふぁーむ アイスクリーム他 (株)安芸ガス ガス器具
(株)武井石油店 ガソリンスタンド (有)川島製菓 菓子 小原燃料店 ガス器具
(株)竹内石油 ガソリンスタンド 手づくりチーズケーキ工房 ちーず屋 生菓子（チーズケーキ） 中谷商店 お米、ガス器具
(有)並村石油店 ガソリンスタンド 浜幸　安芸店 菓子 谷川時計店 時計、宝石、メガネ
依光産業(株) ガソリンスタンド (有)洋菓子倶楽部 洋菓子 パリ　ミキ　安芸店 メガネ、補聴器
有澤自転車店 自転車販売 コマツ洋装店 婦人服、学生服 メガネのハマダ メガネ
浜田モータース 自転車販売 (株)しまむら　安芸店 衣料品 メガネの丸善　安芸店 メガネ、補聴器
ミスタータイヤマン安芸店 (有)みやざき 自動車タイヤ他 (有)シュシュ 子供服、婦人服 安芸観光情報センター 特産品
サンシャインランド スーパーマーケット (有)ニューひぐち シューズ、バッグ (有)ギフトのさとう ギフト、贈答品他
サンシャイン港町 スーパーマーケット 東京靴流通センター　高知安芸店 靴 あき園 花屋
マルナカ安芸店 スーパーマーケット ハマヤ 制服、体操服 (有)インテリア影山 雑貨
ローソン安芸伊尾木西店 コンビニ 洋品雑貨フジヤ 衣料品、雑貨 (有)カメイクラブ　安芸 スポーツ用品販売
ローソン安芸伊尾木東店 コンビニ ライフ　イン　ファッション 　オリーブ 婦人洋品 岡村文具店 文房具
ローソン安芸庄之芝町店 コンビニ (株)ワークウェイ　安芸店 衣料品、雑貨、工具類 佐藤定紙文具店 文房具
ローソン安芸矢ノ丸店 コンビニ 和装のひぐち 衣料品、和装品 TSUTAYA安芸店 DVDレンタル、書籍
ファミリーマート安芸矢ノ丸店 コンビニ コーディネイトサロンすずや 化粧品、婦人洋品 ドコモショップ　あき店 携帯・スマホ用品
ぼちぼち屋 食品、雑貨 (有)浜川商店 化粧品、健康食品 帽子・人形・盆用品　かげやま 帽子、人形、盆用品
(株)安芸水産 水産加工品他 有光薬品 化粧品、医薬品 (株)愛光 写真
小松海産 水産加工品他 くすりのイナガキ 健康食品、医薬品 かどたカメラ店 写真
田渕水産 水産加工品他 ファーマシ―石建 薬局 (有)大鳥 印刷
安芸駅ぢばさん市場 生鮮食品、特産品、パン エール薬局あき店 薬局 小松たたみ店 たたみ
とっと家 惣菜 (有)西田屋薬局 薬局
弥っ太郎市 食品、雑貨 ドラッグコスモス　安芸店 ドラッグストア
(有)寺尾商店 惣菜、鮮魚　他 ドラッグセイムス安芸矢ノ丸店 ドラッグストア
山﨑鮮魚店 鮮魚 mac　安芸店 ドラッグストア
(有)岡松製パン店 パン よどやドラッグ安芸駅前店 ドラッグストア
(有)ベークショップフジムラ パン 上田電器 家電製品
田中商店 パン 芸陽電業(株) 家電製品
小僧寿し　安芸店 寿司、惣菜 (株)ビッグ・エス ケーズデンキ安芸店 家電製品
佐野屋　安芸店 酒類、食品 三共電器　安芸店 家電製品
小松酒販（株） 酒類、食品 (有)田渕電器商会 家電製品
西岡酒店 酒類、食品 マルワデンキ 家電製品
丸岡商事(株) 酒類、食品 (株)ヤマダデンキ テックランド　高知安芸店 家電製品
リカーショップアベ 酒類、食品 コメリ ハードアンドグリーン花園店 ホームセンター
高知県農業協同組合　赤野事業所 食品、日用品 ホームセンターマルニ　安芸店 ホームセンター
高知県農業協同組合　あき北支所 食品、日用品 (有)イケザワ 農機具
高知県農業協同組合　安芸購買課 食品、日用品 (有)中平金物店 家庭金物、土木資材等

高知県農業協同組合　あき東支所 食品、日用品 (有)立仙種苗店 種苗
高知県農業協同組合　穴内事業所 食品、日用品
高知県農業協同組合　東川事業所 食品、日用品

小売業 小売業小売業


