海田町プレミアム付商品券
使用期間：令和元年１０月１日～令和２年３月３１日

２５％もお得に
買い物できる商品券！

海田町プレミアム付商品券取扱店ガイド
全８１店舗
スーパーマーケット
鮮 Do!エブリイ海田店

マックスバリュ海田店

ユアーズ東海田店

ハローズ海田市駅前店

☎082-516-4301

☎082-824-3066

☎082-823-8184

☎082-820-0086

🏡畝 2-15-15

🏡南大正町 3-30

🏡蟹原 2-13-8

🏡窪町 1-23

業務用食品スーパー海田店

フジ海田店

万惣 海田店

☎082-824-3620

☎082-516-5700

☎082-822-7035

🏡月見町 10-5

🏡南本町 1-3

🏡曙町 1-31

飲食店・食品販売店
徳川海田店

ポピア

Pizzeria み卜

市松寿司

☎082-824-0111

☎082-823-7019

☎082-554-8017

☎082-822-1177

🏡栄町 5-16

🏡昭和中町 11-4

🏡南昭和町 1-43 ロゼ谷本 102 号

🏡浜角 3-12

ステーキ＆ハンバーグやさい畑

本格和牛 天龍

ギャラリーちゃ

焼肉しおむら

☎082-824-0190

☎082-822-2325

☎082-823-2452

☎082-823-7878

🏡南幸町 9-10-2

🏡南昭和町 1-19

🏡中店 12-23

🏡南昭和町 1-30 塩村ビル 1F

Bakery Papaw

ハレノヒ

讃岐屋 海田店

くに勝

☎070-5307-3727

☎082-822-5899

☎082-823-1638

☎082-824-3431

🏡南大正町 3-43-102

🏡南つくも町 1-1

🏡南大正町 4-26

🏡南大正町 3-43 第１森本ビル 1F

焼肉たいほう

植田商店本店

佐々木商店

栄屋酒店

☎082-823-2057

☎082-822-3934

☎082-823-3285

☎082-823-3262

🏡日の出町 3-15

🏡稲荷町 8-13

🏡畝 1-15-2

🏡南昭和町 1-1

サンカネ

塩村精肉店

石本酒店

カルム洋菓子店

☎082-823-3311

☎082-823-2302

☎082-823-4631

☎082-822-4566

🏡浜角 3-12

🏡新町 11-23

🏡西浜 11-31

🏡南本町 1-18-5

広島海苔直売店

カラオケフレンズ

本家かまどや 海田店

☎082-822-2500

☎082-822-6016

☎082-824-2733

🏡国信 1-2-16

🏡浜角 2-13

🏡南つくも町 6-18

ドラッグストア・医薬品販売店
スーパードラッグひまわり海田東店

加藤薬品 本店

ココカラファイン海田市駅前店

ウォンツ海田栄町店

☎082-821-0072

☎082-823-2606

☎082-823-3933

☎082-821-3137

🏡畝 2-15-15

🏡稲荷町 9-18

🏡窪町 1-23

🏡栄町 5-29

ローソン海田南明神町店

セブンイレブン広島海田大正町店

セブンイレブン広島海田国信店

☎082-516-8488

☎082-823-7517

☎082-823-8227

☎082-821-3301

🏡南明神町 1-36

🏡大正町 8-9

🏡国信 2-5-39

🏡畝 1-25-17

広貫堂 二川薬品
☎082-822-2238
🏡新町 9-24

コンビニエンスストア
ポプラ海田畝店

セブンイレブンキヨスク JR 海田市駅
☎082-821-0711
🏡新町 20-20

電気・家電
㈱長山電気商会

富永商事㈱

エディオン海田東店（梶川電機㈱）

エディオン海田店

☎082-822-3527

☎0120-2196-39

☎082-822-2010

☎082-823-3811

🏡稲荷町 9-17

🏡成本 8-7

🏡南昭和町 1-28

🏡南つくも町 13-18

ホームセンター・家具
ＤＣＭダイキ海田店

仏壇・仏具
㈱ニトリ広島海田店

野島仏檀店

☎082-823-1112

☎082-822-5722

☎082-823-4892

🏡栄町 3-16

🏡曽田 2-49

🏡中店 11-17

クリーニング
クリーニングホワイト舎 フジ海田店

㈲オキタクリーニング

小柴クリーニング ハピアス海田店

小柴クリーニング マックスバリュ海田店

☎082-824-5360

☎082-822-4588

☎080-4227-0329

☎080-8989-0548

🏡南本町 1-3

🏡曙町 10-32

🏡畝 2-15-15

🏡南大正町 3-30

洋服の青山 広島海田店

バラエティショップさかい

衣服・制服
イトウゴフク海田店

アマガタ

☎082-823-1008

☎082-823-2728

☎082-824-2127

☎082-822-8297

🏡畝 2-15-15

🏡西浜 3-45-1

🏡堀川町 3-10

🏡南幸町 1-9-4

生花・園芸
FLORIST・KOZAWA フジ海田店

小沢園芸 本店

かとう花店

☎082-822-3487

☎082-823-4187

☎082-823-3372

🏡南本町 1-3

🏡大正町 3-27

🏡新町 17-6

写真
迫谷写真舘

フォトスタジオ サンエス

せとうちカラー

☎082-823-2234

☎082-823-4776

☎082-822-1536

🏡中店 6-12

🏡中店 12-17

🏡南大正町 4-28

書店

石油販売
中川書店

沢井書店

㈱両備エネシス セルファクール海田ＳＳ

☎082-823-2447

☎082-823-2308

☎082-824-5008

🏡大正町 1-18

🏡上市 16-22

🏡曙町 17-8

自動車販売・整備
㈱タオダ自動車工業

㈲中野オート

㈲トーヨー自工

マツダオートザム海田

☎082-823-4111

☎082-824-2085

☎082-822-3385

☎082-824-3636

🏡南幸町 9-39

🏡曙町 17-5-6

🏡蟹原 1-3-6

🏡南大正町 8-10

建築・建設・リフォーム
松川建設㈱

㈱ウエカド

畳とインテリアの店 和ごころ工房

留川工産

☎082-822-3753

☎082-823-3744

☎082-823-2977

☎082-823-6911

🏡蟹原 2-1-16

🏡南本町 4-10-2

🏡新町 5-9

🏡三迫 2-14-37

自動車教習
㈱海田自動車学校

文具・進物品

自転車販売

こうぶん堂

キムラじてんしゃ

☎082-822-4011

☎082-823-0059

☎082-823-2897

🏡蟹原 1-4-73

🏡西浜 2-23

🏡上市 18-11

美容・理容
stylist SHIN

ポプラ美容室

ビューティーサロンセラフ

ヘアーサロン コダマ

☎082-823-7450

☎082-823-2559

☎082-821-1551

☎082-823-3718

🏡蟹原 1-13-8

🏡稲荷町 7-4

🏡中店 12-14-1F

🏡中店 9-31

ハンサムメーカー 山下理容院

スイートピー美容室

☎082-822-8133

☎082-823-1868

🏡畝 2-12-3

🏡砂走 10-24

☜このステッカーが目印です！
このステッカーが貼ってあるお店でプレミアム付商品券を使用できます。

お問い合わせ先

広島安芸商工会

平日８時３０分～１７時１５分

☎ ０８２-８２２-３７２８

商品券について詳しくはこちら
http://www.town.kaita.lg.jp
海田町役場ホームページ

