
どこで使えるの？

商品券ご利用の際の注意事項

吉野川市プレミアム付き商品券

ヨッピー・ピッピー・
ハッピー商品券

ヨッピー・ピッピー・
ハッピー商品券

下記の支払いについては「ヨッピー・ピッピー・ハッピー商品券」はご利用いただけません。
１）ビール券、図書券等の有価証券、プリペイドカード、印紙、切手等、換金性の高いものの購入
２）タバコの購入
３）税金、振込手数料、公共料金等（電気、水道料金等）への支払い
４）事業活動に伴って使用する原材料、機器類および仕入れ商品への支払い
５）土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関する支払い
６）風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律第２条に規定する営業に関する支払い
７）取扱店舗が指定する商品券利用除外品等

このシールが目印！！

取扱店舗一覧

CHECK！

商品券のご利用は、このチラシの「取扱
店舗一覧」に掲載の店舗、また「ヨッピー・
ピッピー・ハッピー商品券」取扱店舗シー
ルの貼ってある店舗でご利用できます。
※商品券は釣り銭が出ませんのでご注意ください。

取扱店舗取扱店舗

・ ・
商品券

平成27年

9月1日（火）～
平成27年

12月31日（木）
※利用期間を過ぎた場合は無効となりますので、お早めにご利用ください。

利用期間

平成27年9月1日現在
※取扱店舗一覧は、地域別で五十音順の表記となります。

往復はがきの記入例 ※引換希望場所を○で囲んでください。

往信

返信

〒○○○ - ○○○○

〒 776 - 8611

吉野川市鴨島町鴨島115-1
「吉野川市プレミアム付き

商品券」
実行委員会事務局　行

ご自宅の住所

氏　名

空　欄

右の申込票に
必要事項を記入し
返信面の右側に
貼ってください

吉野川市プレミアム付き商品券申込票
（ヨッピー・ピッピー・ハッピー商品券）

【 必  要  事  項 】

・希望するセット数　　　　　　　　　セット

・申込者住所
　〒　　　　　　　　

　吉野川市　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）
　　　　　　　　　　　　　　　

・世帯主生年月日
　

・世帯主氏名 　　　　　　　　　　　　　　

　・世帯員数 　　　　　　　人

・電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

川山  ・  島川  ・  島鴨　　所場望希え換き引・

"切り取り線

※申込票が不足する場合は、コピーしてお使いください。

鴨 島 町
アカイシデンキ 24-2004
アカシメガネ 24-7553
阿勘兵 24-6666
アクアシティー Zakcafe 22-1278
アクアシティー アンドエム 22-1899
アクアシティー ジュエリーミキ 22-2816
アクアシティー ジュノ 22-2820
アクアシティー タカラブネ 22-2808
アクアシティー 谷眼鏡 22-1902
アクアシティー チャームショップふじもと 22-2887
アクアシティー ツツイ 22-2863
アクアシティー トーコー 22-1893
アクアシティー ニコニコミシン 22-0309
アクアシティー 花あそび 22-2805
アクアシティー ファミリートーコー 22-1893
アクアシティー フジノ 24-3118
アクアシティー 婦人服 凛 22-1871
アクアシティー まつしま 22-1883
アクアシティー マルイ 22-2819
アクアシティー ミーツ 22-2811
アクアシティー リトルマーメイド 22-2818
麻名ボデー 24-3363
あっぷるぽっぷ 22-0356
阿部洋品店 24-2495
有限会社 阿波菓匠 青山 24-4379
阿波牛の藤原精肉店（アクアシティー店） 22-2862
アンジェリーナ 26-1177
井後ふとん店 24-6548
石田種苗 24-2626
イタリア食堂 Ébuona！ 30-5092
市原建設工房 24-6218
インテルナのぎ 24-6060
牛島家具 24-7524
エディオン 福田電機 24-5813
麻植郡農協 ひまわり農産市 鴨島店 22-0006
麻植郡農協 本所 24-1137
麻植郡農協 森山給油所 22-0486
有限会社 大島電機 24-3442
岡田商会 24-2412
岡田美容室 24-2370
お好み焼き たんぽぽ 22-0100
有限会社 おしゃれ専科ナナ 22-1177
カーサプライズ 26-1037
華郷園 24-9834
笠井中央エスエス薬局 24-5267
有限会社 片岡工務店 24-2559
カマダデンキ 24-2400
有限会社 カメラのクワハラ 24-8698
鴨島ダイハツ 24-5155
鴨島飯店 24-6710
カラオケ喫茶 居酒屋太陽 24-0558
川真田自動車 24-1213
きくや菓子舗有限会社 24-2428
岸田燃料有限会社 24-2563

きものの髙橋呉服店 24-2023
キャラジャ 徳島鴨島店 22-4156
キョーエイセレブ鴨島店 26-1117
キリン堂 鴨島店 22-2017
クドウ時計店 24-2218
ケーズデンキ鴨島店 26-2633
健祥会デイセンター アルル 24-3131
公寿司 24-6892
コーヒーレスト豆の木 26-0238
五九郎マーケット（フリマ他）090-2829-5963
コルディアサロン SATO 24-8130
こんど鴨島店 26-0040
坂クリーニング 24-3326
有限会社 さだの釣具店 24-2069
雑貨・ギフトのお店 リトルバード 24-8181
サロン・ユートピア 24-9102
山水 24-7883
株式会社 四国オイル商事 24-1394
有限会社 四国補聴器センター 吉野川店 22-2396
四宮商店 24-2661
樹林 24-0698
旬彩和創 考 22-3113
スーパーサブ 22-1830
有限会社 寿し辰 24-3433
スマホ堂 鴨島店 36-1185
セブンイレブン吉野川鴨島町絵馬堂店 24-2775
染織館 吉野川店 22-2433
セントラルホテル鴨島 24-8989
創作和菓子 あわや 24-2447
ソウル亭 24-5978
ソフトクリーニング 新洗蔵 内原店 22-0307
高田屋十兵衛 22-1715
チャーリー鴨島店 22-0121
中央商会 24-4411
中華そば ミニトマト 24-1015
有限会社 千代の家食品 24-2463
筒井果物店 24-3242
筒井燃料有限会社 24-2361
DCMダイキ鴨島店 24-3911
デンキのマスダ 24-2047
東京靴流通センター 徳島鴨島店 26-1217
トーコーショッピングセンター 24-4545
徳島トヨタ自動車 鴨島店 26-1700
有限会社 徳島夢旅行 24-8860
ドラッグコスモス牛島店 22-1517
ドラッグコスモス鴨島店 24-2215
肉勢 鴨島店 24-8052
肉の中山 24-2636
ニシキヤ 鴨島店 26-0939
ネッツ徳島 吉野川店 24-3171
農産物直売所 菜っちゃん 22-8600
野田ハニー食品工業株式会社 24-8111
のみくい家 昌郎 24-2188
バイクランド 22-3140
ハタダ鴨島店 22-0039
八剣伝 鴨島店 26-0735

バニー美容室 24-0321
はらだ時計店 24-1561
パン ド ミー 26-1150
びっくり館 宝島 鴨島店（家具） 22-0507
美容室 Fan（ファン） 080-8638-8788
美容室 ピースアウト 22-1805
ピラティス スタジオ Aya 080-2984-0910
ふぇりちたーれ空間 鴨島店 36-1122
藤井農園 24-5680
富士メガネ 24-6662
BOOK OFF PLUS 鴨島 24-9220
ブライダルサロン あけぼの 24-6208
Flos ferri（フロス フェリ） 36-9753
文具館チャーリー鴨島店（9月中旬開店予定） 36-1111
ヘアーサロンあらおか 24-7196
ヘアーデザイン エイチ 30-0305
hair room ～ Cocorone 24-9324
ボンヌシャンス 26-1255
松島呉服店 24-2256
まつのした写真館 24-5619
ママの店 鴨島店 26-1023
マルシン 24-5574
マルナカ鴨島店 24-7755
マルヨシセンター アクアシティー店 22-2838
水戸園 24-6763
宮本畳店 24-2335
宮脇書店 鴨島店 24-2424
MOON by lani（ムーン バイ ラニ） 36-1366
メガネのアイハラ 24-8154
メガネ本舗 鴨島店 24-7676
メンズショップ ひらしま 24-3241
豊タイヤ工業有限会社 24-3208
洋服の青山 徳島鴨島店 22-2045
ラ・カレテーラ鴨島 給油所 24-6119
La Pacifica 英会話教室 24-3739
Rantana美容室 22-1085
Liange～リアンジェ～ 090-7146-0988
有限会社 リコー塗料 24-5680
理容アベ 24-5464
ローソン 鴨島牛島店 22-3302
ローソン 鴨島町上下島店 22-4877
ローソン 美摩病院前店 36-1377
ローソン 吉野川牛島店 26-1525
ローソン 吉野川西麻植店 22-1224

川 島 町
アップル歯科・小児歯科クリニック 25-6480
阿部酒店 25-2103
阿部鮮魚店 25-2062
うちだ 25-4868
うどん一休 25-4314
浦野かしわ店 25-2383
浦野プロパン 25-2610
麻植郡農協 川島支所 25-2414
麻植郡農協 ひまわり農産市 川島店 25-2431
川内 橋本そば 川島店 25-3883

川島青果 しのはら 25-3809
木野石油有限会社 25-2745
工藤商工 25-3811
健祥会診療所 25-3153
健祥会デイサービスセンター 25-2556
健祥会デイサービスセンター（配食サービス） 25-2556
コンビニSショップ ハローズ 25-2261
酒蔵 夢や 080-3533-5146
札幌ラーメンどさんこ川島店 25-4200
G-CLUB 25-2903

（有）しまだストアー 25-2350
徳島新聞 川島専売所 25-2956
特別養護老人ホーム水明荘 25-2333
日野デンキ 25-2908
ファミリーマート川島町三ツ島店 25-3444
船積金物店 25-2945
三宅自動車 25-4804
森島家具店 25-2443
山本書店 25-2607
吉田自動車鈑金塗装 25-4015
吉野川リハビリセンター 26-3010
ラ・カレテーラ川島 給油所 36-1170
老人保健施設 健祥会ウエル 短期入所療養介護 25-3333
ローソン 麻植川島店 25-5940

山 川 町・美 郷
アメリカンステーション 42-5910
阿波和紙伝統産業会館 42-6120
池上家電 42-2860
石川オート商会 42-3974
石本ストアー 42-2214
犬伏ドライ 42-2175
エディオン 石川デンキ 42-5148
エレガンスクリーニング 42-2321
有限会社 エレテック 42-2783
麻植郡農協 美郷事業所 43-2002
麻植郡農協 山川支所 42-6666
大畠酒造 43-2275
岡一商店 42-2387
カクハチ 42-2001
株式会社 Fate 42-4583
株式会社川島石油 リオヤマカワサービスステーション 26-4688
川田まんぢう（長久堂） 42-2206
有限会社 河野商店 43-2504
岸上工務店 42-3252
黄田サイクル 42-3055
黄田数学塾 42-3522
キャンパスハウス ナイトウ 42-2473
餃子工房 42-2515
京野石油ガス（有） 42-2336
キョーエイ山川店 26-4611
桐野陶器店 42-2834
くすり・カメラの住友 42-5315
クスリのヒラオカ 42-6059
コミュニティ・レストラン サクラcafe 42-5268
近藤ストアー 43-2501

佐野商店 42-2041
四季芳る 美郷の湯 43-2626
車検のコバック山川店 山川自動車 42-2177
寝具・ギフトはらい 42-4711
すがもと電器 42-2163
有限会社 スギハラ器械 42-7297
ストアー いうち 42-3004
住友電機商会 42-2172
炭火焼肉 日本一 42-3888
住吉自動車整備工場 42-3446
セブンイレブン吉野川山川町店 42-6268
武市商店 42-2076
武田衣料ふとん店 42-2213
たこやき みのや 42-7311
戸井牧場牛肉直売センター 42-4451
とくし丸19号車 090-4780-5042
ドコモショップ山川店 42-7477
中田商店 42-3028
ニュー金五 42-3886
はらい呉服店 42-2927
原井新玉堂 42-2480
原田電機 42-4312
東野リキュール製造場 43-2216
ひぐち精肉店 42-5866
ファッションハウス ひらもと 42-6339
ファッションフロア ハラダ 42-6388
ふいご温泉 42-4700
フジ 43-2574
冨士電機商会 42-2056
Books大谷 42-3191

（有）ブラザー自動車センター 42-3161
丸十石油 エネオス山川 42-2053
マルナカ山川店 42-6220
三久商店 42-4525
美郷桑茶生産組合 43-2165
みさと屋 美郷物産館 26-7888
ミマ薬品 42-2165
有限会社 村田商店 42-3012
メガネショップ ウエハラ 42-6363
メガネのニシオカ 42-6002
焼肉あやちゃん 42-5866
山川インテリア 42-4789
山川ミルクセンター 42-3086
ヤマザキショップ山川 尾形店 42-2123
山瀬観光有限会社 42-2075
有限会社 山瀬トラベル 42-6000
有限会社 山田自動車工業 42-2088
ヤマダ電機テックランド吉野川店 42-6371
らーめん福福 42-2514
ライフスタイル ないとう 42-2147
レーベンショップタニダ 42-2031
ローソン 山川町前川店 42-7422
有限会社 ロータス中央 42-2274
和菓子処 西川 42-2126
わらじ屋 42-2486
割石薬店 42-2161


