
・商品券、ビール券、図書券、切手、及びプリペイドカードなど換金性の高いもの

・国や地方公共団体への支払い

業種 店名 主な取扱品 業種 店名 主な取扱品 業種 店名 主な取扱品

文具館リュウビ いの店 文具類 スポーツ NPO法人いのスポーツクラブ スポーツ教室・スポーツ安全保険

サニーアクシスいの店 食料品・日用品 ニューナニワ化粧品店 資生堂・カネボウ・カシー化粧品 シルバー人材センター 除草・剪定・大工等

サニーマート　伊野店 食品・雑貨・医療品 夢美屋 資生堂・カネボウ・カシー化粧品 でんき屋まつざき 家電販売・修理

枝川 サンシャインラヴィーナ 食料品等 ホームセンターウッディ 家庭用品・工具・ペット・木材花等 松木電器 家電小売

伊野南 サンプラザ新鮮館　天王 食品 ほっかほっか亭 伊野店 お弁当 石川電器 家電製品

マチダ牛肉店 肉 石川燃料住宅設備 LPガス器具・住宅設備機器

味園　矢野タバコ店 ラーメン等 和耕肉舗 いの店 牛肉・豚肉・鶏肉 森木表具店 ふすま・障子張替

コクバンカフェ 食事 JA高知県　伊野直販所 食料品 岡田クリーニング店 クリーニング

いのTERRACE カフェメニュー・土産品 メガネのハマヤ 眼鏡 株式会社山本屋 クリーニング

季節料理かつ庵 飲食 サロンドにしかわ 美容室 大国印刷所 商業印刷・紙飛行機他

フライパン 定食・ラーメン等 岡理容 理容サービス WESTほね関節クリニック 診療

街角食堂ハラハチ ピザ・パスタ・アヒージョ等 北岡理容店 理容業 仁淀病院 診療

喫茶　七彩館 食事 床屋Moriki 理容サービス 西村整形外科医院 診療

喫茶わらべ 珈琲・軽食 へアファクトリー カワムラ 理容サービスなど ブルークロス 天神薬局 保険調剤・医薬品・介護用品

アクトスポーツ スポーツ用品 MATE 美容室 ヘルシーランド 松田薬局 医療品・健康食品・化粧品・雑貨

井上商店 米穀・雑貨 理容滝石 理容業 ベル薬局 医療用医薬品・一般医薬品

魚兼 鮮魚・仕出し 高知石油　伊野給油所 ガソリン・灯油等 やまざき屋薬店 医薬品・健康食品

岡林商店 食料品 和田燃料店 ガソリン・スタンド取扱商品 福祉 第一四国 福祉用具のレンタル・販売

おむすび米太郎 弁当・おむすび 伊野工材 ガソリン・灯油等 交通 明神ハイヤー タクシー

紙博直販所 野菜・果物 杉本自動車整備工場 整備・点検・新車・販売 F.O.KIDSいの店 子ども服

大国屋酒店 酒・食品他 ホンダカーズ高知　いの店 車両販売・整備・修理 アルファやました　いの店 玩具・雑貨・文具

福冨時計めがね店 時計・眼鏡・貴金属 西内商会 モーター・自転車販売・修理 シューズショップナベヤいの店 靴・雑貨

藤戸酒店 酒類・飲料水・食品 新谷自動車商会 修理・中古車販売 オプティックパリミキ 眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ

スズエ 金物類 いの町紙の博物館 販売・手すき体験・展示 ツルハドラッグ　いの店 医薬品・化粧品

いの町観光協会 レンタサイクル TSUTAYAいの店 書籍等販売

コンビニ ローソン 伊野駅前店 食品・日用品等 豚骨ラーメン神(jin) ラーメン

リラクゼー
ション

リラクゼーションエステティックサロン
ラグーン

リラクゼーションエステ

裏面あり

サ
ニ
ー
ア
ク
シ
ス
内

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に規定する
性風俗関連特殊営業において提供される役務

取扱事業者一覧 ※量販店(サニーアクシスいの店、サニーマート伊野店、サンシャインラヴィーナ、サンプラザ新鮮館天王)…赤券のみお使いいただけます

※上記量販店以外…赤券、青券どちらもお使いいただけます

商品券のご利用期限は令和５年２月２８日(火)までです

・取扱事業者自身での購入を偽る換金行為

【商品券で購入できないもの】

小売

量 販 店 (赤券のみ使用可)

伊野

すまい
くらし

医療
健康

理美容

伊 野 地 区

ＧＳ

車両販売
整備

観光
産業

小売

飲食



業種 店名 主な取扱品 業種 店名 主な取扱品

業種 店名 主な取扱品 もみのき山ケーキ茶屋MOMA ケーキ・パン・スイーツ

はこべ お好み焼き・焼きそば他 コンビニ ローソン　伊野町波川店 食品・雑貨・酒他 ふれあいの里柳野 そば粉・椎茸・蒟蒻・お茶他

auショップサニーアクシスいの 携帯電話 石川記念病院 診療 片岡歯科 歯科医業

ドコモショップ　伊野店 携帯電話 波川薬局 医薬品・化粧品・雑貨 高岩診療所 インフルエンザ予防接種

ブルークロス えだがわ薬局 保険調剤・医薬品・介護用品 田植石油店 石油製品・LPガス コンビニ ファミリーマート　いの町吾北店 弁当・飲料

寿司一貫いの店 寿司 土居石油店 燃料油 道の駅633美の里 野菜・加工品・木工品・菓子

ファッションセンターしまむら 衣料品等 土佐伊野焼 正寿窯 陶芸・陶芸教室 Ａコープ　上八川店 食品・雑貨

レストパークいの 食堂・物販 嶋ゴルフセンター ゴルフ練習 Ａコープ　下八川店 食品・雑貨

ごはん家いの 定食 ＪＡ吾北支所　営農経済課 農業生産品目

さぬき一番 伊野店 うどん他 やきとり大吉　天王店 やきとり 神野商店 婦人服・紳士服他

伊野ひこばえ薬局 医薬品 飲み喰い処　居酒屋珍坊 居酒屋 門田商店 食品

コスメティック＆ウエア ひこばえ 衣料品・化粧品 小売 ごふくのもり 呉服・洋服・販売 橋本商店 酒類

サンプラ内 サンプラザとまと書房　天王 本 三倉屋 衣料品・雑貨・酒

２ひきの子ぶた ラーメン 共立シャッター工業 シャッター・オーバードア テックイン・ヤマナカ 家電販売・工事他

美味しんぼ山岡 ラーメン・餃子 笹岡鋏製作所 土佐打刃物・刃物研ぎ直し 川村建築大工 大工工事

とんかつ芳松 とんかつ 畳いけうえ 畳・雑貨 岡林電器 家電

植田酒店 酒・食品・菓子 パナタウンなかがわ 家電販売 伊東組 土木工事設計・施工・工事請負

片岡銘木店 土佐ジロー卵・健康食品 サン美容室 美容室 ＪＡエナジー高知　清水給油所 石油製品

JAグリーン伊野 肥料・農薬 美容室anonn 美容サービス JＡエナジー高知　下八川給油所 ガソリン・灯油など

明治牛乳　伊野販売店 牛乳 花りん薬局 医薬品・調剤薬品・健康食品他 吾北むささび温泉 温泉

メガネの丸善 枝川店 眼鏡・光学品 みなみ薬局 医薬品・医薬部外品・健康関連商品他 グリーンパークほどの 宿泊・体験メニュー

MARGINAL高知 家具・雑貨・インテリア商品 福吉石油店 石油商品類

インテリア森本 クロス・カーテン・リフォーム 高吾ガス 天王ニュータウンSS ガソリン コーヒーレストであい 各種定食・コーヒー等

エイトテック 衛生器具 セブン-イレブン　いの八田店 食品・日用品等 cafe&bistro木の根に萌す。 飲食

笠井水道工務所 給排水工事 ローソン　いの天王公園前店 食品・日用品等 本川手箱きじ生産企業組合 きじ肉・きじ鍋セット

パルテたにぐち 家電販売 ＪＡ高知県本川店 日用品・食品

コンビニ ローソン　いの町枝川店 食品・日用品等 高知アイス売店 ソフトクリーム・パフェ 越裏門・寺川地区村おこし協議会 原木舞茸・原木なめこ

ヘアーサロンヨリミツ 理容業 門田酒店 酒類販売 GS 石川石油 ガソリン・軽油・灯油等

ラ・ヴィ・ボーテ 美容室 フレッシュマートきしもと 日用雑貨・食品・その他
観光
産業

山荘しらさ 宿泊・飲食

教育 ECCジュニア枝川教室 英会話レッスン・学習指導 ごはん処　山屋紅 お弁当 医療 長沢診療所 診察

医療
健康

山内内科 診療 JA高知県  工芸村特産センター 食料品

交通 明神観光 貸切バス 鹿敷製紙株式会社 土佐楮紙・雁皮紙・三椏紙
移動
販売

小田商店 食料品

JAエナジーこうち　伊野給油所 石油製品 飲食 ログの宿　God Valley カレー、フレンチ料理他

山岡石油店 ガソリン さくら病院 インフルエンザ予防接種

西森自動車 車検・修理・板金・車両販売 柳瀬診療所 インフルエンザ予防接種

伊野タイヤセンター タイヤ・カー用品
土 佐 和 紙 工 芸 村 「 く ら う ど 」
QRAUD

小売り・飲食・宿泊

その他 高知ニュードライバー学院 教習料金等 染織工房　はた舎 織体験・布製品

土佐和紙工芸村　和紙体験実習館 和紙体験・和紙販売

水辺の駅　にこにこ館 飲食 森本果樹園 ぶどう・新高梨・土佐文旦

畑山ガーデン ピザ GS 尾崎石油店 石油類

伊野納骨堂 墓石・葬儀・法要

高知熱帯魚サービス 熱帯魚 うちごはん空kuu モーニング・ランチ他

grin・coco ランチ・お弁当

小石屋 飲食・仕出し

そ　の　他

小売

小売

観光
産業

飲食

医療

観光
産業

すまい
くらし

GS

本　川　地　区

飲食

小売

理美容

川　内　地　区

吾　北　地　区

GS

観光
産業

医療
健康

神 谷 ・ 三 瀬 ・ 小 野 ・ 成 山 地 区

伊 野 地 区

サニー
マート内

飲食

枝　川　地　区

伊 野 南 地 区

サニー
アクシス

内

小売

飲食

車両販売
整備

すまい
くらし

すまい
くらし

飲食

医療
健康

ＧＳ

飲食

すまい
くらし

理美容

医療
健康

GS

コンビニ

※一覧表に載っていなくてもポスターが貼っ

てあるお店でご利用いただけます

R4.7.25 時点


