
 
 

「コロナに勝つ!ファイトかわにしクーポン券」取扱店舗一覧 
 

【ブルーのクーポン券のみ使用可】                   令和 2 年 9 月 2 日現在 

 

事業所名 住  所 電話番号 
  

業種・品目 

リハビリデイ 結 結崎 589-6 0745-43-9096   通所介護 

メナードフェイシャルサロン  

ルミエルネ 

結 崎 579-1 

MY ビル 201 
0745-43-0558   エステサロン・化粧品 

みやざき美容室 結崎 336-5 0745-44-0430   美容院 

㈲はしもと薬局 結崎 584-9 0745-44-2233   医薬品・化粧品・日用品 

南本米穀燃料店 タイヨー 下永 1275-6 0743-64-0848  米・灯油・LP ガス 
米・灯油・LP ガス 

日用品・薬 

㈱木庄 唐院 256-1 0745-44-0019   福祉用具・北欧雑貨 

吉村石油店 唐院 86-1 0745-43-0120   ガソリンスタンド 

藤田自動車整備工場 結崎 691-1 0745-44-4638   自動車修理・販売 

森内米穀店 結崎 221-1 0745-44-0661  米 米小売販売 

㈱吉田石油 唐院 342-2 0745-44-2051   ガソリンスタンド 

㈱モリウチ 結崎 452-46 0745-43-0500   家庭電化製品販売 

松本商店 結崎 439 0745-44-0104   LP ガス・燃料販売 

セブンイレブン 川西町唐院店 唐院 681 0745-43-1255   コンビニ 

ヘアーサロン ビエンナ 結崎 452-27 0745-44-4138   理容店 

沢辺生花店 唐院 347 0745-43-0944 
生花・鉢物・プリザ

ーブドフラワー 
鉢物・プリザーブドフ

ラワー 
生花・鉢物 

けやきの木 鍼灸院 整骨院 結崎 689-107 0745-43-8619   鍼灸・整骨院 

おおが動物病院 結崎 579-1 0745-43-1422   
小動物診療・ドックフー

ド・キャットフード販売 

吉田漁網 保田 248 0745-44-0158   漁具 

村田油店 保田 94-2 0745-44-0371   ガソリンスタンド 

ジップドラッグ 結崎店  

(スーパーおくやま結崎店 1F)   
結崎 598-1 0745-42-1055   医薬品・化粧品・日用品 

洋品店 ローラ 結崎 587-12 0745-43-1700   婦人服・アクセサリー 

NPO 法人川西スポーツクラブ 結崎 1287-1 0745-44-1616   スポーツ教室 



事業所名 住  所 電話番号 

  

業種・品目 

福西酒米店 唐院 132 0745-43-0035  酒・米・調味料 酒・米・調味料 

シャンプーガール美容室 結崎 569 0745-43-2437   美容院 

シューズショップシンプル 

(スーパーおくやま結崎店 2F)  
結崎 598-1 0745-43-1680   靴・スニーカー等 

㈱吉村モータース 唐院 86-4 0745-44-0121   自動車修理・自動車販売 

みやもと整骨院 唐院 402-4 0745-27-3228   柔道整復・整骨院 

スポーツあすか 梅戸 64-2 0745-44-0955   スポーツ用品販売・加工 

ファミ・スタ 結崎店  

(スーパーおくやま結崎店 2F)  
結崎 598-1 0745-43-3511   衣料品・雑貨小売 

㈱スーパーおくやま 結崎店 結崎 598-1 0745-43-1000   食品等スーパー 

喜楽整骨院 結崎 591-11 0745-43-2090   柔道整復 全身整体 

森田自転車預り所 結崎 577-10 0745-44-0529   自転車・単車預り 

ジャパネスク 唐院 98-7 0745-44-1311   理容店 

おはな接骨院 結崎 571 0745-43-2207  出張施術 整体・接骨業 

美容室 HAIR PARK 
結 崎 591-11 

オークハイツ 103 
0745-43-3888 ヘアケア商品  美容院 

TOKKA HAIR 
結崎 597-5 杉井

ビル 1F 
0745-43-1405   美容院 

あん整骨院 結崎 579-1 0745-42-0308   整骨院 

  

【ピンク・ブルーのクーポン券が使用可】「飲食店」 

割烹 魚武   ごはん処 とと茶屋 結崎 703-1 0745-43-0813 唐揚げ弁当等 幕の内弁当等 会席料理・仕出し・ランチ 

喫茶 ひろ 結崎 20-9 0745-44-1062   軽食・コーヒー 

ちゃんこ杉 
結崎 460 

大塚ビル 1F 
0745-44-0788 

ちゃんこ鍋セット

2 人前～ 
 ちゃんこ鍋 

お好み焼 及婦゛ 結崎 565 0745-43-0778 
お好み焼き・ 

焼きそば 
 お好み焼き・焼きそば 

手作りうどん 美ノ吉 結崎 577-1 0745-43-1156 丼・うどん 丼・うどん 丼・うどん・鍋 

居酒屋とらや 結崎 635-10 0745-43-0640   居酒屋 

Yorimichi(ヨリミチ) 結崎 1889-1 0745-43-1038   喫茶(ドリンク類・軽食) 

旬菜 きくち家 結崎 830-45 0745-43-2047   野菜を主とした料理 

いちからてん 結崎 703-1 090-5664-5116   飲食全般 

お食事処 山ふさ 唐院 758-6 0745-43-1539 各種弁当 各種弁当・仕出し 店内飲食・弁当・仕出し 

 



取
扱
店
の
最
新 

情
報
は
こ
ち
ら 

事業所名 住  所 電話番号 

  

業種・品目 

味彩 芳 結崎 589-26 0745-43-2526 お好み焼き  居酒屋・お好み焼き 

あづま寿司 結崎 589-2 0745-43-0184 寿司・一品 
仕出し(要予

約)・寿司 
寿司・一品料理 

カフェ ねぶっか 結崎 216-7 1F 0745-43-3303 
日替弁当・ケー

キ・焼菓子 
 ランチ・ケーキ・ドリンク 

ちかみちらーめん 結崎 1889-1      ラーメン 

楽酔舎 結崎 494-27 0745-43-2166 お弁当  創作料理 

麺屋ごっつ 
結崎 674-6  

酒井ビル 102 号 
090-2590-2753   ラーメン 

ぱん処ととかか 結崎 583-1 0745-43-2267 各種パン  パン製造小売 

カラオケ海琴 
結崎 674-6 

酒井ビル 2F 
0745-49-0668   カラオケ 

ぱん処ととかかは、９月２日よりブルーのクーポン券のみからピンクのクーポン券もご使用出来るようになりました。 

 

取扱店は随時更新します。(取扱店登録希望事業所は、商工会へお問い合わせ下さい。TEL44-0480) 

  

 
 ご使用は 
8 月１日(土) 
からです。 


