
業種 TEL 注意事項

Botta ※配布終了しました。 高戸148-3-
105

24-8776
営業時間
毎週金・土・日　12：00～17：00

五浦ハム ※配布終了しました。 上手綱2565-
11

24-2837

㈱左貫園 ※配布終了しました。 大和町2-49 22-3247

たかの商店 ※配布終了しました。 安良川755-
12

22-2700 店舗販売のみ対象。

長谷川鮮魚店　魚定 ※配布終了しました。 安良川272-
80

22-2637

㈲田村屋 ※配布終了しました。 本町2-6 22-2300

石井米店 ※配布終了しました。 安良川270 22-3157 お米のみ対象。

㈲翆月 ※配布終了しました。 春日町2-13 22-2012

庭園の味噌蔵たつご味噌　※配布終了しました。 上手綱75 23-5222

皆川商店 ※配布終了しました。 高浜町2-13 22-3037

永寿堂 ※配布終了しました。 安良川679 22-2002

Les Petites Mains ※配布終了しました。 春日町2-25 24-1881

北條米穀店 ※配布終了しました。 本町4-46 22-2112

菓子工房たつご ※配布終了しました。 上手綱66 23-3572

おさかなセンターゆうぞう ※配布終了しました。 春日町2-36 22-4054

やまへい鮮魚店 ※配布終了しました。 春日町1-19 22-2130

天然酵母のパンとおやつのお店Teku-Teku
※配布終了しました。 東本町4-50-3 23-1281

和洋菓子　明石屋　※配布終了しました。 本町1-55 22-3256

宝来　森田利雄商店 高萩1-1 22-2220

ピザ・ウイリー高萩店 ※配布終了しました。 下手綱2017 20-5757

不二家・サーティワンイオン高萩店 ※配布終了しました。 安良川239-2 20-5115

スーパーシバタ ※配布終了しました。 秋山554 22-2579

小僧寿し高萩中央店 ※配布終了しました。 安良川914-2 23-7731
ご来店のお客様のみクーポン配布します。
予約購入は1か月前まで。

　　　　　　                                令和４年1月19日現在の参加店舗を掲載しております。

たかはぎ小売店応援リピートクーポン参加店一覧
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かめ宗 ※配布終了しました。 本町1-16 22-2331

ファッション カミヨ ※配布終了しました。 大和町2-3 22-2561

Ｆashionナカヤ ※配布終了しました。 本町1-22 22-2225 セール品を含む全ての商品が対象。

よねや呉服店　※配布終了しました。 春日町2-54 22-2132

FASHION&GOODS Zip３０１/KOIKE※配布終了しました。 大和町2-95 22-2344

吉久保ふとん店 ※配布終了しました。 本町3-25 22-2109
切手・印紙・ハガキ類、宅配便送料等は
クーポン対象外。

ＦＡＳＨＩＯＮ ジュール ※配布終了しました。 本町2-11石ビ
ル1階

22-1392

インナーショップ トモ ※配布終了しました。 本町2-11 24-3333

レディースファッションヒルタ高萩店
※配布終了しました。

安良川231-1
イオン高萩店２
F

22-1777

仲屋呉服店 本町2-13 22-2008

男子専科コイケ ※配布終了しました。 春日町2-8 23-5533

キッズ・レディース専門店サンタ※配布終了しました。
安良川231イ
オン高萩店２F

22-1515

(株)コナカ　高萩店 ※配布終了しました。 高戸362-2 24-4036

中村酒店 ※配布終了しました。 高浜町3-9-4 22-2694 ビール券は対象外。

いけざわ　※配布終了しました。
安良川269-
29

22-2432 ビール券は除外。

酒のコマツ 高萩店 ※配布終了しました。 安良川922-2 318-0021
現金でお支払の場合に限り対象。たばこ、
市ごみ袋等は対象外。

鈴木三代子酒店 ※配布終了しました。 東本町2-77 23-6622

明光社 ※配布終了しました。 本町2-2 22-2716

仲屋運動具店 ※配布終了しました。 本町1-88 22-2311

夢見る道具 つるや 安良川672 22-2414

LaLa高萩店 ※配布終了しました。
安良川231-1
イオン高萩店１
F

20-5171

緑屋時計店 ※配布終了しました。 大和町2-98 22-2778

メガネストアー高萩店 ※配布終了しました。 安良川406 20-5988

藤澤時計店 ※配布終了しました。 春日町2-36 22-2437 一部除外品有り。

(名）忠愛堂田所書店 ※配布終了しました。 春日町2-13 22-3020
一部の商品(教科書、図書カード、タバコ、
印紙、切手類）は、クーポン対象外。

田所書店イオン高萩店 ※配布終了しました。 安良川231イ
オン高萩店2F

20-1800
一部商品(教科書、図書カード）は、クーポ
ン対象外。

コンビニ ファミリーマート高萩東本町 ※配布終了しました。 東本町1-86-1 20-7020 クリスマスケーキのみ対象。
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(有)内藤住設商事 ※配布終了しました。 大和町2-18 22-2566 ガス料金は対象外。現金取引のみ対象

(有)山縣石油　※配布終了しました。 島名2256 22-3133

高萩商事㈱安良川給油所 ※配布終了しました。 安良川398-2 22-2456 灯油のみ対象。

オッペン化粧品高萩営業所 ※配布終了しました。 下手綱字小島
2012-1

23-7700

吉田薬局 ※配布終了しました。 本町1-17 22-2027
※処方箋はクーポン対象外。毎月８日は
クーポン対象外。

大髙薬局 ※配布終了しました。 大和町2-98 22-3048 保険医療の一部負担金(処方箋代）は除く。

オッペン化粧品島名営業所 島名2253-
108

24-4865

小豆畑薬局 ※配布終了しました。 大和町4-14 22-3179 処方箋調剤代金はクーポン対象外。

ウエルシア高萩安良川店 ※配布終了しました。 安良川214-1 20-4008
処方箋代、タバコ、市ごみ袋等はクーポン
対象外。

きくち生花店　※配布終了しました。 大和町3-12-2 22-3165

きくち生花店イオン店 ※配布終了しました。 安良川231-1 22-1313

アイフラワー ※配布終了しました。 春日町2-75 23-0871
対象は店内商品のみ。一部の商品(ギフト券
等）はクーポン対象外。

花の店コバヤシ ※配布終了しました。 春日町2-33 22-2715

インディゴガーデン ※配布終了しました。 上手綱360-1 22-0087

フナキ花店 ※配布終了しました。 大和町1-3 22-2740

STYLEdeSTYLE ※配布終了しました。 上手綱1570 44-8150

㈲共立住設機器 ※配布終了しました。 大和町4-23 23-5555 一部の商品、ガス料金はクーポン対象外。

㈲久保田住宅機器 下手綱2014 22-3131

太平産業㈱ 安良川891-1 22-1211 ガス料金は対象外。

㈱オカダ 石滝2207-9 22-3592 修理品はクーポン対象外。

(資)釜屋金物店 ※配布終了しました。 本町4-32-1 22-3062
現金で刃物や家庭金物をご購入されるお客
様のみ対象。

高萩スズキ㈱ ※配布終了しました。 赤浜914-2 23-1101

タイヤセンター高萩 ※配布終了しました。 下手綱1011-
2

23-7124

(有)鈴木モータース高萩 上手綱414-1 24-0400

その他
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※一部クーポン券の対象外となる商品があります。

※クーポン券の終了した店舗については随時更新してお知らせいたしますが、閲覧のタイミングによっては終了と記載されて

いない店舗であってもすでに終了している場合がございます。

詳しくは店舗へお問い合わせください。
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