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ATOM HANDS 木工品製造業 軽食＆喫茶　からっと 飲食業 島田建築 建築業
ＫＡＮＥＫＯ建築 建築業 軽食喫茶 農園 飲食業 谷口防災メンテナンス 消化器販売
塩田商店 仕出業 ケーキの職人やまもと 製造小売業 土居建具製作所 建具製造業
宮地建築 建築業 高知新聞入野販売所 小売業 砂浜美術館 非営利団体
宮地和加子商店 小売業 河野電機設備 電気工事、プロパンガス販売 豊浦理容店 理容業
民宿 海坊主 宿泊施設 河野農機センター 小売業 中川鮮魚店 小売業
井ノ岬環境センター 産業廃棄物処分業 コーナンホームストック黒潮店 小売業 幡多ストーン 小売業
光陽建設 土木工事業 小橋基礎 建築基礎工事業 林酒店 小売業
小谷建築 建築業 小松メンテナンス 水道設備業 生和 通所・短期入所介護事業

高知新聞 大方東販売所 小売業 しのだ建築 建築業 Early Bird パン製造業
坂本宏之（大工） 建築業 食品スーパーナカヤマ 小売業 あなたが幸せになる研究所 コーチング業
平野住設 電気、水道工事業 西南綜合建設 建築業 髙橋建築 建築業
松山百貨店 小売業 西部産廃 産業一般収集運搬処理 千鳥ヶ浜工房 食品製造業
まるみ屋 小売業 谷口板金店 製造業 幡多サーフ道場 スポーツインストラクター

民宿 たかはま 宿泊施設 たばた 飲食業 ＧＡＣＨＡ，宮川商店、千鳥ヶ浜工房 食品小売業
金子建築 建築業 茶蘭花 飲食業 矢野左官 左官工事業 馬荷
山沖軽運送 運送業 つづきハイヤー 運輸業 田辺商店 小売業
いろりや 飲食業 豚太郎大方店 飲食業 林和光 建築業
大方官材 建築用材、製造・販売 中沢建築 建築業 はりきゅうのちくぽか 鍼灸
ネスト・ウェストガーデン土佐 宿泊施設 永野米穀店 小売業 新清興業 土木工事業 御坊畑
田の口自動車 自動車整備、販売 中平サッシ アルミサッシ取付け工事 土佐電機製作所 開閉桟器部品製造
ローソン大方店・入野店 小売業 にこにこ市 小売業 小松土建 土木工事業
8の字 飲食業 西地塗装 塗装業 サザンウェーブ パソコン販売ほか
ＧＯＲＩアルミ ガラス工事業 ノスタル 居酒屋、飲食業 上川口マリーナ 船舶機関整備
Ｇｒａｎｄｖｅｌｏ 自転車小売業 パール美容室 美容業 酒井商店 小売業
JA高知県 大方支所購買部 小売業 幡多船用エンジンサービス 船舶製造・修理業 ショップベル 小売業
Kazz dance school ダンス教室 林建築 建築業 林商店 小売業
nico 美容業 パンの店 製造小売業 民宿喫茶 みやこ 宿泊施設
puamelia 飲食業 美容室 Come Come 美容業 大西設備 管工事業
ザ・グリーンルーム 小売業 美容室 フリーヘアー 美容業 島田鮮魚店 鮮魚小売業
青い鳥大方衛生社 し尿収集運搬業 ぷちどーる 小売業 Solana surf camp 飲食業
朝比奈建具 建具製造業 真味 飲食業 松岡建築 大工工事業
アトム電器黒潮店 小売業 前田電工 電気、水道工事業 土佐七郷会グループ 障害者福祉・製造・販売

居酒屋　ぽこぺん 飲食業 松阪洋品店 婦人服小売業 デジタル工房NON企画 撮影サービス業
板山自動車販売 中古車販売業 マプロック 造花製造業 本田工務店 建築業
海辺のガラス工房 ｋｉｒｏｒｏａｎ ガラス工芸 マルオ水産 卸売業 植田建築 建築業
営団コーナー 小売業 ミズホ商会 卸売業 植田板金 板金業
大石電気 電気工事業 道倉かまぼこ店 製造業 楠目建築 建築業
大方ガラス サッシ他取付販売 村越設備 給排水設備工事業 サロンドまちこ&カフェまちこ 美容業
ＪＡ大方給油所 小売業 森クリーニング店 クリーニング 塩田建築 建築業
大方公衛社 し尿収集運搬業 矢野鮮魚店 小売業 四万十環境サービス 一般産廃収集運搬業、清掃業

大方野村自動車 自動車整備業 ヤマモト建築設計事務所 建築設計 田辺建築 建築業
お好み焼き　田中 飲食業 よしもとでんき 小売業 ともこ工房 食品製造業 加持川
お好み焼き まるや 飲食業 よどやドラッグ大方店 ドラッグストア 石の里おかべ 小売業
おなが薬品 小売業 レスト喫茶 秋桜 飲食業 今倉商店 農業製品加工小売業

柿内自動車 自動車整備業 和や 製造・小売業 Season 生花店
上川口自動車 自動車整備業 黒潮町缶詰製作所 食品製造業 大方運送 貨物取扱業
北山鮮魚店 小売業 谷建材 建材卸売業 タニ電器商会 小売業
喫茶　柿の木 飲食業 谷建築 建築業 ナリス化粧品松本店　(松本化粧品店) 卸売業
喫茶　ジュン 飲食業 マル武工業 金属加工業 野並酒店 小売業
喫茶来夢 飲食業 土佐ユートピアカントリークラブ ゴルフ場経営 じぃんず工房大方 製造業
クボタデンキ 小売業 海工房 製造業 吉本一光建築設計事務所 建築設計
黒潮ふれあい市 小売業 ビオスおおがた 道の駅運営 吉本水道工務店 水道設備業
クロシオライフラインサービス 管・電気工事業 エムテック 電気工事業 野村宏幸 大工工事業
ケアラーズカフェ　Ｓｍｉｌｅ 飲食業 酒井自動車整備工場 自動車整備業 コメリ黒潮店 小売業

入野

奥湊川

上川口

有井川

伊田

出口

下田の口

入野

浮鞭

浮鞭

上田の口

加持

1



土佐七郷会 じょぶなしろ 加工・製造・小売 ローソン佐賀店 小売業 道の駅なぶら土佐佐賀 小売業 佐賀
浜田工務店 建築業 弘瀬建設 建設業 ドライブイン　ニュー白浜 飲食業
Gut's Clean Seavice ビルメンテナンス業 ファクトリーコスモ 製造業 黒潮環境クリエイト し尿汲取り、浄化槽清掃

イリイチ海産 製造業 村上家具店 小売業 浜田鮮魚店 小売業 鈴
カネニ水産 製造業 クレール　デュー 美容業 生駒建具製作所 建具製造業
珈琲ハウス スカイ 飲食業 エルバ 飲食業 下元工務店 建築業
野村 和美 製造業 JA高知県 佐賀支所購買部 農業・生産者よりの作物販売 ほっと整骨院 あんま・マッサージ・鍼・灸

野村水産 製造業 テト 美容業 森田建築 建築業
浜口電気 住宅配線工事 ティアラ 美容業 西尾住建 建築業 不破原
浜田祥生建築事務所 建築業 朝日丸 遊漁船業
びんび屋 食品製造業 有光商店 小売業 居酒屋いろり　 飲食業 四万十町
フタヤマ水産 食品製造業 有光米穀店 小売業 美容室ANK 美容業
平口商店 小売業 いごてつ 製造業 森一志 その他不動産
マルア海産 製造業 石井商店 小売業 居酒屋　一煎 居酒屋
マルイチ水産 卸売業 今西建築 建築業
マルキヨ水産 製造業 お食事処小梅 飲食業
マルト野村水産 小売業 金子石材 石材加工販売
丸二海産 製造業 カラオケ喫茶 幸 飲食業
マルマン水産 食品製造業 河内酒店 小売業
マル勇海産 製造業 鬼守家 飲食業
ヤマカ海産 製造業 喜多工務店 建築業
ヤマキュウ 製造業 黒建工芸 製造業
和田未智男 食品製造業 ハピネス 介護事業
魚彩 大敷網業 コーヒーショップ駅 飲食業
橋田建設 建設業 ＪＡ佐賀給油所 小売業
橋田ストアー 小売業 寿司仕出し 松根 寿司仕出し
金子建築 建築業 スナック Life 飲食業
みながわ農場 養鶏業 田所酒店 小売業

千屋文具店 小売業
山下建築 建築業 市野々川 でんきのしきち 小売業
アーム　フォー　ヘアー 美容業 稲荷 天日塩食品工房　嵯峨屋 食品製造業
土居建設 建築業 土居（一）食料品店 小売業
エムム美容室 美容業 土佐のあまみ屋 自然塩の製造・販売

宮崎酒店 小売業 ドレスアップカンパニー 製造業
西部総建 土木工事業 永野建築 建築業
ヤノファクトリー 自動車整備業 荷稲 西村食品 製造業
森のパンやさん 小売業 川奥 浜田石油店 小売業
山下建材 運送業 熊井 浜安商店 小売業
ソルトビー 製造業 熊野浦 幡東骨材輸送 砂利販売運送
明神食品 包装資材・水産加工販売 パン洋菓子 シェルル パン・洋菓子製造小売業

土佐佐賀水産 製造業 藤本商店 卸売業
明神水産 冷凍水産物加工 前田タイル 左官・タイル工事
明神フーズ 食品製造業 前田板金 製造業
中商 製造業 舛耕水産 製造業
拳ノ川電工 電気水道設備業 村上建具店 建具製造業
サガ住建 園芸用ハウスの建築 明弘食品 食品製造業
こぶしのさと 宿泊施設 めし・酒処むうん 飲食業
みやたエイトさが店 小売業 メンズハウス・タナカ 小売業
庄寿庵 飲食業 森田瓦工業 瓦販売、屋根工事業

カネダイ 新聞販売 矢野建築 建築業
シバサキ電器 小売業 山本建設 建設業
ソルティーブ 塩・ニガリの製造 ラコスタ 飲食業
土佐佐賀産直出荷組合 製造業 渡辺建設 建築業
長嶋自動車商会 自動車整備業 わたなべ美容室 美容業
長嶋石油店 小売業 黒潮デンタル 歯科技工所
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商品券の販売期間は

令和元年9月24日（火）～令和2年2月28日（金）

役場本庁と佐賀支所の商品券専用窓口で

販売します

取扱店舗に関するお問い合わせは

黒潮町商工会内

「黒潮町プレミアム付商品券実行委員会」

０８８０－４３－１２０３

まで

商品券制度に関するお問い合わせは

黒潮町海洋森林課 商工係

０８８０－５５－３１１５

まで
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