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多田建材㈲ 高木商店 お食事処吟の蔵

㈱安芸商店 津田町観光物産センター タケヤ電機㈱ お食事処桜や

長田幸福堂 多田酒店 海鮮かき焼　かくれ家

朝見武雄商店（津田SA上り店） ㈱蓮井鉄工 多田たばこ店 海鮮料理　いせだ

あづまや橋本商店 ㈲フルセ・オート テックイン．ミムラ 金子屋

池田種苗 ヘアーサロン　アシハラ デンキのおかむら 亀城庵

㈱石塚呉服店 ヘアーサロン春一番 ドコモショップ志度店 カルビ屋大福　志度店

岩崎製パン工場 ヘアークロスオーバー ドラッグコスモス志度店 キャベツプラザ　友

㈲植田精肉店 山口美容院 西村ジョイ志度店 串かつ屋べんべ

大塩水産 ゆき美容室 野崎酒店 こがね製麺所志度店

大眉呉服店 ＹＯＫＯ美容室 焙煎元　和樂 ここも志度店

大村時計店 ㈱吉原工務店 長谷川商店 心づくし　杏（あんず）　寿楽殿

小川フーズ Layout　hill ハタダ志度店 ㈱小松真珠荘

樫原薬品商会 理容　ながまち 花❁景❁色 さぬき志度食堂

㈲菓舗　菊水堂 和田理容所 ㈱花由 さぬきうどん処麺でぃ～

㈲鎌田書店 ㈱日根志度店 サンマリエフジイ

久米加㈱　オアシス津田ＳＳ ㈲平岡建材店 旬彩料理　以志や

㈱栗生商店 平岡陶器・酒㈱ 炭火焼肉　備長

香西センター 平岡陶器・酒㈱　ギフト部門 炭火焼八剣伝志度店

白井電気商会 ㈱風月堂 CHOCOLAT CHOCOLAT COFFEE

青果・食料品　風呂商店
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ファッションセンターしまむら志度店

惣菜やまめちゃん

セブンイレブンさぬき津田町琴林店

フジ　志度店

チャイニーズキッチンShisen（しせん）

十川製菓所 アイナ・ふろーりあん 藤目自転車 中華料理　福菜

㈲高原精肉店 青木林産工業㈱ 婦人服　ロワール 地鶏屋　紅

男子専科　あさい 植村生花店 フタバカメラ ドリーム

徳島石油㈱津田給油所 魚松鮮魚店 フラワーポピー パームス

とり義 ESPOA　のざき ベラミ 美食工房　花まる

名倉商店 大久保電器 ボディケアハウス郁未 富士屋

㈲フレッシュこやま 大須賀商店 松岡商店㈲ Ｍｉｌｅｌｅ　ミレレ

堀尾電気㈱ 太田園 ㈲松村薬局　しど調剤薬局 やきとり　一番

㈲松村薬局　津田店 大山薬局 ㈲松屋 焼肉　大寿

マルナカ津田店 小川食料品店 丸王センター わがまんま

㈲丸山ガス・デンキ店 金川食料品店 ㈲マルキ

三津屋 ギフト工房　庄松 ㈲丸三農機商会

宮脇茶舗 きもの処きむら（株）木村呉服店 マルナカ志度店

三好松月堂 清正水産㈱ マルミフードセンター 安芸住設㈱志度店

六車電気 くすりのレデイ　志度店 丸山米穀店 大景写真館

ヨシハラ工機販売 くすりのレデイ　フジ志度店 まるよし衣料品店 大杉ドライ　パルティー志度店

リカー＆フード　ダイハチ 熊野衣料店 MALULU 太田美容院

㈲こめう ㈲ミートとりたま ㈲香川安田サービス

小山商店 ㈱ミツワ カフェリキュール・アイビー

サイクルハウス松家 三宅洋装店 川崎理容所

海鮮茶家　みち潮 酒井商店 三宅洋品店 ㈱高坂建設

カナダ館 ㈱坂本自動車 宮脇書店志度店 コスモ電工

カフェド　琥珀 さぬきワイナリー　物産センター ミヤモトオート ㈱GOTO

カフェレスト　ロペ 澤時計店 ㈱ムーミー志度店 讃岐カントリークラブ

口笛パートⅡ サンエイ・コート㈱ ㈲六車薬局 サヌキモータース

さぬきうどん羽立

JA香川県ふれあいｾﾝﾀｰ鴨部店

名物かまど　志度店 志度音楽ホール

四国ﾊｲｳｪｲｻｰﾋﾞｽ㈱大川ｵｱｼｽ 志度園芸センター メガネノハスイ　フジ店 ㈲砂川自動車

鉄板焼レストラン　よしはら 志度ダイハツ メガネの三城　志度店 ㈲東讃印刷所

松原うどん 志度電化㈱ メガネプラザ　アイ ニチエイ建工㈱

三宝 志度モータース メグミルク鎌田販売店 のざき理容室

モンペリエ　オーヴェルジュ 珠里屋 渡辺サイクル 美容室　チップス

手芸・ファッション　シラカワ ヘアーサロンナカマエ

㈲白川設備 ヘアースタジオ　マーズアップ

㈱寝装センター小田 Hair Make SAMSARA 志度店

安芸住設㈱施工部 ㈲スーパー富士 Hair Make SHIN'S SHIDO

㈱おおかわ交通 スクールショップやまだ ヘアールーム　ロアジー

おしゃれサロン　シングウ 砂川書店 宝来自動車㈲

カットサロン　スギヤマ スペース田中志度店 マーヤ　ヘアープロ

上池写真館 スポーツショップニッタ 前田等建築設計事務所

クアタラソさぬき津田 生活協同組合コープかがわ ㈲松佐オートサービス

クアパーク津田

セブンイレブンさぬき志度大橋店

㈱マルセンタクシー

㈱さぬき市酵素風呂

セブンイレブンさぬき志度小坂店

山田理容

写真の大山 総合衣料ひらおか ライトオン　フジ志度

㈲新町自動車商会 十川衣料店 ランプ　ヘア　プラス

●○●小売業●○●

安芸住設㈱津田店
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海老澤　菓子店 あゆみショップ 安部無線電機商会 いこい食堂

大川乳業協同㈱ ㈲大山牧場 有馬自動車工業㈱ ㈲入谷製麺

㈲貴美屋 大風鮮魚店 飯田農園 ㈲いろは

㈲國方呉服店 大川マーケット ㈲大川家具センター うどん亭　いわせ

国方輪業 ㈲菓匠　松井 大川タイヤサービス 海鮮居酒屋　かしむら

ケーズデンキ寒川店 忰山モータース カルテットみたに カフェスト　ホワイエ

コメリハードアンドグリーン寒川店

㈲カメダ ㈲岸上時計・メガネ店 カフェ・レスト砦の丘

ザ ビッグ寒川店 カメダ電化 くすりのレデイ長尾店 ㈲賢介

讃岐園芸 ㈲川北商店 久米加㈱　オアシス長尾ＳＳ さぬきうどん溜

シバザキ自動車販売 キムラ酒店 ｹｰｷﾊｳｽﾍﾟﾙﾙ/松井栄松堂 酒肴　食菜　燦家

写真と化粧品のハトヤ 木村商店 河野天聖堂 ぜいたくラーメン福一長尾店

新栄商店 くにや大川店

コメリハードアンドグリーンさぬき長尾店

セルフうどん　たむら

セブンイレブンさぬき寒川町神前店

㈲グローバルサンガワ ㈲西條種苗園 竹屋敷

谷家具店 ㈱佐藤製材所 寒川菓子店 手づくりの味うどん　嵯峨野

手づくりの店花小町 スーパーこたけ 寒川商店 ほしごえの里

ピアノ・フォルテ

セブンイレブンさぬきみろく公園前店

自然食　そうざい屋　白沢

ホームプラザナフコ　さぬき店 高原洋服店 ㈲白井石材商会

㈲真鍋硝子店

エディオンさぬき大川店（㈲多田ﾗｼﾞｵ店）

新鮮市場　きむら長尾店

マルナカ寒川店 中村鮮魚店 ㈲スポーツ・エース ㈲赤木印刷所

三宅酒店 中山薬品 高木酒店 アプリコット美容室

㈱ムーミー寒川店 ㈲軒原石油 竹内畳製作所 ㈲安部輪三業

宮脇書店寒川店 ハタウラ洋服店 玉木旭堂 ㈱石井自動車

ヤマキ　きむら ファッションハウス　オバナ 玉木精肉店 いずみ美容室

古枝電気商会 ㈲玉木電機 (株)イチレン

㈲ブロンクス つぼみ荘 ㈲いろはタクシー

米穀・酒類・釣具　射場商店 ㈲つるや本舗 ㈱大川観光

居酒屋　蘭 松川食品センター ドラッグコスモスさぬき長尾店 大川自動車㈱

喫茶　サンロード ㈲みどり家具店 ㈲野田屋 CUT　STUDIO　倫加

喫茶　バルカン

みろくふれあい市場（香川県農協）

履物・文具　ふじもと カミトモ

ジェラートＣａｊｕ×果樹

みろくふれあい市場　ほのぼの商業会

蓮井商店 ㈲川西工務店

中国料理　萬利 六車肥料店 長谷川生花店 木村自動車

㈱門入カメリア モードショップかしはら はまや 杉本自動車修理工場

やきとり・居酒屋　たんぽぽ

リサイクルショップ　リサイクルガレージ

㈲飛猿閣 竹内自動車

ラーメンとん太　香川寒川店 藤屋化粧品店 ㈲タナカ

麺処　まはろ

フローラルプロデュ-ス優花

ツインパルながお

山鳥　寒川店 ㈲ベニヤ衣料センター 西木絹子事務所　

ありえす ㈲真島金物 ㈲林自動車

割烹　阿波屋 松岡金物店 美容室イガ

かなたまキッチン ㈲松岡精工 ヘアスタジオ　髪ing

旭商会 喫茶　モン 松原商店 ホンダカーズ東かがわさぬき店

阿南理容所 四洲苑 松屋呉服店 ㈲槙野設備工業

大川タクシー㈱ ㈲ちば ママショップあんざい ㈲真鍋自動車

大野美容室 手打ちうどん　杉本 ㈲丸十青果 マナベ自動車相談所

鏡原指圧鍼灸治療院 手打うどん丸武 マルナカ長尾店 マルス　デ　モモ

春日温泉 ㈲藤林亭　（青天上カフェ） 道の駅ながお みるくちょこれいと

かつ整骨院 道の駅　みろく 三村菓子店 理容　池田

木下製麺 料理　先 メガネ・時計石浜

クリーニングの白洋舎　ビッグ寒川店

㈲安松文具店

㈲ステップライフ ㈲八十八庵

㈲東讃愛輪社 ㈲矢野仏壇店

バーバーちば 石井理容所

ヤマザキYショップ寒川店

花工房　風花 鎌倉建築 山本硝子店

美容室Hair　Art　モン・シェリー

すゞらん美容室 和菓子　孝子堂

フジイクリーニング店 TAKA理容室 和木酒店

ペトラス寒川店 ㈱多田建設

マルト急配㈲ ㈲谷口製作所

癒楽 ㈲テクニカルオート石川

遠山輪業

㈱広瀬電工

美容室　RINZE

㈲ファミリー・オート仙谷

フォトスタジオ　ヒロセ

古枝自動車

ヘアーサロン　アラカワ

ヘアーサロン・トレンディ

みろく温泉

山﨑写真館

理容　多田

理容なかがわ

理容　むぐるま
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★さぬき市共通商品券

ご利用時の注意 !!

①商品券の表面に有効期限が記入されて

いますので、必ず期限内にご利用下さい。

有効期限を過ぎると利用できません。

②この商品券では釣銭を受け取ることがで

きません。

【商品券に関する問合せ先】

さぬき市役所商工観光課 ＴＥＬ：087-894-1114

さぬき市商工会 本所 ＴＥＬ：087-894-3888

さぬき市商工会 支所 ＴＥＬ：0879-43-2340


