宿毛市地域振興券取扱店一覧（令和2年12月21日時点）
事

業

所

名

住

所

連 絡 先

業

種

1

ＷＯＲＫＳ

宿毛市駅前町１丁目１０１

63-1711 タイヤ小売業

2

バランス

宿毛市四季の丘１－２－１６

63-0923 美容業

3

金沢仏具店

宿毛市⾧田町３７１０

63-2656 仏壇仏具小売業

4

エフワン宿毛店

宿毛市駅東町３丁目２０５

63-2535 衣料品小売業

5

肉舗 デバリ

宿毛市片島８－１４

65-8439 精肉小売業

6

島崎米穀店

宿毛市片島８－１９

65-8205 米穀類小売業

7

（資）中野海産

宿毛市片島４－７０

65-8308 食料品小売業

8

バーバーショップ ＢＯＢ

宿毛市小筑紫町湊５７－１

67-1866 理容業

9

（資）小谷商店

宿毛市中央２丁目６－２０

63-2000 燃料小売業

10

株式会社 竹葉タイヤ

宿毛市南沖須賀２番１５号

63-3665 タイヤ小売業

11

サングリーンクリハラ

宿毛市⾧田町２－７

63-2155 スーパーマーケット

12

シャディサラダ館宿毛⾧田店

宿毛市⾧田町２－７

63-2236 雑貨小売業

13

ファミリーマート宿毛駅前店

宿毛市宿毛５３５８－１８

63-0630 コンビニエンスストア

14

ファミリーマート宿毛バイパス店

宿毛市駅東町３丁目１０９番地１０９番

63-5525 コンビニエンスストア

15

ダイキくりはら

宿毛市幸町２番５３号

63-1188 ホームセンター

16

エディオンクリハラ

宿毛市⾧田町２－７

63-0180 電気器具小売

17

きものくりはら

宿毛市幸町１－２５

63-1250 衣料品小売業

18

モスバーガー宿毛店

宿毛市駅前町２丁目７０８番

63-1825 バーガーショップ

19

ワークショップクサキハラ

宿毛市宿毛1785-1

63-0511 衣料品小売業

20

松岡漁具 宿毛店

宿毛市高砂1番１７号

65-0013 釣具用品小売業

21

広瀬時計店

宿毛市中央６丁目３－６

63-2657 メガネ・時計小売業

22

（資）松澤商店宿毛給油所

宿毛市幸町１－１４

63-2519 燃料小売業

23

(有)山本化粧品店

宿毛市駅東町4丁目713番地

63-2726 化粧品小売業

24

吉村調剤薬局

宿毛市中央3丁目8番25号

63-0469 くすり小売業

25

有限会社ハトヤ

宿毛市桜町1-5

63-1537 燃料小売業

26

田村写真スタジオ

宿毛市平田町戸内１０１２－３

66-1773 写真撮影

27

スワロー会館

宿毛市平田町戸内１７１７－２

66-0408 レストラン業

28

フラワーショップ銀河

宿毛市平田町戸内２０８８－７

66-0481 花・植物小売業

29

下村石油店

宿毛市山奈町山田１３４４－７

66-0626 燃料小売業

30

松本ストアー

宿毛市山奈町山田１３５３ー１４ 66ｰ0426 食料品小売業

31

藤本商店

宿毛市山奈町山田１３９８－１

66-0521 衣料品小売業

32

なにわや

宿毛市中央2-1-5

63-5100 お好み焼き

33

読売センター宿毛

宿毛市四季の丘１丁目２番１７号 63-5886 新聞販売業

34

ファッションルームロマンヤマサキ

宿毛市中央３丁目３－２３

63-2092 衣料品小売業

35

山﨑靴店

宿毛市中央３丁目３－２3

63-2357 くつ小売業

36

㈲新田タイヤ オザキ

宿毛市宿毛５３８６－６９

63-1722 タイヤ小売業

宿毛市地域振興券取扱店一覧（令和2年12月21日時点）
事

業

所

名

住

所

連 絡 先

業

種

37

上岡電器

宿毛市小筑紫町小筑紫１０２－１ 67-0011 電気器具小売

38

つくし市場

宿毛市小筑紫町小筑紫１０3

67-0011 食料品小売業

39

ＪＡエナジーこうち小筑紫給油所

宿毛市小筑紫町小筑紫１０３

67-0852 燃料小売業

40

レストラン鶴亀

宿毛市和田４４３－６

63-3854 レストラン業

41

ギフトと天然石のお店「ピュアリンク」 宿毛市宿毛５３８０－１

63-4666 雑貨小売業

42

ショッカー

宿毛市宿毛５３７１－１５

63-0450 タイヤ小売業

43

中華料理 アルズ

宿毛市駅前町２丁目１２０４－２ 63-6777 中華料理店

44

タン・プル・タン

宿毛市高砂２８－２７

65-5852 菓子製造小売業

45

株式会社 スクブン

宿毛市駅前町２丁目５０１番地

63-2773 事務機器・文具小売業

46

居食屋かどみせ

宿毛市高砂１０－８

65-5035 居酒屋業

47

有限会社 さわやか薬局

宿毛市平田町戸内１７４７番地

62-2988 くすり小売業

48

宿毛ふれあい市

宿毛市貝塚３８３５

63-6677 食料品小売業

49

ふれあいマーケット山奈

宿毛市山奈町山田１３０９－１

62-2010 食料品小売業

50

田中ランドリー

宿毛市西町３丁目１１－１０

65-6622 クリーニング業

51

ウィッティ・イノウエ

宿毛市小筑紫町内外ノ浦１４

67-0018 電器器具小売業

52

高知新聞 小筑紫販売所

宿毛市小筑紫町小筑紫２８１－１５ 67-0610 新聞販売業

53

彩食や

宿毛市宿毛5340-10

63-1661 居酒屋業

54

焼き肉レストラン い～じゃん

宿毛市宿毛904

63-3829 焼肉業

55

喫茶 プラム

宿毛市南沖須賀1-1

63-1257 喫茶業

56

パティスリーミエル

宿毛市中央２丁目５－５

63-1355 菓子製造小売業

57

トリップトリップ

宿毛市駅前町1-305

63-6636 喫茶業

58

居酒屋

ます家

宿毛市中央4-3-1

63-2229 居酒屋業

59

居酒屋

ときわ

宿毛市中央4-4-2

63-2208 居酒屋業

60

レディースファッションまるふく

宿毛市中央５丁目２－２１

63-2849 衣料品小売業

61

居酒屋八坂

宿毛市中央６丁目３－２０

63-3849 居酒屋業

62

セレスきくち

宿毛市中央６丁目３－１

63-2206 米穀類小売業

63

めしやまるせん

宿毛市中央5丁目4－1０

63-3002 居酒屋業

64

（有）キラ商店

宿毛市中央５丁目１－２

63-2727 貴金属小売業

65

でんき屋アイシン

宿毛市中央２丁目９－１５

63-3388 電気器具小売

66

大江石油店

宿毛市中央２丁目８－２０

63-2947 燃料小売業

67

山本渉商会

宿毛市中央４丁目１番１号

63-2742 自転車・バイク小売業

68

菊地宝飾

宿毛市中央５丁目２－８

63-3264 貴金属小売業

69

焼肉あき

宿毛市宿毛５３４１－７

63-1781 焼肉業

70

三階本店

宿毛市中央6-2-2

63-2226 居酒屋業

71

パンとケーキの店

宿毛市平田町戸内１７９９－１

66-0230 菓子製造小売業

72

レストラン 一風

宿毛市山奈町山田１２７６

66-1431 レストラン業

一期一笑

ファミリー
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Ｍｏｒｉ

宿毛市⾧田町２－７

79-0650 菓子製造小売業

73

Ｓｗｅｅｔｓ Ｓｈｏｐ

74

佐田燃料店

宿毛市高砂８－１２

65-8281 燃料小売業

75

有限会社 浦田商店

宿毛市小筑紫町小筑紫２０８

67-0107 燃料小売業

76

ヘアーサロン エース

宿毛市西町２丁目１１－１５

65-8080 理容業

77

イージーショップ

宿毛市樺673-31

65-6747 食料品小売業

78

有限会社 アミ―

宿毛市中央６丁目２－１４

63-3448 婦人服小売業

79

焼肉一條苑

宿毛市中央１－１－１１

63-0999 焼肉業

80

宮本化粧品店サングリーン店

宿毛市⾧田町２－７

63-1280 化粧品小売業

81

有限会社 浦田商店 LPガス部

宿毛市小筑紫町小筑紫449ー3

67-0005 燃料小売業

82

平田石油(株)

宿毛市平田町戸内１７４４－１

66-0204 燃料小売業

83

（有）あさひサービス

宿毛市高砂７番１１号

65-6933 レンタル業

84

パティスリー Saigo

宿毛市小筑紫町小筑紫１４８－１ 67-0108 菓子製造小売業

85

三木食品センター

宿毛市小筑紫町小筑紫３３

86

四季和処 福なが

宿毛市駅前町１丁目１２０５番地 79-0777 居酒屋業

87

エステ＆ヘアーサロンのうず

宿毛市高砂２７－３６

88

篠上商店

宿毛市小筑紫町小筑紫２３１－１ 67-0006 食料品小売業

89

ヘアーブティック ミヤザキ

宿毛市貝塚５－６

63-0280 理容業

90

Hair Joinus

宿毛市駅前町２丁目２１４－２

63-6005 美容業

91

あぶあぶ＆ランジェ

宿毛市高砂２１－１６

65-0105 衣料品小売業

92

有限会社 木下薬局

宿毛市幸町４－３６

63-2508 くすり小売業

93

カフェレスト花時茶

宿毛市駅前町２丁目７０５

62-0723 喫茶業

94

（株）ペトロール高知宿毛バイパス給油所 宿毛市駅東町３丁目１０３番地

63-3900 燃料小売業

95

宿毛つり具

宿毛市宿毛１３３３ー５

63-3654 釣具用品小売業

96

オプチカルジュン

宿毛市⾧田町1番６号

63-2683 メガネ・時計小売業

97

ベスト電器宿毛店

宿毛市駅前町１－６０５

63-0090 電気器具小売

98

candy house 宿毛店

宿毛市駅前町612

99

中華料理 蘭

宿毛市押ノ川２１３－１

63-1853 中華料理店

100 まなべ旅館

宿毛市駅東町３－３０２

63-3408 レストラン業

101 なんかいリカー

宿毛市駅東町４丁目２０１

63-2375 酒類小売業

102 ローソン宿毛インター店

宿毛市和田５２３番地１

63-4726 コンビニエンスストア

103 ローソン宿毛平田町店

宿毛市平田町戸内１７２８－１

66-2400 コンビニエンスストア

104 ポモドーロ

宿毛市中央６－６－１１

63-0835 レストラン業

105 （有）宿毛ハイヤー

宿毛市中央２丁目９－７

63-2111 タクシー業

106 （有）和田タクシー

宿毛市和田１２２０－２

63-3671 タクシー業

107 高橋金星堂

宿毛市中央６丁目２－５

63-2335 菓子製造小売業

108 ｅｐｏｃｈ

宿毛市中央６丁目２－５

63-0338 美容業

67-0371 食料品小売業
65-6079 理容業

070-5357-0358

菓子製造小売業
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109 まつむら薬局

宿毛市宿毛１３１５－６

63-4453 くすり小売業

110 あけみ美容室

宿毛市中央２丁目２－４

63-3841 美容業

111 川田鮮魚店

宿毛市山奈町山田2693-2

66-0593 仕出し、飲食業

112 美容室 ブランシェ

宿毛市平田町戸内１０３３－１

66-1080 美容業

113 ハタダ宿毛店

宿毛市宿毛１７６２－１

63-1008 菓子製造小売業

114 フジ宿毛店

宿毛市宿毛５３８０番地１

63-0100 スーパーマーケット

115 cafe FIKA

宿毛市宿毛５３８０番地１

116 フラワーショップサフラン

宿毛市宿毛５３８０番地１

63-0878 花・植物小売業

117 （有）西岡クリーニング店フジ宿毛店 宿毛市宿毛５３８０番地１

63-3882 クリーニング業

118 メガネの三城フジ宿毛店

宿毛市宿毛５３８０番地１

63-5044 メガネ・時計小売業

119 ハニーズ宿毛店

宿毛市宿毛５３８０番地１

63-2130 衣料品小売業

120 レデイ薬局 宿毛店

宿毛市宿毛５３８０番地１

63-2002 ドラッグストアー

宿毛市駅前町２－１３－７

63-5778 レストラン業

122 宿毛まちのえき 林邸カフェ

宿毛市中央３－１－３

79-0622 喫茶業

123 お食事処 正喜

宿毛市中央5丁目1-14

63-3856 和洋食業

宿毛市西町１－１－１

65-6466 仕出し、飲食業

125 お好み焼き よっちゃん

宿毛市中央5丁目1-31

63-2112 お好み焼き

126 遊酔館

宿毛市中央4丁目4-5

127 （有）山崎屋

宿毛市小筑紫町湊208-11

67-1239 食料品小売業

128 もくもく屋

宿毛市坂ノ下１０２３－４４

63-0271 お好み焼き

129 ワコールショップありす

宿毛市駅東町４丁目７０５

63-1234 衣料品小売業

130 HAIRSALON MAY

宿毛市駅東町2-205

63-1227 美容業

131 明屋書店宿毛店

宿毛市宿毛５３８０番地１

63-6666 書籍販売業

132 やきとり 串丸

宿毛市中央２－８－３０

63-0160 やきとり小売

133 有限会社 ポピンズアリタ

宿毛市西町２－１８－１

65ｰ8088 スーパーマーケット

134 東兄弟自動車工業

宿毛市錦１０８６－３

63-3669 自動車整備業

135 リカーショップ ハマショウ

宿毛市高砂１－１３

65-6335 酒類小売業

136 ゆかり美容室

宿毛市片島３－８

65-8586 美容業

137 焼肉

宿毛市片島９－２４－４

65-8125 焼肉業

138 ドラッグセイムス宿毛店

宿毛市宿毛５３７８番地３

63-3110 ドラッグストアー

139 旅館

宿毛市沖の島町母島949-6

69-1116 和洋食業

140 ウラタメガネ・補聴器

宿毛市⾧田町２－３１

63-9119 メガネ・補聴器・時計

141 みどりや

宿毛市⾧田町2-7

142 三笠

宿毛市⾧田町3-3

63-3877 和洋食業

143 眞兵衛

宿毛市高砂１－１３

65-7020 居酒屋業

144 平田電業有限会社

宿毛市平田町戸内１６６７

66-0254 電気器具小売

121 cucina passo クチーナ

124 寿し

仕出し 食事

パッソ

やまさき

かなざわ
おきのしま

なし

090-4783-1546

090-2829-4711

喫茶業

居酒屋業

お好み焼き
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145 ヤマガタフードセンター

宿毛市中央３丁目４－７

63-3922 食料品小売業

146 ファミリーマート宿毛平田店

宿毛市平田町戸内１８２０

62-2220 コンビニエンスストア

147 アンジェ

宿毛市中央２丁目６－２４

63-5916 菓子製造小売業

148 北本大福堂

宿毛市中央２丁目６－２4

63-2853 菓子製造小売業

149 上田電気店

宿毛市中央７丁目３－５１

63-2337 電気器具小売

150 谷本宝飾

宿毛市中央１丁目４－７

63-4836 貴金属小売業

151 マギー

宿毛市中央１－３－１２

63-3031 衣料品小売業

152 理容のうづ

宿毛市中央１丁目２－２

63-3616 理容業

153 （有）沢田自動車

宿毛市中央８丁目１－３

63-2195 燃料小売業

154 レストラン みよき

宿毛市中央2丁目6-13

63-2377 和洋食業

155 神殿仏壇石材のよりおか

宿毛市平田町戸内6280-11

66-1838 神殿仏壇石材小売業

156 メモリアルホール 優月

宿毛市和田1227-1

63-5560 葬祭業

157 すみれ薬局 宿毛店

宿毛市駅前町２丁目７０４番地

62-0093 くすり小売業

158 すみれ薬局 けんみん前店

宿毛市平田町戸内２０８５－４

62-2244 くすり小売業

159 らーめん まんき屋

宿毛市駅前町１－３０２

63-3999 ラーメン店

160 ビューティーサロンかおり

宿毛市⾧田町４－２１

63-5106 美容業

161 （資）東七福堂

宿毛市中央６丁目６－１

63-2537 菓子製造小売業

162 堀尾鮮魚店 魚誠

宿毛市西町３－３－１６

65-8069 海産物小売業

163 居酒家 おとと

宿毛市中央１－３－６

63-3799 居酒屋業

164 宿毛マロック―

宿毛市貝塚４－５

63-2244 自動車整備業

165 サンライフ小筑紫

宿毛市小筑紫町福良３－３

67-0016 食料品小売業

166 株式会社 ⾧尾ガス

宿毛市中央７丁目２－３４

63-2183 燃料小売業

167 宿毛衛生社

宿毛市和田２０６－３

63-2734 汲み取り

168 ローソン宿毛中央七丁目店

宿毛市中央７丁目４－２２

63-2610 コンビニエンスストア

169 ローソン宿毛バイパス店

宿毛市駅東町２丁目１１４番地

63-3872 コンビニエンスストア

170 メリー美容室

宿毛市中央1-6-20

63-2965 美容業

171 アイリス美容室

宿毛市中央７丁目２－２

63-0858 美容業

172 ラ・セーヌ

宿毛市中央5丁目2-13

63-4814 喫茶業

173 ガイダンスリフレ 宿毛店

宿毛市宿毛5380-1

63-2028 美容業

174 ファミリーマート宿毛小深浦店

宿毛市小深浦389-2

62-1019 コンビニエンスストア

175 奈良米穀店

宿毛市片島４－４７

65-8131 米穀類小売業

176 カットハウスむつみ

宿毛市萩原３－１２

63-5732 美容業

177 お弁当 まるべん

宿毛市宿毛１０３８－１

63-9300 お弁当業

178 ニシヤマガス

宿毛市和田３４５－１０

63-5750 燃料小売業

179 蔵

宿毛市中央１丁目１－１

63-0900 居酒屋業

180 オカムラ時計店

宿毛市中央３丁目２－２２

63-4121 メガネ・時計小売業

宿毛市地域振興券取扱店一覧（令和2年12月21日時点）
事

業

所

名

住

所

連 絡 先

業

種

181 エール薬局 幡多店

宿毛市平田町戸内２１０６－８

62-2333 くすり小売業

182 アイ薬局

宿毛市宿毛５４９２－２

63-1080 くすり小売業

183 ライフオジマ

宿毛市中央１丁目４－８

63-4402 電気器具小売

184

宿毛市中央７－７－１

63-2565 和洋食業

185 ゆうゆう宿毛店

宿毛市駅前町１丁目６０１

63-2801 レストラン業

186 大衆酒場 他力本願

宿毛市中央6-2-14

大松

090-2677-4436

居酒屋業

187 レストランウエディング Pas de Deux 宿毛市駅東町４丁目１３０５

63-0520

188 業務スーパーあるね屋

宿毛市押ノ川５１－１

66-1866 スーパーマーケット

189 かつ村

宿毛市宿毛１１０８番地１

63-1743 和洋食業

190 ホテルアバン宿毛

宿毛市宿毛1108

63-1180 宿泊業

191 居食屋 Osakaya

宿毛市中央３丁目２－２５

63-4607 和洋食業

192 レスト まるはち

宿毛市和田１２２１－４

63-4583 レストラン業

193 有限会社 イノイシ燃料

宿毛市幸町８－１６

63-3168 燃料小売業

194 スポーツショップタニモト

宿毛市⾧田町１番５号

63-5665 スポーツ用品小売業

195 有田食品

宿毛市中央７丁目３－４９

63-2762 食料品小売業

196 河野生花店

宿毛市中央７丁目３－４７

63-2257 花・植物小売業

197 河野写真館

宿毛市中央７丁目３－４７

63-2257 写真全般

198 ローソン宿毛駅前町店

宿毛市駅前町２－６０２

63-0803 コンビニエンスストア

199 ローソン宿毛工業高校前店

宿毛市平田町戸内２１８８－１

66-1310 コンビニエンスストア

200 髪細工

宿毛市平田町戸内１６７１－６

66-0411 理容業

201 美容室ＲＯＮＧＯ

宿毛市和田１１５９－３

63-1540 美容業

202 モペットハウスヤスダ

宿毛市中央１丁目５－９

63-1982 自転車・バイク小売業

203 メンズヘアースタイル ＮＯＷ

宿毛市⾧田町３－２３

63-5273 理容業

204 はなや

宿毛市押ノ川１２２９－７

63-5844 花・植物小売業

205 hair salon hana

宿毛市さくらが丘９－４

63-9880 美容業

206 レストラン ららぽーと

宿毛市宿毛５３４３－１０

63-4857 レストラン業

207 （有）さくら観光ハイヤー

宿毛市中央１－１－１９

63-2116 タクシー業

208 ㈲西岡クリーニング店

宿毛市和田１４７６番地１

63-2688 クリーニング業

209 西岡クリーニング チャーム店

宿毛市幸町４－３８

63-2687 クリーニング業

宿毛店

ウエディングプロデュース

210 ディスカウントドラッグコスモス宿毛店 宿毛市駅東町１丁目７１４

62-0551 ドラッグストアー

211 焼肉・居酒屋 とき

宿毛市幸町8-45

63-2318 焼肉業

212 みどり美容室

宿毛市片島１－６９

65-6040 美容業

213 イートリエル

宿毛市片島４－４１－５

65-8590 カフェ

214 ベルショップ のむら

宿毛市高砂２２番３３号

65-6523 電気器具小売

215 金次郎

宿毛市二ノ宮621

79-0360 ラーメン店

216 カットハウス カワベ

宿毛市高砂10-3

65-5273 理容業

宿毛市地域振興券取扱店一覧（令和2年12月21日時点）
事

業

所
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業

217 JAエナジーこうち 宿毛給油所

宿毛市中央７丁目８番２１号

63-3659 燃料小売業

218 JAエナジーこうち 平田給油所

宿毛市平田町戸内３５３８

66-2178 燃料小売業

種

219 ㈱ヤマダデンキ テックランド宿毛店 宿毛市高砂２８－３０

62-1115 電気器具小売

220 フローリストみどり

宿毛市駅東町１丁目７１８

63-0232 花・植物小売業

221 中華旬菜 水滸

宿毛市駅前町１－２０４

63-3540 中華料理店

222 JA高知県宿毛支所 JAグリーンはた宿毛店 宿毛市南沖須賀１－１

63-2198 食料品・肥料・農具他

223 天下茶屋

宿毛市平田町戸内1869-6

66-0541 焼肉業

224 ソフトバンクフジ宿毛

高知県宿毛市宿毛5380-1

63-0081 電話機器販売

225 秋沢ホテル

宿毛市幸町6番43号

63-2129 宿泊業

226 (有)竹中畳製作所

宿毛市小筑紫町小筑紫487番地32

67-0326 畳製造業

227 台湾料理 豊源

宿毛市宿毛5380-1

63-9368 台湾料理店

228 沖沢商店

宿毛市和田５４７－１

63-3404 食料品小売業

宿毛市中央7-3-39

63-3255 居酒屋業

229 皿鉢・弁当・寿司・宴会

きらら館

230 鉄板焼き みやお

宿毛市片島5番18号

231 地どり料理 丸万

宿毛市押ノ川字実盛207-3

63-0303 鶏料理店

232 豚太郎 宿毛店

宿毛市駅前町2-203

63-0030 ラーメン店

233 cafe

宿毛市平田町東平1丁目15-6

66-2277 喫茶業

234 味鳥屋

宿毛市高砂30-11-1

65-8115 居酒屋業

235 美容室サルバドール・ダリ

宿毛市駅東町４丁目７０３

63-9358 美容業

236 トモ介護タクシー

宿毛市山奈町山田2850-3

62-2190 タクシー業

237 カラオケ pin pon pan 宿毛店

宿毛市高砂30-7

65-0345 カラオケ店

238 コーナンホームストック宿毛店

宿毛市駅東町２丁目４０１番地

62-0131 ホームセンター

239 居酒屋 いごっそ

宿毛市港南台2-1-4

65-5500 居酒屋業

240 笑KICHI

宿毛市桜町1-10高村ビル1F

63-6339 居酒屋業

241 コーラル さや

宿毛市坂ノ下1023-44

63-1225 珊瑚小売

242 グランマ・グランパ

宿毛市駅東町4丁目803

63-2362 喫茶業

243 沖の島渡船 金誠丸

宿毛市沖ノ島町母島904

244 ゴルフショップ イノウエ

宿毛市宿毛5386-73

65-7006 ゴルフショップ

245 auショップ宿毛

宿毛市駅東町4丁目708

63-6030 電話機器販売

246 南海楽器

宿毛市萩原2-13

63-5577 楽器小売り

247 キリンハウス

宿毛市中央5丁目3-2

63-2076 ハンバーガー店

248 有限会社 成田果樹園

宿毛市坂ノ下１０２４－１

63-6900 食料品小売業

249 ダイソー エヴィ宿毛店

宿毛市⾧田町６－２

63-9101 雑貨小売業

250 株式会社 小栗

宿毛市和田433-1

63-2011 畳製造業

251 大洋蒲鉾協業組合

宿毛市和田1215

63-3128 かまぼこ製造販売

252 ひかりdeのんびりcafe

宿毛市⾧田町3-15

63-1776 カフェ

マリロア

平安ハイツ１０２

080-6611-4983

090-5276-3805

鉄板焼き

運輸業

宿毛市地域振興券取扱店一覧（令和2年12月21日時点）
事

業

所
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253 有限会社 松沢清石油店

住

所

宿毛市宿毛1336

254 ファッションセンターしまむら宿毛店 宿毛市駅前町2丁目401

連 絡 先

業

種

63-2635 燃料小売業
62-0035 衣料品小売り

255 旬彩旬味 睦月

宿毛市中央６丁目２－１３－１０１

080-4038-5864

居酒屋業

256 居酒屋 千都

宿毛市中央6-2-12

090-4332-8754

居酒屋業

257 豆茶坊

宿毛市小筑紫町福良198

258 お好み焼き 桃太

宿毛市中央6丁目1-2

259 スクモゴルフギャラリー

宿毛市宿毛1020-1

260 SUKU＆MO ４HLABO

宿毛市南沖須賀2-6-1

261 ちょっとBAR

宿毛市中央5丁目4-10

63-4405 バー・スナックバー

262 ヘアーフィックス

宿毛市貝塚3-40

63-4346 美容業

263 ヘアーショップ ゴリ

宿毛市駅東町1-704

63-0911 理容業

264 酒と肴 直

宿毛市中央2丁目8-28

265 喫茶 茶珈

宿毛市宿毛5339-60

ZIP!

なし
090-1322-8242

菓子製造小売業
お好み焼き

63-1883 ゴルフショップ
090-7786-7448

090-1325-0070

ハンバーガータピオカ業

居酒屋業

63-3801 喫茶業

266 コメリハードアンドグリーン宿毛平田店 宿毛市平田町戸内字西大和田1891 62-2215 ホームセンター
267 NPO法人元気な田舎ねっと

宿毛市坂ノ下1023-44

268 C'z

宿毛市中央6丁目3-3ふれあいビル1F

269 スナック A・ゲイン

宿毛市中央5丁目5-7メゾン華

63-5030 物産品小売
090-7627-3784

バー・スナックバー

63-1747 バー・スナックバー

270 コメリハードアンドグリーン小筑紫店 宿毛市小筑紫町福良２１１番地６ 62-3011 ホームセンター
271 shot Bar Nyalow

宿毛市中央6丁目４番２６号銀海8ビル1階1号 090-4783-8226

272 Bar DiVine

宿毛市中央6-3-7(2F)

63-3295 バー

273 スナック Wish

宿毛市中央6丁目4-26

63-0211 バー・スナックバー

274 寿し徳

宿毛市幸町6-45アーネストSAIWAI101

63-6377 飲食店

275 喫茶レスト「マミむ」

宿毛市中央1丁目7番17号

63-5690 喫茶業

276 宿毛青果

宿毛市宿毛1019-1

63-5903 食料品小売業

277 曳田畳店

宿毛市片島15-18

65-8301 畳製造業

278 有限会社 アリーナ幡多西南

宿毛市和田1593-1

62-0255 自動車整備業

279 宿毛リゾート 椰子の湯

宿毛市大島17-27

65-8185 和洋食業

280 丸三観光ハイヤー

宿毛市中央6丁目2番4号

63-0050 タクシー業

281 司法書士・行政書士おしかわ事務所

宿毛市駅前町1-204

63-0626 専門サービス業

282 イシザキ音楽教室

宿毛市中央6-5-30

63-5047 教育学習支援業

283 竹村不動産

宿毛市貝塚5-6

63-1388 不動産業

有限会社

バー

