
クーポン利用特典 クーポン利用特典

ノザワヤ仲町店 さくら市喜連川3910 028-686-5858
コンタ君カードポイ
ントサービス

有限会社　平田燃料店 さくら市喜連川4379 028-686-2101

㈲益子呉服店 さくら市喜連川4435-2 028-686-2034 ㈲喜連川商会 さくら市早乙女2029-2 028-686-3300
Tポイント、コンタ君

カード等の併用可

おなべや さくら市喜連川4441 028-686-2223
コンタ君カードポイ
ントサービス

㈲村上油店 さくら市鷲宿1906-8 028-686-3256

髙野屋商店 さくら市喜連川4436 028-686-2001 ㈲五十嵐石油店 さくら市喜連川4233 028-686-2224 Tポイントサービス

いずみや洋品店 さくら市喜連川4433 028-686-2012 上野屋商店 さくら市喜連川3326 028-686-3488
楽天ポイントサービ
ス

●飲食料品関連　取扱店 クーポン利用特典 土谷燃料店 さくら市喜連川3939-1 028-686-2234

リカー＆フーズささぬま さくら市上河戸799 028-686-5133
コンタ君カードポイ
ントサービス

●書籍・文具品関連　取扱店 クーポン利用特典

有限会社　あさの さくら市南和田465 028-685-1012 有限会社　礒商会 さくら市喜連川３８８６ 028-686-2083

緑川観光りんご園 さくら市鷲宿588 028-686-3686 ●生活関連用品　取扱店 クーポン利用特典

八百広 さくら市喜連川4358 028-686-2235 有限会社ノザワヤ さくら市喜連川3910 028-686-2011
コンタ君カードポイ
ントサービス

セブン-イレブン喜連川寿町店 さくら市喜連川3869-1 028-686-5306 吉見屋商店 さくら市喜連川4437-1 028-686-2090

㈲紙屋菓子店 さくら市喜連川4379 028-686-2008 お菓子1つサービス かぶらぎ時計店 さくら市喜連川4358-1 028-686-3197

魚一商店 さくら市喜連川3631 028-686-2378 菊野屋 さくら市喜連川4430 028-686-2138

喜連川漁業生産組合 さくら市葛城1923 028-686-5159 みどりや薬局 さくら市喜連川4362-1 028-686-2025 健康通信(情報誌)

明星漁業生産組合 さくら市喜連川3232 028-686-3225 岩井屋 さくら市喜連川4300 028-686-2625

道の駅きつれがわ さくら市喜連川4145－10 028-686-8180 ウエルシア喜連川店 さくら市喜連川166 028-686-7036

アトリエ・ジュリアローズ さくら市喜連川4742-2 028-686-0630 メガネ・時計のカブラギ さくら市喜連川4078 028-686-3186

㈲新那須エッグ さくら市葛城2092 028-686-8150 ●飲食店　取扱店 クーポン利用特典

JAしおのや　かのこはた農産物直売所 さくら市鹿子畑281-1 028-686-2268 ごはん屋　ひさの さくら市喜連川4408-2 090-8037-1392

合同会社　ちょこれーと此の花や さくら市上河戸820-1 028-666-7166 そば処　きつれ川本陣 さくら市喜連川4366-4 028-689-8484
コンタ君カードポイ
ントサービス

Avenue G さくら市フィオーレ喜連川2－8－9 028-348-2545

Gelateria KITS さくら市喜連川4145-10 道の駅きつれがわ内 028-686-0077

温泉ぱん・リテール株式会社 さくら市早乙女95-6 028-686-1858 創作厨房吉見屋や さくら市喜連川4141‐20 028-686-2690

魚屋　ジュン さくら市喜連川4347-1 028-686-2062 中国料理金泉楼 さくら市喜連川6635-2 028-686-5511

温泉ぱん・リテール㈱道の駅きつれがわ支店 さくら市喜連川4145-10道の駅きつれがわ内 028-686-5223 HAYAKIKAZE Café さくら市喜連川4410 028-666-8233
おかわりコーヒー１
杯無料

酒のヒラタ さくら市喜連川4379 028-686-2035 そば・うどん処　奥州路 さくら市鹿子畑849-6 028-685-1007
アイスコーヒー1杯

サービス

蓮実金四郎商店 さくら市南和田260 028-686-2707 ㈲ふるさと紀行 さくら市上河戸1818－7 028-686-2810

たいやき鱒屋 さくら市喜連川4145－10　道の駅きつれがわ 028-686-2159 ラーメン専門店　竹末　本店 さくら市喜連川4440 028-686-2085

𠮷沢酒店 さくら市鹿子畑905-2 028-685-3432
コンタ君カードポイ
ントサービス

竹末　道の駅店 さくら市喜連川4145-10 道の駅きつれがわ内 028-686-0298

荒川養殖漁業生産組合 さくら市早乙女3071 028-686-2551 和・洋レストラン・メリーゴーランド さくら市喜連川84-1 028-686-3672
当店のポイント１ポ
イントサービス

村上酒店 さくら市鷲宿2173 090-3236-5459 酒処　嬉酔 さくら市鹿子畑738-1 028-612-2883

ニューこがねちゃん弁当 さくら市喜連川4361-2 028-686-2620 有限会社さくら食品　宇都宮餃子館道の駅店　 さくら市喜連川4145-10道の駅きつれがわ内 028-681-1166

餃子屋卯迫 さくら市鷲宿2342 028-686-2682
ポテトSサイズサービ

ス
灯々庵 さくら市フィオーレ喜連川1-5-12 028-678-5253

コーヒーおかわり無
料

和い話い広場 さくら市喜連川4355 028-666-8370
コンタ君カードポイ

ント3倍
多可瀬有限会社 さくら市喜連川5557 028-686-2883 コーヒーサービス

まんまとちぎ さくら市フィオーレ喜連川3-15-1 090-4266-2159 まごころ亭 さくら市喜連川4141-19 028-686-6958

●家電・日用家庭品関連　取扱店 クーポン利用特典 お食事処駒 さくら市下河戸1404-1 028-686-5730

有限会社杉山家具センター さくら市喜連川4323 028-686-2092 茶房風花 さくら市喜連川4369-1 028-686-2330

喜連川丘陵の里　杉インテリア木工館 さくら市穂積478 028-685-3841 ㈱藤源商店 さくら市喜連川4387 028-686-2024

㈱栃木アクト さくら市鹿子畑1128 028-685-3311 クーポン利用特典

スズキデンキ さくら市喜連川4301 028-686-3187 たかひで美容室 さくら市喜連川4312-1 028-686-2317

●生活関連サービス業　取扱店 クーポン利用特典 バーバーサトウ さくら市喜連川499-5 028-686-2278

JAしおのや　喜連川自動車センター さくら市喜連川1696 028-686-3215 阿部理容 さくら市喜連川4394-2 028-686-3296

JAしおのや　喜連川地区経済課 さくら市喜連川1696 028-686-3210 髪工房くりた さくら市喜連川6477-1 028-686-2624

古沢モータース さくら市鷲宿3248-1 028-686-2719 工賃5％オフ のじり美容室 さくら市鹿子畑858-1 028-685-3076

喜連川早乙女温泉 さくら市早乙女2114 028-686-4126 ●娯楽関連サービス業　取扱店 クーポン利用特典

きつれがわ鍼整骨院 さくら市喜連川3876 028-686-0850 セブンハンドレッドクラブ さくら市早乙女2370 028-686-3331

●宿泊関連サービス業　取扱店 クーポン利用特典 ●住宅関連サービス業　取扱店 クーポン利用特典

民宿樽分 さくら市喜連川4605 028-686-3243 船山建設工業株式会社 さくら市喜連川6402 028-686-3355

かんぽの宿栃木喜連川温泉 さくら市喜連川5296-1 028-686-2822 ㈱川俣塗装 さくら市葛城2220-8 028-686-5779 特別割引

㈱サンテック さくら市葛城302-1 028-686-8005

事業所名 住　所 電話番号 事業所名 住　所 電話番号

スーパーオータニ喜連川店 さくら市連川323 028-686-8221 コメリH＆G喜連川店 さくら市喜連川122 028-686-7012

ツルハドラッグ喜連川店 さくら市喜連川3592 028-686-7268

２kgで100円、

4kgで200円割引

●洗濯・理容・美容業関連　取扱店

青色の共通券のみ使える市内の大型店です。

喜連川地区地元応援クーポン券取扱店

ピンク色の専用券と青色の共通券の両方が使えるお店です。
●衣料・身の回り品関連　取扱店 ●燃料関連　取扱店

知公味噌店 さくら市喜連川4290 028-686-3183


