大多喜町ふるさと感謝券取扱店一覧
この一覧は、平成28年3月14日までに登録された事業者を記載しています。
住所は、「千葉県夷隅郡大多喜町」の後を記載しています。
電話番号の市外局番は「0470」です。
養老渓谷釣堀センター
イエローハット大多喜店
泊まる
葛藤163-1 ℡85-0031
船子864-1 ℡80-1571
レイクウッド大多喜カントリークラブ 池田精肉 鍛冶支店
大屋旅館
新丁64 ℡82-2020
下大多喜2419 ℡82-3011
横山1142-1 ℡82-4590
広丞庵 かのか
有限会社岩瀬（畳）
食べる
下大多喜2215 ℡80-0080
横山1129 ℡82-2346
隠れ湯の宿 川の家
お食事処 あすなろ
宇野沢楽只堂（家電）
葛藤932 ℡85-0021
横山711-1 ℡82-4581
船子297 ℡82-2727
民宿 さかや
とんかつ亭 有家
大多喜ウォルマーケット
葛藤143 ℡85-0252
久保135 ℡82-2007
横山679-1-3 ℡82-5088
黒湯としし鍋の宿 嵯峨和
いちじくカフェ キッチン さわ
大多喜百貨店
葛藤20 ℡85-0321
小土呂309 ℡82-3844
桜台32-1 2Ｆ ℡64-6300
秘湯の宿 滝見苑
和食処 清恵
大多喜町観光協会
粟又5 ℡85-0101
葛藤578-3 ℡85-0820
大多喜270-1 ℡80-1146
純和風の宿 天龍荘
蔵精
太田商店（食品販売）
葛藤163 ℡85-0311
桜台32 ℡82-4949
小田代535 ℡85-0006
渓流の宿 福水
そば処 くらや
大橋林材（建築資材・住宅設備機器）
小田代618 ℡85-0116
久保163 ℡82-2757
黒原287 ℡84-0003
渓谷別庭 もちの木
マリンレストラン、シーガル
カマデン（家電）
大田代105-1 ℡80-9000
猿稲598-1 ℡82-4588
紺屋58-3 ℡82-4128
てぬぐい茶屋
川とや（骨董、現代美術、雑貨）
遊ぶ
石神1312-1 ℡82-5057
久保170 ℡64-6077
大多喜城ゴルフ倶楽部
お食事処 番所
君塚工業（金属加工）
上原1090 ℡82-3311
大多喜256 ℡80-1110
小苗276 ℡83-0831
大多喜ハーブガーデン
食彩浪漫 ほたる
国松工務店（新築・リフォーム）
小土呂2423 ℡82-2556
上原475-1 ℡82-6300
下大多喜3441 ℡82-2709
千葉夷隅ゴルフクラブ
すし処 美月
小松屋農機(小型耕運機・草刈機)
板谷588 ℡83-0211
久保119 ℡82-5122
新丁32 ℡82-2324
花生カントリークラブ
米富ライス
買う
平沢1523-18 ℡83-1111
桜台48 ℡82-2828
歌ロマンほたる
株式会社アースワーク
タネまきハウス ゴッホ
久保261-1 ℡82-6300
横山680-1 ℡82-5666
船子887-1 ℡82-3589
マグレガーカントリークラブ
飯島設備工業株式会社
サラダ館大多喜店
沢山2-1 ℡82-3221
船子893-3 ℡82-5500
桜台37 ℡82-2027

≪記載内容≫
<店舗名>
<住所> <電話番号>

志田製材有限会社
笛倉333-1 ℡84-0248
芝崎商店(味噌・麹)
小田代562-7 ℡85-0458
嶋村金物店
船子851 ℡82-2338
シモアール 大多喜店(酒店)
新丁6 ℡82-4990
株式会社 シモノ（墓石・灯籠）
横山980-1 ℡82-2631
焼きたてパン じゅん
船子887 ℡82-5554

ヨシカワデンキ（家電）
久保137-1 ℡82-2050
よろずや やまき
桜台59 ℡82-5776
ライフプラザすえよし（家電）
中野478-1 ℡83-0582
大多喜ショッピングセンター
オリブ内店舗 船子861
アルキーシューズ（靴・履物）
℡80-1219
一文字青果
℡80-1225
セキハツオートワークス（新車販売） いなげや大多喜店
横山2997-1 ℡80-1190
℡82-5711
髙橋輪業株式会社（自動車）
エンジェル（バラエティー雑貨）
船子298-3 ℡82-2719
℡80-1226
道の駅 たけゆらの里大多喜
オオタ（時計・メガネ）
石神855 ℡82-5566
℡80-1214
御菓子司 津知家
家紋家（和菓子・お茶）
新丁83 ℡82-2255
℡80-1231
豊乃鶴酒造
くすりのタカハシ（薬・雑貨）
新丁88 ℡82-2026
℡80-1218
野村商店（酒店）
クリーニングショップ太陽
下大多喜102 ℡82-2150
℡80-1228
ハリカ大多喜店
ぐーちょきぱー(ハンバーグ･カフェ)
久保143 ℡82-4512
℡80-1258
ヤックスドラッグ大多喜店
サロンdeコレット（婦人服）
船子855 ℡82-5535
℡80-1216
山木建拓（電動工具・建築資材） スタジオ・レインボー（DPE・撮影）
森宮319 ℡82-3366
℡80-1215
生ゆば ゆば喜
但馬屋（精肉・惣菜）
堀之内966 ℡82-3213
℡80-1229
養老渓谷やまびこセンター
ドゥ・ファッション・ラック（婦人服）
会所74-3 ℡85-0707
℡80-1210

大多喜町ふるさと感謝券取扱店一覧

大多喜ショッピングセンター
オリブ内店舗 船子861
花のれん(天ぷら・定食・そば)
℡80-1254
100円ショップ キャン★ドゥ
℡80-1280
ふーど館（惣菜）
℡80-1202
不二家FC
℡80-1565
フレンドピュア（美容室）
℡82-5665
ブックランド（書籍・雑誌）
℡80-1271
ファーストフード・POPO
℡80-1211
マクドナルド
℡80-1460
みかわや（呉服）
℡80-1207
ミセスサロンダイアナ（婦人服）
℡80-1201
森の花屋さん（生花）
℡80-1221
山喜屋（酒店）
℡80-1203
ヤマト水産(鮮魚・寿司)
℡80-1224
ラーメンハウス パティーネ
℡80-1222
レディースモードセンジュ(婦人服)
℡80-1227
オリブサービスカウンター
℡80-1232

その他
嵐の湯
船子881-2 ℡82-5234
出光大多喜バイパスSSオグラ産業

船子885-3 ℡82-8550
大多喜タクシー
新丁16-1 ℡82-2731
昭和シェル石油 丸石油株式会社
船子124-9 ℡82-2745
山本観光株式会社（タクシー）
中野332-1 ℡83-0577
吉野屋商店（ガソリンスタンド）
中野288-1 ℡83-0007

