
…テイクアウトOK！　お持ち帰りできます

  ●…黒潮町商品券（緑券）が使える
お店

市外局番（0880）

飲食店・食品小売店

入野

●◎ 喫茶  秋桜 カフェ ☎43-2313

●◎ 喫茶・スナック ジュン カフェ ☎43-4254

●◎ ケアラーズカフェ  Smile カフェ・弁当等 ☎090-3785-1446

●◎ 軽食喫茶 杉村農園 カフェ ☎080-3925-4402

●◎ con＆ohana 駄菓子カフェ ☎090-7571-5772

◎…はた旅クーポン券が使えるお店 ●◎ 喫茶 サーフサイド カフェ ☎43-4818

●◎ 仁 カフェ ☎43-2833

●◎ ノスタル カフェ ☎43-0551

●◎ 甘味処　和や カフェ ☎090-9329-7472

●◎ ケーキの職人　やまもと ケーキ等 ☎43-2178

●◎ パンの店 パン・ケーキ等 ☎43-4332

●◎ ぷちどーる パン・ケーキ等 ☎43-4144

市外局番（0880） ●◎ いろりや うどん・丼等 ☎43-3838

体験事業者 ●◎ minica エスニック料理 ☎090-6881-4555

下田の口 ●◎ じぃんず工房大方-isa- 工場見学・服飾類 ☎43-1247 ● まるや　お好み お好み焼き ☎43-1988

入野

●◎ 大方ホエールウォッチング ホエールウォッチング ☎43-1058 ●◎ 飲み処　ゆうゆう 居酒屋 ☎43-0737

●◎ 海辺のガラス工房 kiroroan 吹きガラス・トンボ玉づくり ☎43-4336 ●◎ 居酒屋　ポコペン 居酒屋 ☎43-1287

●◎ NPO砂浜美術館 スタンプTシャツづくり等 ☎43-4915 ●◎ 真味（まあじ） 居酒屋 ☎43-0616

●◎ 釣船　武勝丸 釣り ☎090-4334-6343 ●◎ 飲喰処・宴会　茂平 居酒屋 ☎43-2838

●◎ ザ・グリーンルーム サーフィン体験 ☎43-4862 ●◎ 黒潮ふれあい市 食料品 ☎43-2205

蜷川 ● であいの里　蜷川 そば打ち・田舎寿司づくり ☎44-2010 ●◎ にこにこ市 野菜・弁当等 ☎43-4400

上川口 ●◎ サザンウェーブ ハーバリウムづくり ☎090-7626-3839 ●◎ スナック　茶蘭花 スナック ☎43-2002

浮鞭
●◎ 幡多サーフ道場 サーフィン体験 ☎43-3309 ●◎ かくれ家 お好み焼き・鉄板焼き ☎090-3185-9829

●◎ NSG ノブサーフギャラリー サーフィン体験 ☎43-2185 伊田 ●◎ まるみ屋 食料品 ☎44-1527

佐賀

●◎ 黒潮一番館 ｶﾂｵのﾀﾀｷづくり・ﾚｽﾄﾗﾝ ☎55-3680
上川口

●◎ 林商店 食料品 ☎44-1125

●◎ ソルティーブ 天日塩づくり ☎55-3226 ●◎ まんまんてい らーめん等 ☎44-2366

●◎ SEAKAYAK9640 シーカヤック ☎090-7105-8447
田野浦

●◎ 野村商店 酒・食料品類 ☎43-1339

●◎ 第二朝日丸 釣り ☎55-3223 ●◎ 喫茶　スカイ カフェ ☎43-3030

拳ノ川 ●◎ 佐賀北部若山楮部会 紙すき体験 ☎55-7272
上田の口

●◎ CAFE ROSSI 46 カフェ ☎43-2525

●◎ SOLANA SURF CAMP ピザ等 ☎090-4903-1993

有井川 ●◎ 塩田商店 仕出業 ☎44-1524

宿泊施設

浮鞭

●◎ GACHA（ガチャ） ﾄﾙﾃｨｰﾔ・ｸﾚｰﾌﾟ等 ☎090-9559-1358

※以下の宿泊施設では、「はた旅クーポン券」はご利用いただけません 。 ●◎ Early Bird～The Bread Stand～ パン等 ☎31-3918

入野
● ネスト・ウェストガーデン 土佐 宿泊業・レストラン ☎43‐0101 ●◎ たこ焼　浜たこ たこ焼き ☎090-1573-7836

● casa gracia 宿泊業(ゲストハウス） ☎43-0332

佐賀

●◎ コーヒーショップ 駅 カフェ ☎55-3266

上川口

● 民宿　喫茶 みやこ 宿泊業・レストラン ☎44-1485 ●◎ カフェ　ラコスタ カフェ ☎55-2141

● 民宿　しらたがわ 宿泊業 ☎44-1354 ●◎ カラオケ喫茶 幸 カラオケ喫茶 ☎55-3396

伊田
● 民宿　 たかはま 宿泊業・レストラン ☎44-1046 ●◎ BREAD & CAKE　シェルル パン・ケーキ等 ☎55-3551

● ゲストハウスまある 宿泊業(ゲストハウス） ☎080-2336-8773 ●◎ erba イタリアン ☎55-317

有井川 ● 民宿　海坊主 宿泊業 ☎44-1146 ●◎ 手打ちうどん　庄寿庵 うどん・定食等 ☎55-3500

浮鞭
● 土佐ユートピアカントリークラブ 宿泊業・ゴルフ場 ☎43-2345 ●◎ 飲んで屋　鬼守家 居酒屋 ☎55-2128

● Surf House REALISTA 宿泊業(ゲストハウス） ☎090-4265-3131 ●◎ めし・酒処むうん 居酒屋 ☎55-2978

蜷川 ● であいの里　蜷川 宿泊業・レストラン ☎44-2010 ●◎ つくし弁当 弁当等 ☎55-2248

市野々川 ● 農家民宿　かじか 宿泊業・レストラン ☎55-2507 ●◎ JA高知県 佐賀支所　まごころ市 野菜・弁当等 ☎55-2913

白濱 ● ドライブイン　ニュー白浜 宿泊業・レストラン ☎55-2571 ●◎ 土佐佐賀産直出荷組合 野菜・弁当等 ☎31-4188

佐賀 ● 漁家民宿　おおまち 宿泊業 ☎55-2353 ●◎ 河内酒店 酒類 ☎55-2666

拳ノ川 ● 土佐佐賀温泉　こぶしのさと 宿泊業・レストラン ☎55-7011 ●◎ 田所酒店 酒類 ☎55-2030

●◎ 舛耕水産 鮮魚類 ☎55-2020



市外局番（0880）

…テイクアウトOK！　お持ち帰りできます 美容業

入野 ●◎ nico（ニコ） 美容院 ☎43-0056

● 美容室 フリーヘアー 美容院 ☎43-1699

市外局番（0880） ●◎ 美容室 Come Come 美容院 ☎43-0550

道の駅 上川口 ●◎ ヘアスタジオ サーフ 理容院 ☎31-7007

浮鞭 ●◎ 道の駅　ビオスおおがた 飲食業・小売業 ☎43‐3113 佐賀 ●◎ te-et（テト） 美容院 ☎55-3703

佐賀 ●◎ 道の駅　なぶら土佐佐賀 飲食業・小売業 ☎55-3325

その他

コンビニ・スーパーマーケット

入野

●◎ つづきハイヤー その他 ☎43-1074

入野

●◎ ローソン大方バイパス店 コンビニ ☎43-1006 ●◎ 青い鳥大方衛生社 その他 ☎43-2737

●◎ ローソン　黒潮入野店 コンビニ ☎43-3855 ●◎ 柿内自動車サービス工場 その他 ☎43-1024

●◎ 業務スーパーあるね屋大方 スーパーマーケット ☎31-3210 ●◎ 谷建材 建築・建設業 ☎43-2464

●◎ 食品スーパーナカヤマ スーパーマーケット ☎43-2020 ●◎ 前田電工 建築・建設業 ☎43-1149

佐賀
●◎ ローソン　佐賀店 コンビニ ☎55-2024 浮鞭 ●◎ 谷口防災メンテナンス その他 ☎43-2652

●◎ みやたエイト　佐賀店 スーパーマーケット ☎55-2515 加持 ●◎ 田辺建築 建築・建設業 ☎43-0237

上田の口 ●◎ 松岡建築 建築・建設業 ☎43-1753

馬荷 ●◎ 矢野左官 建築・建設業 ☎43-4795

ガソリンスタンド 不破原 ●◎ 西尾住建 建築・建設業 ☎55-2547

入野
●◎ 河野石油 ガソリンスタンド ☎43-1056 伊与喜 ●◎ 黒潮工業株式会社 建築・建設業 ☎55-2208

●◎ ＪＡ大方給油所 ガソリンスタンド ☎43-1246

佐賀

●◎ 永野建築 建築・建設業 ☎55-3770

佐賀

●◎ ＪＡ佐賀給油所 ガソリンスタンド ☎55-2139 ●◎ 森田瓦工業 建築・建設業 ☎55-3328

●◎ 長嶋石油店 ガソリンスタンド ☎55-3407 ●◎ 長嶋自動車商会 その他 ☎55-2232

●◎ 浜田石油店 ガソリンスタンド ☎55-2179 市野瀬 ●◎ 西尾自動車 その他 ☎55-7325

荷稲 ●◎ ヤノファクトリー その他 ☎55-7377

その他小売業

入野

●◎ おなが薬品 薬局 ☎43-1154

●◎ クボタデンキ 電器類 ☎43-2077

●◎ Grandvelo 自転車 ☎43-0332

●◎ アトム電器黒潮店 電器類 ☎43-4544

●◎ JA高知県　大方支所 農業資材 ☎43-1211

◎ コーナン　ホームストック黒潮店 ホームセンター ☎31-3121

●◎ コメリ　ハード&グリーン黒潮店 ホームセンター ☎31-3900

●◎ よどやドラッグ大方店 ドラッグストア ☎43-2727

●◎ ドラッグストアmac黒潮店 ドラッグストア ☎43-3646 

有井川 ●◎ ATOM HANDS 木工品 ☎44-1868

下田の口

●◎ タニ電器商会 電器類 ☎43-2295

●◎ ナリス化粧品松本店 化粧品類 ☎43-3112

●◎ よしもとでんき 電器類 ☎43-1932

●◎ 石の里おかべ 石材屋 ☎43-4736

熊野浦 ●◎ 森本みかん園 みかん農園 ☎090-9778-4530

黒潮
●◎ 土佐佐賀水産 製造業(鮮魚） ☎55-3200

●◎ 明神水産 製造業(鮮魚） ☎55-2800

佐賀

●◎ 天日塩いごてつ 製造業（天日塩） ☎55-2828

●◎ シバサキ電器 電器類 ☎55-2067

●◎ JA高知県 佐賀支所購買部 農業資材 ☎55-2511

●◎ 日常屋 陶器類 ☎090-9365-8519

●◎ メンズハウス・タナカ 服飾類 ☎55-3278

医療機関等

入野 ●◎ 医療法人　真仁会　和泉歯科医院 歯科 ☎43-3636

浮鞭 ● 中川鍼灸指圧院 鍼・灸 ☎43-2088

佐賀 ●◎ （医）桐花会佐賀歯科診療所 歯科 ☎55-3206

拳ノ川 ●◎ 黒潮町拳ノ川歯科診療所 歯科 ☎55-7143

藤縄 ●◎ ほっと整骨院
あんま・マッサージ
・鍼・灸

☎55-2239

2020/12/24 現在

  黒潮町商品券・はた旅クーポン券　

取り扱い宿泊施設

　　　　・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

　　　　・土佐佐賀温泉 こぶしのさと

　　　　・民宿 みやこ

　　　　・民宿 たかはま

　　　　・民宿 海坊主

　　　　・民宿 しらたがわ

　　　　・民宿 ニュー白浜

　　　　・農家民宿 かじか

　　　　・漁家民宿  おおまち

　　　　・casa gracia（カーサグラシア）

　　　　・Surf House REALISTA

　　　　・ゲストハウスまある

　　　　・であいの里  蜷川

　　　　

☆黒潮町商品券・はた旅クーポン券の有効期限☆

令和3年1月31日（日）

◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　     商品券・クーポン券及び取扱店舗に関する

　　　お問い合せは・・・
　

(一社）黒潮町観光ネットワーク
　　☎0880-43－0881　まで

※令和２年 11月末日現在の取扱店

　です。 12月1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。


