嶺北地域誘客促進キャンペーン第2弾
参加施設一覧表《クーポン券利用施設》
№

施設名

住

所

電話番号

業種

大川村
1

大川村集落活動センター結の里

2

旅館・食堂

3

村のえき

土佐郡大川村船戸239

0887-84-2233 小売業・飲食店

土佐郡大川村小松42-9

0887-84-2204 飲食店

里の茶屋（自然王国白滝の里）

土佐郡大川村朝谷26

0887-84-2201 飲食店

4

(有)泉商事 地蔵寺SS

土佐郡土佐町地蔵寺2475

0887-83-0503 ガソリンスタンド

5

いちょうの家

土佐郡土佐町東石原2066

0887-83-0210 飲食店

6

合同会社いしはらの里

土佐郡土佐町西石原1228

0887-72-9328 宿泊・小売業・体験

7

早明浦ダムレンタルボート・早明浦ダム釣具店

土佐郡土佐町土居277-1-3

090-9553-2256 レンタルサービス業・小売業

8

手焼きせんべい べるりん

土佐郡土佐町土居257-4

080-5320-8812 小売業(菓子製造販売)

9

カフェ ZOE

土佐郡土佐町土居259-1

090-7573-7548 飲食店

10

高知県農業協同組合 Aコープとさ

土佐郡土佐町土居284-1

0887-82-2810 小売業(スーパーマーケット)

11

和田電気商会

土佐郡土佐町田井1359-3

0887-82-0357 家電販売・工事

12

エディオンさめうら店

土佐郡土佐町田井1235-17

0887-72-9010 小売業

13

（株）末広本店

土佐郡土佐町田井1353-2

0887-82-0128 小売業(スーパーマーケット)

14

柳屋食堂

土佐郡土佐町田井1501

0887-82-0152 飲食店

15

ヘアーショップ ニューライト

土佐郡土佐町田井1485-5

0887-82-0919 理容業

16

上村青果

土佐郡土佐町田井825

0887-82-0319 小売業

17

さめうら荘レイクサイドホテル

土佐郡土佐町田井146-1

0887-82-1020 飲食・小売

18

井上クリーニング

土佐郡土佐町田井1494-6

0887-82-0795 クリーニング業

19

Ombelico

土佐郡土佐町田井1353-2

0887-82-9186 飲食店

20

サンシャイン田井

土佐郡土佐町田井1463-1

0887-82-0258 小売業(スーパーマーケット)

21

(有)川田石油

土佐郡土佐町田井1004-1

0887-82-0906 ガソリンスタンド

22

さめうらマリーナ

土佐郡土佐町田井181

090-1002-4660 ワカサギ釣り体験

23

レストラン与作

土佐郡土佐町田井448-2

0887-82-1278 飲食店

24

ミシマファームワイナリー

土佐郡土佐町田井446-2

0887-82-2391 酒造業

25

珈琲茶房・甘味処 地蔵庵

土佐郡土佐町田井446-2

0887-82-2391 飲食店

26

ローソン土佐町田井店

土佐郡土佐町田井1235-4

0887-82-0045 小売業(コンビニエンスストア)

27

山吉屋呉服店

土佐郡土佐町田井1594

0887-82-0085 小売業

28

ホームセンターマルニ田井店

土佐郡土佐町田井1187-1

0887-82-2602 小売業(ホームセンター)

29

リバーサップ そらみる （株）そらみる

土佐郡土佐町田井825

0887-82-2219 体験アクティビティ

30

土佐酒造（株）

土佐郡土佐町田井418

0887-82-0504 清酒製造業

31

嶺北ハイヤー 田井営業所

土佐郡土佐町田井1487-6

0887-82-0468 ハイヤー

32

道の駅土佐さめうら

土佐郡土佐町田井448-2

0887-82-1680 小売業

33

(有)嶺北観光自動車

土佐郡土佐町田井1491-1

0887-82-0199 路線バス・貸切バス・旅行業

34

ドラッグセイムス 土佐田井店

土佐郡土佐町田井1208-6

0887-70-2811 小売業(ドラッグストア)

35

りぐる

土佐郡土佐町田井849-2

0887-82-1845 飲食店

36

さめうらカヌーテラス

土佐郡土佐町田井146-1

0887-72-9919 体験・カフェ・トレーニングジム

37

お菓子工房 Dolce&Merenda

土佐郡土佐町田井1372-3

0887-72-9098 小売業

38

牛長

土佐郡土佐町田井1235-5

0887-82-0897 飲食店

筒井

土佐町

本山町
39

居酒屋 にっさん

長岡郡本山町本山536-7

0887-76-3326 飲食店(居酒屋)

40

柿本産業（株）カキモトスポーツ

長岡郡本山町本山800

0887-76-2777 小売業(スポーツ用品・酒類販売)

41

Yショップ本山店

長岡郡本山町本山525-3

0887-76-2146 小売業(コンビニエンスストア)

42

本山さくら市

長岡郡本山町本山582-2

0887-76-2252 農産物販売

43

居酒屋 一休

長岡郡本山町本山537-6

090-8690-5889 飲食店(居酒屋)

44

デンカショップ マツオカ

長岡郡本山町本山751-3

0887-76-2500 小売業(電気機械器具)

45

モンベルアウトドアヴィレッジ本山

長岡郡本山町本山2133-1

0887-72-9670 小売業・温浴施設・アウトドア体験

46

ハーベステラス本山

長岡郡本山町本山2133-1

0887-72-9672 飲食店

47

サンシャイン本山

長岡郡本山町本山580-1

0887-76-2277 小売業(スーパーマーケット)
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48

さめうらフーズ直営ショップ SORA

長岡郡本山町本山526-3

0887-72-9232 飲食店

49

(有)小川石油店

長岡郡本山町本山629

0887-76-2241 ガソリンスタンド

50

嶺北交通(有)

長岡郡本山町本山530-10

0887-76-2108 ハイヤー業

51

ドラッグセイムス 本山店

長岡郡本山町本山797

0887-72-9801 小売業(ドラッグストア)

52

おむすび処 こめのみみ

長岡郡本山町本山582-2

090-4978-7523 飲食店・小売業

53

JOKI COFFEE

長岡郡本山町本山521-1

0887-72-9309 飲食店(自家焙煎珈琲店)

54

（株）コメリ ハード＆グリーン本山店

長岡郡本山町本山876

0887-70-1055 小売業

55

ばうむ合同会社

長岡郡本山町助藤1372

0887-76-3355 木製品製品加工販売

56

和風レストラン 味楽

長岡郡本山町寺家232

0887-82-0833 飲食店

57

ばうむ合同会社本山蒸留所

長岡郡本山町吉野173

0887-72-9911 小売業

58

汗見川ふれあいの郷 清流館

長岡郡本山町沢ヶ内626

0887-82-1231 飲食店・体験・小売業

59

集落活動センターなめかわ運営協議会

長岡郡本山町下関122

080-2986-1700 飲食店・体験

大豊町
60

（株）ハッピーラフト

長岡郡大豊町筏木221-1

0887-75-0500 ラフティング

61

豊永観光(有)

長岡郡大豊町東土居212-3

0887-75-0315 ハイヤー

62

（株）こんどうストアー

長岡郡大豊町東土居841

0887-75-0828 小売業(スーパーマーケット)

63

大豊ラーメン

長岡郡大豊町磯谷74-1

0887-73-0234 飲食店

64

石川酒店

長岡郡大豊町寺内1818

0887-73-0005 酒小売

65

美馬呉服店

長岡郡大豊町寺内663-3

0887-73-0015 呉服・服地小売業

66

大田口カフェ

長岡郡大豊町寺内236-3

080-6284-8656 飲食店、ラフティング

67

べんがら染め体験 つちといろ

長岡郡大豊町永渕1050-2

090-2897-1797 べんがら染め体験

68

お山の宿みちつじ

長岡郡大豊町永渕454

0887-75-0390 雑貨土産小売業

69

永渕食堂shanti

長岡郡大豊町永渕548

080-3550-5554 飲食店

70

きっちん なかとよや

長岡郡大豊町大久保139-4

090-9456-2987 飲食店

71

山荘梶ヶ森

長岡郡大豊町佐賀山1248-3

0887-74-0360 小売業

72

(株)小笠原

長岡郡大豊町津家54-1

0887-72-0181 レンタカー

73

(有)山本石油店

長岡郡大豊町穴内14

0887-73-0505 ガソリンスタンド

74

農家食堂ファミリー大杉

長岡郡大豊町杉72

0887-72-0588 酒類製造販売業(どぶろく)

75

道の駅大杉

長岡郡大豊町杉743-1

0887-72-1417 レストラン・お土産

76

(有)小笠原精肉店・ひばり食堂

長岡郡大豊町高須226

0887-72-0972 飲食店・精肉店

77

（株）末広おおとよ店

長岡郡大豊町川口1926-7

0887-72-1101 小売業(スーパーマーケット)

78

ゆとりすとパークおおとよ

長岡郡大豊町中村大王4037-25

0887-72-0700 レストラン・お土産

79

駅前食堂

長岡郡大豊町小川1390-2

0887-72-0915 飲食店

80

燈ので家

長岡郡大豊町立川上名1239-13

0887-78-0430 飲食店・こんにゃく作り体験

81

クロスフィットおおとよストレングス

長岡郡大豊町東土居317-1

0887-79-0260 フィットネスジム

