
はた旅クーポンⅡ 取扱店一覧

⭐パンの店 パン ☎43-4332

⭐ パン・菓子 ☎090-3783-7497

⭐ ケーキ・菓子 ☎0880-43-0101

⭐ ケーキ ☎43-2178

⭐ カフェ ☎43-2525

この

ステッカーが

目印です！！

⭐ 吹きガラス・とんぼ玉 ☎43-4336

⭐ スタンプ・ビーチコーミング ☎43-4915

⭐ サーフィン・レンタル ☎43-2185

⭐ サーフィン・レンタル・小売 ☎43-3309

⭐ ハーバリウムづくり ☎43-4711

⭐ 五目掛け釣・瀬渡し船 ☎55-3223

⭐ シーカヤック ☎090-7105-8447

⭐ カツオの藁焼き体験・飲食 ☎55-3680

⭐ 天日塩づくり ☎55-3226

体験施設

飲食店

小売店

パン・菓子

⭐ ピザ ☎090-4903-1993

⭐ うどん ☎43-3838

⭐ コーヒー・レンタサイクル ☎090-5915-8996

⭐ エスニック ☎090-6881-4555

⭐うどんの庄寿庵 うどん ☎55-3500

⭐ イタリアン ☎55-3177

⭐コーヒーショップ駅 飲食店 ☎55-3266

⭐ 居酒屋 ☎43-0616

⭐居酒屋 ポコペン 居酒屋 ☎43-1287

⭐ 居酒屋 ☎43-0551

⭐飲喰処 茂平 居酒屋 ☎43-2838

居酒屋

⭐ 飲食・お土産 ☎43-3113

⭐ 飲食・お土産 ☎55-3325

道の駅

市外局番（0880）

・・・ テイクアウトあり！お持ち帰りできます😃

海辺のガラス工房kiroroan

砂浜美術館

ノブサーフギャラリー

幡多サーフ道場

サザンウェーブ

第二朝日丸
SEA KAYAK 9640

SOLANA SURF CAMP

いろりや
SUNLIFE COFFEE

minica

ノスタル

erba

道の駅ビオスおおがた
道の駅なぶら土佐佐賀

菓子工房 茶花cha_ka
おいしいお菓子tutu

真味

CAFE ROSSI 46

ケーキの職人やまもと

⭐ 食品・小物 ☎080-8068-9709

⭐ 建材 ☎43-2464

⭐ 仕出し ☎44-1524

⭐シバサキ電機 電気小売 ☎55-2067

⭐河内酒店 酒小売 ☎55-2666

⭐舛耕水産 鮮魚 ☎55-2020

⭐Grandvelo レンタサイクル ☎43-0332

⭐ 家電製品 ☎43-2077

⭐ 服飾雑貨 ☎43-0021

⭐ 食品・小物 ☎55-7272

Sea56

塩田商店

じぃんず工房大方

佐賀北部活性推進協議会直販所

谷建材

クボタデンキ

（ﾈｽﾄ･ｳｴｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ土佐）

ソルティーブ灘製塩所
黒潮一番館

htttp://kiroroan.wix.com/kiroroan
http://www.sunabi.com/
https://www.instagram.com/nobusurf/?hl=ja
https://www.hatasurfdojo.com/
https://www.maprok-exp.com/
https://www.instagram.com/solana_surf_camp/
https://www.iroriya.jp/
https://www.instagram.com/sunlife_coffee/
https://www.instagram.com/minicadeluxe/
http://kurosiochonosutaru.com/
https://erba.jimdosite.com/
http://hinataya.biz/
http://nabura-tosasaga.com/
https://www.instagram.com/cha_ka0325/
https://www.instagram.com/tutu.okashi/?hl=ja
https://www.instagram.com/maaji2001/?hl=ja
https://rossi.co.jp/
https://cake-yamamoto.business.site/
https://www.instagram.com/_sea56_tastymeal.kuroshio_town/?hl=ja
https://www.instagram.com/shidashi_shiotasyouten/?hl=ja
https://isa-kuroshio.com/
https://www.instagram.com/shukatsu_sagahokubu/?hl=ja
https://tani-kenzai.com/2019/12/05/hello-world/
http://siomaru.com/


ドラッグストア

⭐ドラッグストアMac黒潮店 ドラッグストア ☎43-3646

⭐ ドラッグストア ☎43-2727

⭐ スーパー ☎31-3210

⭐黒潮ふれあい市 スーパー ☎43-2205

⭐ スーパー ☎55-2515

スーパーマーケット

⭐コメリハードアンドグリーン黒潮店 ホームセンター ☎31-3900

⭐コーナンホームストック黒潮店 ホームセンター ☎31-3121

ホームセンター

⭐ ガソリンスタンド ☎43-1246

⭐ENEOS河野石油店 ガソリンスタンド ☎43-1056

⭐ ガソリンスタンド ☎55-2139

⭐長嶋石油店 ガソリンスタンド ☎55-3407

⭐ENEOS浜田石油店 ガソリンスタンド ☎55-2179

ガソリンスタンド

⭐つづきハイヤー タクシー ☎43-1074

タクシー

⭐ローソン黒潮入野店 コンビニ ☎43-3966

⭐ローソン黒潮町大方バイパス店 コンビニ ☎43-1006

⭐ローソン黒潮町佐賀店 コンビニ ☎55-2024

コンビニ

⭐ 飲食・小売・日帰り入浴 ☎43-0101

⭐ 飲食・小売・体験 ・日帰り入浴 ☎43-2345

⭐ 飲食・小売・日帰り入浴 ☎55-7011

⭐ 飲食 ☎44-1485

⭐民宿 たかはま 飲食 ☎44-1046

⭐民宿 ニュー白浜 飲食 ☎55-2571

⭐ サーフィン・レンタル ☎090-4265-3131

⭐であいの里蜷川 体験 ☎44-2010

⭐ 民宿 ☎44-1146

⭐ 民宿 ☎55-2507

⭐民宿 しらたがわ 民宿 ☎44-1354

⭐casa gracia ゲストハウス ☎43-0332

⭐ ゲストハウス ☎080-3923-0696

⭐ ゲストハウス ☎090-8829-8860

はた旅クーポンⅡ取り扱い宿泊施設

※令和3年11月7日現在の取扱店です。

11月8日以降に追加になった取扱店は

黒潮町HPにて随時更新します。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

※宿泊費には使用できません。※クーポン券受取施設での使用不可

・・・クーポン券利用可能施設

（飲食・小売・体験等）市外局番（0880）

黒潮町HP

クーポン券特設サイト

☆はた旅クーポンⅡの有効期限☆

令和4年2月28日

クーポン券及び取扱店舗に関する

お問い合わせは・・・

（一社）黒潮町観光ネットワーク

☎0880-43-0881 まで

JA大方給油所

JA佐賀給油所

土佐佐賀温泉こぶしのさと

土佐ユートピアカントリークラブ

ネスト・ウエストガーデン土佐

みやたエイト

業務スーパーあるね屋大方店

よどやドラッグ幡多大方店

農家民宿 かじか

民宿 海坊主

加持ノ宿

Surf House REALISTA

一棟貸しの宿 黒潮の家

民宿・喫茶 みやこ

――――――――――――――クーポン券配布のみ――――――――――――――――

2021/11/7 現在

http://ja-energy-kochi.co.jp/
http://ja-energy-kochi.co.jp/
http://www.kobushino-sato.jp/
http://tosa-yutopia.com/
http://www.nest-wgt.jp/
https://www.orikomi.tv/shop.php?id=3719
https://www.gyomusuper.jp/shop/detail.php?sh_id=1523
https://www.yodoyadrug.co.jp/
http://kuroshiokajika.sakura.ne.jp/
http://www.iwk.ne.jp/~umibouzu/
https://www.instagram.com/kamochinoyado/?hl=ja
http://www.realista.blue/
https://www.instagram.com/kuroshionoie/?hl=ja
https://miyako.therestaurant.jp/

