
サイクルショップみよし
℡876-0325
二輪、自転車販売修理

㈲池田モータース 三好石油 寺嶋ミシン商会 ㈲アイテックス 秋山商店 前野酒店
℡876-0730 ℡876-0322 ℡876-0216 ℡877-2251 ℡878-0821 ℡878-2303

　　自動車販売・整備 プロパンガス、白灯油 ミシン、たばこ販売 自動車、建設機械、修理販売 たばこ、ジュース 酒類販売

㈲上井青果 三好造園工業 ドコモショップ綾川店 伊賀精肉店 安藤うどん 味覚苑　うどん店、焼肉店
℡876-0132 ℡876-0628 ℡876-5250 ℡877-2092 ℡878-1822 ℡878-2080
食品小売業 造園業 　　携帯電話販売 食肉販売 　　うどん専門店 飲食店、うどん店

㈱エム・イ・テック かぐら 富田商会㈱ 池田被服 ㈲ケイ・ワイ・ジー ㈲宮﨑輪業
℡876-4227 ℡870-8929 ℡876-4862 ℡877-0323 ℡878-2806 ℡878-2136
ｼｽﾃﾑ制御装置設計・製作・施工 飲食業 船舶塗装、一般塗装 学生衣料販売 建設、内装業 整備工場、ガソリンスタンド

大林表具店 ㈱ルーム建築工房 トラスト いづみ屋 富士製畳（株） 森総合衣料センター
℡876-0721 ℡814-6920 ℡876-3733 ℡877-0429 ℡878-0692 ℡878-2161
表具業 　　建設業 　　建設業 衣料品小売 　　畳製造・販売 呉服、婦人服、寝具販売

お食事処　だいぢ 久米加㈱オアシス綾南陶SS ㈲西屋呉服店 小比賀設備工業 まるせん堂 渡邊栄一商店
℡877-2206 ℡876-2567 ℡876-0024 ℡877-0025 ℡878-0369 ℡878-2066
飲食業 　　給油所（ｾﾙﾌSS） 呉服、洋服、雑貨 水道設備 菓子類販売 日用品小売業

㈱オックス トヨタカローラ香川㈱綾南店 ㈲庭　水本 酒・洋菓子　かやはら 聖綾建設㈱ 渡辺牛乳販売店
℡877-0700 ℡876-4131 ℡876-5267 ℡877-0223 ℡870-9677 ℡878-2372
自動車部品製造業 　　自動車小売業 造園 酒小売、洋菓子製造販売 土建業 牛乳販売

㈲カーランド三好 ㈲イー・アール 平田商店 昭和堂
℡876-0912 ℡870-7233 ℡876-0314 ℡877-0447
自動車修理、販売 　　建設業、飲食業 小売業、煙草、酒、食料品販売 菓子製造販売

㈲川西商店 イト晴ル建築設計 ㈲福井商店 新高商事㈱ ㈲桐山商店
℡876-0328 ℡810-1356 ℡876-0317 ℡877-0528 ℡878-2313
米穀販売 　　建設業 プロパン、米穀、雑貨 ガソリンスタンド 運送業

㈲木下石材 福家電化サービス 鮨　丹波 明日香 高松ゴールドカントリー倶楽部
℡870-8165 ℡876-2820 ℡877-0470 ℡878-2197 ℡878-2200
石碑販売 電気工事 鮨店 衣料品販売（着物、婦人服） ゴルフ場

K2ｗｏｒｋｓ ㈱アイランド食品 ㈲藤岡興業 千里堂薬店 ㈲綾上電気 林原米穀店
℡876-5722 ℡876-2514 　　℡876-1030 ℡877-0592 ℡878-2132 ℡878-2056
自動車販売、修理、車検 麺、製造、販売 　　下水工事・土木工事 薬品販売 家電販売、電気工事 米穀、肥料販売

コスモス花店 ㈱綾川葬祭 ㈲藤重電機 第一工業有限会社 綾菊酒造株式会社 宮地電機
℡876-1602 ℡876-4775 ℡876-1489 ℡877-0678 ℡878-2222 ℡878-2932
花小売 葬儀業 電気工事、水道設備工事 建設機械販売、修理、リース 清酒製造業 電器製品

㈲小松電気水道商会 有岡米穀店 ほくろ屋菓舗 ㈲大東タクシー 池内商店 リーフ
℡876-0205 ℡876-0013 ℡876-0096 ℡877-0211 ℡878-2711 ℡878-1612
電気、水道、下水、ガス工事 米、肥料、麺類販売 菓子製造販売 一般乗用旅客運送事業 製菓販売 飲食業

ＪＡふれあいセンター綾南店 イオン綾川店 ほりクリーニング 竹よし 石井鉄工
℡870-8123 ℡876-8000 ℡876-1045 ℡877-0685 ℡878-2511
農業、園芸、生活資材販売 衣・食・住に関する総合小売業 クリーニング業 仕出し 鉄工業

ずゞや㈱綾南店 イオンモール綾川(専門店） 堀部かまぼこ ㈲タニモトオート ㈲井上電気商会 川染自動車
℡877-1903 ℡876-8120 ℡876-3450 ℡877-2304 ℡878-2352 ℡878-2780
仏壇,仏具,神具販売,うちわ製造 商品券取扱シールのある店舗 魚肉ねり製品製造業 自動車販売、修理 家電販売,電気,上下水道工事 自動車販売・修理

ストアーおおの 梅の里　社会福祉センター マルナカ滝宮店 中華飯店　桃花 イミテーションブルー 笹川理容所
℡876-0335 ℡876-4221 ℡876-3211 ℡877-1667 ℡878-3255 ℡878-0134
酒、食品販売 社会福祉事業 スーパーマーケット 中華料理 中古二輪、パーツ買取販売 理容業

生活協同組合福祉生協かがわ 小比賀電気商会 萬月滝宮店 フードセンター　やつぼ ㈲魚勝 篠池寝具店
　　℡876-6025 ℡876-1354 ℡876-4804 ℡877-0736 ℡878-2068 ℡878-2316
　　食品販売業 家電販売、電気、水道工事 飲食業、居酒屋 食品業、駐車場 仕出し、宴会 寝具、たばこ

㈱高松セラミックス カルテットカタヤマ ㈱光本鈑金工業所 宮脇商店 大西塗装
℡876-0180　 ℡876-4338 ℡876-3244 ℡877-1420 ℡878-0172
屋根工事業 家電販売、増改築 管工事業 食品販売 塗装業

㈲津山書店 くすりのレデイ　綾川店 ㈲綾南交通 ㈲ヤスカワ寝装 ㈲岡内自動車 乙竹商店
℡876-0327 ℡876-5588 ℡876-1117 ℡877-0451 ℡878-2055 ℡878-1072
事務用品、印鑑 医薬品小売業 旅客運送業(タクシー・バス） 寝具販売 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ,自動車売買,修理 食料品、酒類、たばこ販売

㈱ＴＥＣ 久米加石油㈱オアシス滝宮ＳＳ 道の駅　滝宮 ロイヤル高松カントリークラブ ㈲オビカ食品 もみじ温泉 社会福祉センター

℡870-7717 ℡876-0038 ℡876-5018 ℡877-0307 ℡878-2017 ℡878-1155
電気工事 石油製品販売 食堂、喫茶店、物販の経営 ゴルフ場 御料理、仕出し、弁当 社会福祉事業

とかめ　　 ケーズデンキ　綾川店 レディス　かわにし 影山クリーニング店
℡870-8070 ℡876-8822 ℡876-0072 ℡878-2420
仕出し 小売業 化粧品、衣料品小売 クリーニング業

ドライブイン新開 ㈲コバンヤ薬局 ㈲滝宮モータース ロッキー ギフトショップ　いわせ
℡876-0674 ℡876-0030 ℡876-0104 ℡876-2074 ℡878-2428
飲食業 医薬品、化粧品販売 自動車整備 喫茶店 ギフトショップ(ギフト）

ＤＲＵＧミカワ　綾南店 勝和建設㈱ ㈱ヤマダ電機　綾川店 こだわり麺や　綾南店 スタイル
℡870-8719 ℡876-0164 ℡876-8600 ℡876-5750 ℡870-9301
薬、化粧品、育児用品 土木工事一式、舗装工事一式 家電品小売業 飲食業 洋菓子販売

中西種苗店 スタート ﾎｰﾑｾﾝﾀｰコーナン綾川店 ちんとう屋 大丸タクシー㈲ （順不同、敬称略）
℡876-0137 ℡876-3038 ℡876-8702 ℡876-0185 ℡878-2255 2017年7月27日
種苗販売 うどん、喫茶 小売業 呉服、衣料品全般 タクシー業 現在

ヘアーサロン　カワエ 須田理容所 ペトラス綾川店 童銅商店 ティースポット　アイドル
℡876-0519 ℡876-1835 ℡876-8455 ℡876-0936 ℡878-2953
理容業 理容業 ガソリンスタンド たばこ、酒販売 喫茶

Hａｉｒｓ Tｒｅａｓｕｒe 瀬戸内サービス㈲ イオンシネマ綾川 長尾デンキ 鶏肉専門店　鳥市
℡877-2025 ℡876-3944 ℡870-8977 ℡876-1033 ℡870-9750
美容業 浄化槽の維持管理 映画館 家電及び電気、水道工事業 鶏肉販売

マルナカ綾南店 千邦 ビーエムティ ㈲秦商事　　　　　　　 ㈱ハウジング大空
℡876-4801 ℡876-0975 ℡876-6170 ℡876-3081 ℡878-0571
スーパーマーケット 喫茶、スナック 印刷、デザイン、広告代理 建設、内装仕上工事業 建設業

㈲道井工芸 滝宮駅前　久保商店 ㈲ハウスリフォーム はゆかうどん プリテイショップはなこ綾川店

℡876-0735 ℡876-0069 ℡876-2400 　 ℡876-5377 ℡878-1221
店舗設計施行、別注家具製造、リフォーム工事 酒、プロパン販売 建築業 　 飲食業 スーパーマーケット

㈱宮脇書店　綾南店 たきのみや　三好薬局 焼き豚Ｐ
℡870-8127 ℡876-0316 　 ℡876-3354
書籍販売 薬局 食品製造業 ※

は、ポイントシール抽選会
参加店です。

陶 地 区

滝宮 地区

昭和 地区

枌所 地区

お問い合わせは

綾川町商工会へ

☎ 878-2190

プレミアム付き綾川町商品券が使えるお店 ★有効期限Ｈ２９年１２月３１日

羽床 地区

羽床上 地区

山田 地区

牛川 地区

東分西分 地区


