（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表

（加盟店） 247店
地区

店名

電話番号

取扱商品等

1

駅前通り 中山生花店駅前店

0865-63‐0747 生花、鉢物、植木、園芸

2

駅前通り 天野進商店

0865-62‐3794 酒類、食料品、調味料

3

駅前通り ふじまる㈲

0865-62‐4392 ギフト食品・果実

4

駅前通り キムラヤのパン笠岡駅前店

0865-62-2386 パン、サンドイッチ、スイーツ、菓子、飲料

5

駅前通り 笠岡手土産はればーじゃ

0865-61-4195 笠岡みやげ全般

6

駅前通り 炭火焼にし井

0865-60-0039 焼鳥、笠岡ラーメン

7

駅前通り reju color

0865-61-4777 白髪染め

8

駅前通り 味処 栄清丸

0865-62-2763 魚介、酒類、笠岡ラーメン

9

駅前通り ダイニング 斬

090-9714-2834 鮮魚料理、ピザ

プレミアム版 独自サービス

10 駅前通り セブンイレブン ハートインJR笠岡駅店

0865-69-2081 コンビニエンスストア

11

東本町 鮮魚・仕出しの魚宮

0865-63-1137 鮮魚、仕出し

12

東本町 アサヒ写真館

0865-62-2530 写真撮影、写真材料

13

東本町 エフ・プランニング

0865-62-4912 IT機器保守

14

東本町 ㈲ブティックマルバン

0865-62-2017 婦人服、小物

3,000円以上の使用で粗品進呈

15

東本町 レディースファッション不二屋

0865-62-0228 婦人服

5％引き（割引セールは除く）

16

東本町 平井菓子店

0865-62-3272 菓子

17

東本町 笠原一和堂

0865-62-2521 印判、仏具

18

東本町 ジョリー美容室

0865-63-1500 美容

19

東本町 大口酒店

0865-62-2792 酒類、煙草、米

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

取扱商品等

20

東本町 まるみ屋

0865-62-2537 学生服、制服、作業服

21

東本町 エステサロン ソワーレ

090-7374-5518 ﾌｪｲｼｬﾙ、糸美顔、脱毛、ﾈｲﾙ

22

東本町 辻珈琲

0865-60-0802 珈琲豆、珈琲器具

23

東本町 松浦花店

0865-62-4432 生花、花鉢

24

西本町 石井写真館

0865-62‐2351 写真、写真材料

25

西本町 すぅいーつ工房すみれ

0865-62-6396 焼菓子

26

中央

おもちゃの国にしおか

0865-62‐2727 玩具、人形、ＴＶゲーム

27

中央

リカープラザえだき

0865-63-1212 酒類

28

中央

秋田カラツ店

0865-63‐1717 陶器

29

中央

セコンディ・カフェ

0865-60-0565 パスタ、ビール、コーヒー他

30

本通り 結納のし・各種印鑑ワタナベ文具

0865-62‐3080 文具、事務用品、のし

31

本通り シューズショップさくら堂

0865-62‐4396 履物

32

本通り 橋本化粧品店

0865-62‐2626 化粧品、婦人衣料品

33

本通り (有)丸辰商店

0865-62-2552 家電

34

本通り ㈲吉見紙文具本町店

0865-62‐5248 紙、文具、事務用品

35 大仙通り 和光薬品㈱

0865-62-2408 医薬品、健康食品、化粧品、雑貨品

36 大仙通り 辻与旅館

0865-63-2133 料理、旅館

37 大仙通り ㈱玉利軒

0865-62‐3584 和洋菓子

38 大仙通り 肉・揚げ物店いのうえ食品

0865-62‐2990 精肉

39 大仙通り ㈱清月堂

0865-63‐1177 和洋菓子

40 大仙通り フルーツショップにしじま

0865-62‐3083 果物、缶詰

41 大仙通り 川口菓子店

0865-62‐2208 菓子、パン

プレミアム版 独自サービス
次回使用できる500円割引券進呈

スタンプ3倍押します

2,000円以上の使用は5％引き

3,000円以上で粗品進呈

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

取扱商品等

42 大仙通り お食事処べにす

0865-62-3033 和洋食、仕出し

43 大仙通り くにし佛具店大仙通り店

0865-63-1657 仏壇、仏具、位牌、神具

44 大仙通り 永山酒造㈲

0865-63-0003 酒類

45 大仙通り 奥山食料品店

0865-62‐2402 食料品

46 大仙通り Ｕクリーナー中央店

0865-60-0912 クリーニング

47

仁王堂 花と園芸なかやま

0865-63‐1187 生花、鉢物、植木、園芸

48

仁王堂 くにし佛具店

0865-62-4008 仏壇、仏具、位牌、神具

49

浜田

鶴田石材㈱

0865-60-0307 採石業、小売業

50

浜田

寝装ショップやすはら

0865-62-2422 寝具一式

51

田頭

住まいるネット笠岡インター店

0865-63-4422 家電販売・修理リフォーム

52

殿川

オンリーワン笠岡駅前店

0865-62-0503 飲食料品、スーパーマーケット

53

殿川

文具・教材の三彩堂

0865-62-3414 画材、額縁、教材

54

殿川

ヨシトミスポーツ

0865-62‐2252 スポーツ用品

55

殿川

平井サイクル

0865-62‐2913 自転車、バイク

56

殿川

めんや 麺介

0865-63-0240 ラーメン 他

57

殿川

OA・文具 ミヤケ

0865-62-3517 文房具、OA機器

58

川辺屋 Ｕクリーナー井笠店

0865-62-4940 クリーニング

59

川辺屋 内海㈱笠岡北給油所

0865-62‐4138 ガソリンスタンド、燃料、雑貨

60

川辺屋 内海㈱ガス開発部

0865-62-4131 LPガス、ガス器具

61

川辺屋 ㈱マスヒラガス

0865-63‐2811 ガソリンスタンド、燃料

62

川辺屋 オオモトクリーニング

0865-63‐4609 クリーニング

63

川辺屋 中山燃料㈱

0865-62‐2450 ガソリンスタンド

プレミアム版 独自サービス

お買上げ皆様に干支タオル進呈

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

64

川辺屋 ㈱池田成章堂

0865-62‐2312 書籍、雑誌

65

川辺屋 ドリーム岡山笠岡店

0865-63‐1233 酒類

取扱商品等

66

追分

㈱スタンドワン

0865-63-4393 ガソリンスタンド

67

追分

チコマート

0865-63-4388 食料品

68

追分

レストランファンアイク

0865-63-4477 ランチ、朝食、軽食、貸会議室

69

西の浜 ㈲伏本建設

0865-63-5987 建設工事

70

西の浜 ㈱スズキランド笠岡中央

0865-60-0181 自動車販売、整備

71

西の浜 井笠観光㈱

0865-62‐3344 旅行業

72

西の浜 角田医療器㈱

0865-63‐4040 医薬品、介護・ストマー用品

73

西の浜 ホリデイ㈱

0865-63‐1121 ＤＩＹセンター

74

西の浜 ㈲若田建材店

0865-63‐2281 建材販売・施工

75

西の浜 ㈲笠井商会

0865-62-2090 自動車販売、修理

76

西の浜 ㈱奥商

0865-63-6677 進物、贈答品

77

西の浜 すみれ会笠岡市民病院売店

0865-62-5024 飲料、菓子、日用品

78

西の浜 K・D Cafe

0865-61-4141 カフェ

79

住吉

ビューティーサロンカール

0865-63-6723 カラー、パーマ、シャンプー、化粧品

80

住吉

味々亭

0865-63‐0500 飲食、お好み焼き、ラーメン

81

住吉

おかもとシーサイド店

0865-62-3133 食料品

82

住吉

住まいるネット笠岡住吉店

0865-62-4387 家電

83

住吉

マルナカ笠岡店

0865-69-2552 食料品、スーパー

84

住吉

笠岡マルセン開発㈱

0865-62-2121 笠岡シーサイドモール・サテライト笠岡

85

住吉

酒々波々

0865-62-4431 飲食、焼肉

プレミアム版 独自サービス

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

取扱商品等

プレミアム版 独自サービス

86

住吉

美と健康のセレクトショップ アイランド

0865-63-1550 書籍、自然食品、漢方サプリ、化粧品

87

住吉

星乃珈琲 笠岡店

0865-62-2120 カフェ

88

住吉

中華そば 備州屋

090-3175-8736 中華そば、カレー

煮鶏又はチャーシュー増量

89

伏越

眼鏡市場笠岡店

0865-63-1888 眼鏡、補聴器

5,000円以上の使用で粗品進呈

90

伏越

進物のレオナ

0865-62-4111 寝具・繊維製品・冠婚葬祭用贈答品全般

91

伏越

岡山屋

0865-62-3704 手打ちうどん 等

92

大磯

ちろりん村

0865-63-0185 オートバイ、自転車

自転車・バイクにキーホルダー

93

大磯

カラオケ F

0865-60-0216 カラオケ

受付時提示で30分無料延長します

94

一番町 ㈱協和電化リビングセンター

0865-63‐4517 家電、ＬＰガス

95

一番町 らーめん八楽笑

0865-63-7028 ラーメン、餃子

96

一番町 ヘアーサロンカワカミ

0865-62‐3903 理容

97

一番町 ㈲マイカーセンターカシ

0865-63-2046 自動車、保険、レンタカー

98

一番町 カーショップ マスモト

0865-63-9794 自動車販売、、整備、保険

99

ニ番町 来来亭笠岡店

0865-63-2523 ラーメン、飲茶、飯類、酒類

100

ニ番町 ぶつだん・墓石・霊園中原三法堂

0865-63-1166 仏壇、仏具、墓石、神具

101 二番町 ㈲なかむらベーカリー

0865-62‐2051 パン

102 二番町 日山精肉番町店

0865-62-2476 精肉

103 二番町 ㈱櫛田農機商会

0865-63-3811 農業機械、運搬具、井戸ポンプ、ボイラー

104

0865-63-5001 住宅に関する不具合、リフォーム、新築

ニ番町 睦みの工房小堀建設㈱

105 三番町 シーボーイ笠岡店

0865-62-6633 自動車販売業

106 三番町 床屋にしな

0865-62-2472 カット、顔そり、シャンプー、カラー、エステ

107 三番町 三宅電器商会

0865-63‐5169 家電

2,000円以上の使用で味玉券を進呈

5,000円以上の使用で値引きあり

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

取扱商品等

108 三番町 ㈲吉見紙文具三番町店

0865-62‐2870 紙、文具、事務用品

109 三番町 進物のマルイチ

0865-63‐4488 ギフト、備前焼、名入れタオル

110 三番町 新亀

0865-63‐1010 ＴＶゲーム、人形、プラモデル

111 三番町 レディスファッションフタバ

0865-63‐6154 婦人服

112 三番町 ㈲ビガレ（徳山タイヤ）

0865-62‐2473 タイヤ、ホイール、カー用品

113 三番町 メガネのタナカ笠岡店

0865-62-0655

114 三番町 小料理かとう

0865-63-3383 一品料理、宴会、寿し

115 三番町 日本料理 美然

0865-60-0909 日本料理

116 三番町 㐂久粋

0865-63-2287 日本料理

117 四番町 カットハウスフィスト

0865-63-0774 カット、パーマ、ヘアカラー

118 四番町 ㈱髙嶋工業

0865-63-3939 アルミサッシ、ガラス、エクステリア

119 四番町 焼肉酒房きらく

0865-63-2989 飲食、焼肉

120 四番町 パソコンショップナガヤス

0865-63‐2355 パソコン、家電

121 四番町 内海㈱笠岡東給油所

0865-62‐2880 ガソリンスタンド、燃料、雑貨

122 四番町 ㈲佐藤紙文具店

0865-62‐5544 事務機、事務用品

123 四番町 ㈲欧風菓子スバファー

0865-63‐2370 洋菓子

124 四番町 貸衣装錦屋

0865-63‐5304 貸衣装

125 四番町 ㈲清水モータース

0865-62‐2960 自動車販売・修理

126 四番町 ㈲妃富美

0865-63-5394 小料理、鰻、宴会

127 四番町 麺屋 千鳥

0865-62-4545 ラーメン 他

128 四番町 豆と麦

0865-70-2034 珈琲、軽食、珈琲豆

129 五番町 フローリスト萬

0865-63-5757 生花、花鉢、プリザーブドフラワー、ブライダル

プレミアム版 独自サービス

メガネ、補聴器、コンタクトレンズ、光学品

ポイント2倍

1万円以上のご使用で粗品進呈

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

取扱商品等

130 五番町 笠岡グランドホテル

0865-63‐0111 ホテル、グリル、宴会、式場

131 五番町 クラウドナイン

0865-63-1634 喫茶

132 五番町 ㈱ナカツカ寝装

0865-63‐5585 寝具、インテリア、家具

133 五番町 土居酒舗

0865-62‐2388 酒類、煙草

134 五番町 フォトオカモト

0865-62‐4658 現像、写真材料

135 五番町 ㈱天満屋福山店笠岡出張所

0865-63‐1118 百貨店出張所

136 五番町 ㈲魚庄

0865-62-3380 鮮魚、仕出し

137 六番町 ㈱太陽

0865-62-5265 リフォーム、水道工事、エアコン

138 六番町 ㈱三美ギフト

0865-63‐3010 進物、贈答品

139 六番町 大松食堂

0865-69-1620 昼定食、笠岡ラーメン、うどん、カレー

140 七番町 大本薬局

0865-63-2565 医薬品、健康食品

141 七番町 さとう園

0865-63‐3373 茶、茶道具

142 七番町 コーズトーヨー住器㈱

0865-63-3521 住宅機器一式

143 九番町 福祉喫茶 夢ゆめ

0865-63-6633 喫茶

144 十一番町 たにもとふぁむ

0865-62-5556 牛肉、豚肉、鶏肉、加工品

145 十一番町 ㈱大島製作販売所

0865-63-5325 小農機具、園芸用品、刃物用品

146 十一番町 焼肉たにもと

0865-75-0180 飲食、焼肉

147 十一番町 イマガワリフォーム

0865-69-1777 住宅改修、住宅設備品、増改築

148 十一番町 ㈲柳生写真館

0865-63‐2161 写真撮影、写真材料

149 十一番町 ㈲富士商工番町店

0865-63‐0018 家電販売・修理

150 十一番町 Ｕクリーナー十一番町店

0865-63-0018 クリーニング

151 十一番町 青山茶舗

0865-63‐0288 茶、茶道具

プレミアム版 独自サービス

5,000円以上の使用で粗品進呈

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

取扱商品等

152 十一番町 浅野石油㈱番町給油所

0865-62-4733 ガソリンスタンド、燃料

153 十一番町 坂本米穀卸売市場店

0865-62-2311 米、卵、酒、その他雑穀

154 十一番町 よろず居酒屋やくう笠岡店

0865-61-4337 居酒屋

155 十一番町 創作ダイニング蔵

0865-60-0640 居酒屋

156 十一番町 大西畳工業

0865-60-0957 畳、ふすま、建具、内装関係

157 十一番町 手打ちうどん おのしん

0865-63-9839 うどん

158

富岡

ＴＳＵＴＡＹＡ笠岡富岡店

0865-69-7501 本、ＣＤ、ＤＶＤ販売、レンタル

159

富岡

ユーホー笠岡店

0865-67-5800 ホームセンター

160

富岡

小林商店

0865-67-0301 味付海苔、酒、タバコ

161

富岡

ニシナフードバスケットコムプラザ笠岡店

0865-67-9911 食料品全般および生活雑貨

162

富岡

デイリーファッションパレットコムプラザ笠岡店

0865-69‐7123 総合衣料品、寝具、雑貨

163

富岡

Ｕクリーナーコムプラザ店

0865-67-1386 クリーニング

164

富岡

㈱家具のモリヤマ

0865-67‐3111 家具、インテリア

165

富岡

㈲富岡交通

0865-63‐2668 タクシー

166

富岡

藤屋菓子舗

0865-62‐3833 和洋菓子、ケーキ

167

富岡

藤屋菓子舗富岡支店

0865-67-6140 和洋菓子、ケーキ

168

富岡

㈲増成製畳

0865-67‐0717 畳、上敷、カーテン

169

富岡

坂本米穀

0865-62-2878 米、卵、酒、その他雑穀

170

富岡

メガネの三城笠岡店

0865-63-3640 メガネ、補聴器、コンタクトレンズ

171

富岡

スーパードラッグひまわり笠岡店

0865-69-7505 医療品、化粧品

172

富岡

ハローズ笠岡店

0865-67-5586 食品、スーパーマーケット

173

富岡

ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾄﾞﾗｯｸﾞ ｺｽﾓｽ富岡店

0865-67-3010 医薬品、化粧品、食料品 他

プレミアム版 独自サービス
3,000円以上の使用で卵サービス

粗品進呈と5％引き

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

電話番号

取扱商品等

174

富岡

ベンリー笠岡店

0120-006-904 町の便利屋

175

富岡

魚好人一休 笠岡店

0865-67-1500 和食、活魚、鮮魚、定食

176

絵師

ファミリーマート笠岡里庄口店

0865-62-0266 コンビニエンスストア

177 美の浜 ㈱石田

0865-67-1448 リフォーム、水道工事

178 美の浜 ㈲高森進物

0865-67‐0521 進物、贈答品

179 美の浜 ㈱笠岡タクシー

0865-67-4545 タクシー

180 美の浜 ハピーズ笠岡美の浜店

0865-69-7626 スーパーマーケット

181 美の浜 ㈱大本

0865-67-4316

182 美の浜 リッチライフしんこう

0865-67-0200 電気製品

183 美の浜 ローソン笠岡美の浜店

0865-67-0220 コンビニエンスストア

184 美の浜 ㈱カサセイホームズ

0865-67-0011 リフォーム、新築、婦人服

185 新横島 オッペン化粧品笠岡特別営業所

0865-67-0491 化粧品、健康食品販売、美容室

186

横島

池田理容院

0865-67-0687 理容

187

横島

はや川

0865-67‐2222 料理、仕出し

188

横島

はや川ラーメン一笑懸麺

0865-67-2222 ラーメン、ぎょうざ、炒飯

189

横島

瀬戸内割鮮 若よし

0865-67‐3950 和食、寿司

190

入江

㈱アクア美保

0865-67-3555 浄化槽維持管理、給排水設備工事

191

入江

Ｕクリーナー入江店

0865-67-6757 クリーニング

192

入江

ザ・ビッグ笠岡店

0865-67‐6770 スーパーマーケット

プレミアム版 独自サービス

各種ポイントカード併用可能です

環境商品、自然塗料、ドイツ木のおもちゃ
多目的クリーナー

※令和3年2月8日～使用可

1,000円以上の使用で5％引き

193 西大島 ひとの和工房

0865-67-0585 建築リフォーム・不動産

194 西大島 一心整体

0865-67-7760 整体

4,000円以上の使用で粗品進呈

195 西大島 パンカフェ・アシェット

0865-67-3320 パン製造・販売

3,000円以上の使用で粗品進呈

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区

店名

196 西大島 古民家カフェ＆創作ダイニング 遊

電話番号

取扱商品等

プレミアム版 独自サービス

0865-67-5278 日替りランチ、鶏刺し、六島ビール

197 西大島 晴れの国岡山農業協同組合 笠岡南グリーンセンター
0865-67-0905 肥料、農薬、出荷資材、園芸資材、食品
198 神島内 オオタ・アート・Hair

0865-67-1970 カット、カラー、パーマ、着付け

199 神島内 アップルベーカリー＆カフェ

0865-67-4122 飲食、パン

200 神島内 こうのしま お多津

0865-67-7200 ラーメン

201 神島内 鉄板焼 一本松

0865-75-0014 お好み焼き、焼きそば、鉄板焼

202 神島外 TAI TAI 家

0865-67-2366 定食（魚、天ぷら、カキフライ）

203 生江浜 藤井畳店

0865-66-0355 畳

204 生江浜 ㈱松田自動車

0865-66‐0504 自動車販売・修理

205 生江浜 ローソン笠岡生江浜店

0865-66-5533 コンビニエンスストア

206

吉浜

㈱イズミ設備

0865-66-3933 ボイラー、ポンプ、浄化槽等水回り工事

207

吉浜

㈱ナカツカ寝装吉浜店

0865-66‐1113 寝具、インテリア、家具

208

吉浜

ピトレ・かねまさ

0865-66‐1832 家電

209

吉浜

セブンイレブン笠岡吉浜店

0865-69-6266 コンビニエンスストア

210

有田

ローソン笠岡有田店

0865-66-0170 コンビニエンスストア

211

有田

㈱ベルフィールド

0865-66-3825 ポスト、カーポート、表札

212

相生

CAFE BUTTON

0865-75-0268 喫茶

213

相生

(有)中国水道

0865-66-4205 リフォーム、水道工事

214

大冝

㈱藤水

0865-66-2739 水道工事

215

大冝

坂本石油店

0865-66-0741 ガソリンスタンド、燃料、自動車販売、修理

216 用之江 クリーニングドクター用之江店

0865-66-4868 クリーニング

217 用之江 カフェレスト マドモァゼル

0865-66-0053 パスタバイキング、ステーキ

3,000円以上のご利用で5％引き

全員に5％引き！！
※令和3年2月1日～使用可

※令和3年2月1日～使用可

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区
218

茂平

店名
髙田工業㈱

電話番号

取扱商品等

プレミアム版 独自サービス

0865-66-2212 カーポート、フェンス、門、塀、家の外回り全般

219 カブト南町道の駅笠岡ベイファーム

0865-67-6755 食料品、雑貨、工芸品、農産物

220 カブト南町岡﨑商店

090-4570-8052 海産物加工品

221 平成町 晴れの国岡山農業協同組合 笠岡ｱｸﾞﾘｾﾝﾀｰ

0865-66-5010 肥料、農薬、出荷資材、園芸資材、食品

222 平成町 晴れの国岡山農業協同組合 笠岡青空市しおかぜ

0865-66-1301 食品

223 鋼管町 JFE瀬戸内海ｺﾞﾙﾌ俱楽部

0865-66-4570 ゴルフ場

224 大井南 ㈲松尾

0865-63-1162 防水・塗装

225 大井南 カフェテラス フルート

0865-62-5530 モーニングセット、ランチ、定食

226 大井南 ティーノ美容室

0865-69-2063 美容室

227 小平井 笠岡ＬＰガス㈱

0865-62‐4014 燃料、ガス、ガス器具

228 小平井 ラーメン・ぎょうざとんぺい

0865-62‐4129 ラーメン、餃子

229 小平井 ㈱西山モータース

0865-69‐2480 自動車修理・販売

230 小平井 三宝堂

0865-63‐3502 餅、饅頭

231 小平井 神尾建具工業

0865-63‐4622 木製建具、ガラス

232 小平井 ㈱シシドモータース

0865-63-1231

233 東大戸 別館茶寮 お多津

0865-62-6262 日本料理、テイクアウト

234

今立

堂店

0865-62‐2900 酒類、煙草、食品、雑貨

235

尾坂

たかたのたまご

0865-65-1577 卵、スイーツ

236

走出

㈱ナカツカ

0865-65-0723 米、酒類

237

山口

晴れの国岡山農業協同組合 笠岡北グリーンセンター0865-65-1516 肥料、農薬、出荷資材、園芸資材、食品

238

吉田

ハピーマート笠岡吉田店

0865-65-2853 スーパーマーケット

239

吉田

髙山産業㈱笠岡店

0865-65-2021 ガス器具、家電、成羽の水

車検、点検、一般整備、鈑金塗装、タイヤ等用品

令和3年6月8日現在

（笠岡市内共通商品券 プレミアム版）
加盟店一覧表
地区
240

甲弩

店名
アルデバラン

電話番号
0865-65-0895

取扱商品等

プレミアム版 独自サービス

シルク布ナプキン、シルク草木染めインナー等

241 白石島 あまのストア

0865-68-3015 食品、雑貨、米、煙草

242 白石島 お多福旅館

0865-68-3501 旅館、飲食、仕出し

243 白石島 晴れの国岡山農業協同組合 白石島支店

0865-68-3511 肥料、農薬、出荷資材、園芸資材、食品

244 北木島 浅野石油㈱北木島給油所

0865-68-2053 ガソリンスタンド、燃料

245 北木島 奥野電業

0865-68-2218 家電

246 北木島 K's LABO

0865-69-8814 資料館、ｶﾌｪ、ﾚﾝﾀﾙ、お土産

247 北木島 ストアーつるた

0865-68-2717 食料品、雑貨

令和3年6月8日現在

