
ハイフィールド 870-1222
八剣伝　川内店 831-2688
八剣伝　毘沙門店 870-3457
㈲花岡商店 873-2034
飛田クリーニング 877-0100
㈱フジトラベルサービス　トムズ緑井営業所 831-8005
プリンセスジュエリー 831-8833
コーヒーショップ　ボギー 879-9430
理美容室ポワル 877-9585
㈱マックス 292-5299
マツダオートザム梅林 873-5100
とうふ料理　豆菜 879-8415
㈲ミカワタイヤサービス 873-6470
みやもと薬局 877-1677
山城珈琲 831-2699
ライス佐々木 873-3599
ボウリング　リネア24 830-0456

緑井5丁目22-1 876-5111

緑井1丁目5-2 831-8100

亀山5丁目6-22 814-0868

亀山2-25-9-1 819-2151

可部5丁目11-17 814-9111

三入2丁目17-38 554-0411

亀山3丁目14-15 814-3155

飯室1592　
コムズ安佐パーク1F

可部南2丁目15-54 810-0512

八木2-3-40 873-5005

川内5-32-7
八木4-8-19
緑井6-21-1フェエラ・ディ・プローバ7F

〉〉〉　佐東エリア (裏面 続き)　〈〈〈

【お米】
【ボウリング】

毘沙門台1-12-21-2
川内6-8-4せせら弐番館1F
緑井2-12-9 ペルシャトウ加登1F

八木4-7-23
川内4-7-28
緑井1-5-2
緑井1-5-2フジグラン緑井1F
緑井3-18-8
川内3-19-12
緑井7-15-13
八木2-19-19
緑井4-28-19
八木5-3-16
川内6-42-24

【新車　中古車販売】
【飲食】
【タイヤ・ホイル】
【医療品小売】
【コーヒー・サンドウィッチ】

【旅行商品・JR券・航空券等】

【時計　宝飾】
【飲食】
【理美容】
【情報機器端末・消耗品等販売】

【エアコンクリーニング】
【焼鳥】
【焼鳥】
【器具販売・灯油販売】
【クリーニング】

【ホームセンター】西村ジョイ　八木店

【百貨店】

【ショッピングモール】

【ショッピングモール】

【スーパーマーケット】

【スーパーマーケット】

【スーパーマーケット】

【スーパーマーケット】

【スーパーマーケット】

【スーパーマーケット】

天満屋　広島緑井店

㈱コムズ
（サンライフ、不二家、書籍・文具コーナ）

フジグラン緑井

生鮮壱番館　エブリイ　可部店

サンリブ　可部店

フジ　三入店

フレスタ　可部店

【ホームセンター】

フレスタ　コムズ店

㈱ジュンテンドー　可部南店

飯室1592

アルゾ　可部店

810-2000

207-4040

注意点

利用可能店舗は一覧に記載の『「超」お得すぎるプレミアム付商品

券』取扱い店舗のみとなります。

また本券は次の①～④ものはご利用できません。

① 国や地方公共団体等への支払い（税金、電気・ガス・水道

料金などの公共料金等）

② 有価証券、商品券、ビール券、タバコ、切手、印紙等で

換金性の高いものの購入。

③ 現金との換金、電子マネーへの入金、金融機関への

預け入れ。

④ 医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な

医薬品を含む）

【利用可能商品券（色：緑）】

利用可能店舗一覧
大手チェーン店 利用可能店舗

（五十音順）

※下記店舗では共通券(緑色)7,000円分までしかご利用できません。



デイリーヤマザキ　広島大林店 大林1-8-8 818-2510 らーめん・ぎょうざ　喜味喜 毛木241-1 【らーめん・ぎょうざ等】 837-3789

どうらく 可部2-33-23　可部駅前ビル2F 814-8090 くすりのくりおか 飯室1592 【医薬品・化粧品】 810-2022

徳川　可部店 可部5-11-17 815-2775 呑楽食楽　げんや 飯室1875 【ラーメン・居酒屋】 835-4033

㈲二井谷呉服店 可部3-14-10 812-2527 児玉牛乳店 飯室4268 【牛乳】 835-4290

ノムラオート 可部6-2-18 554-9525 お食事処　こばやし 久地6714-2 【飲食】 837-0018

㈲野村自動車 亀山南2-20-6 814-3144 どら焼工房　さの屋 飯室10921-392 【どら焼き】 835-2008

㈱ノムラストアー 可部東2-6-14 814-0016 尺野モータース 鈴張2678-2 【自動車・自動車用品】 835-1048

ハーバー　B・B 亀山7-12-1 814-5897 なかたストアー 久地250-10 【生鮮品・加工食品・雑貨・酒・たばこ・切手・衣料品】 837-0027
八剣伝　可部中央店 可部3-37-32　ロイヤルアークコウノ1F 819-2020 ハレルヤピザ 飯室563-1 【ピザ】 090-4104-5631

パナックおきた 亀山3-1-57 815-4520 ひらお 飯室3045-1 【うなぎ・猪肉】 835-3520

バランス均整院 可部2-12-22 814-1010 福祉の美容室nana 筒瀬1246-2 【美容】 838-1231

はりきゅうspa憩 可部4-10-3-103 516-5780 ヘアーサロンアサギ 鈴張2008 【理美容】 835-1058
お好み焼き　バリエー　本店 可部南5-8-36 815-5530 ベネッセア 鈴張5036-1 【リフォーム工事】 205-8766

H.K.S安藤商会 可部6-16-15 【リサイクル業】 080-6302-5353 美容室　minnk 可部3-30-1 814-3166 お好み焼き　もっこ 飯室1592 【お好み焼き】 810-2048
Nail Space Rose 可部4-4-23-103 【ネイルサロン】 090-3378-0332 美容室まじょ 三入1-16-4 818-4282 焼茶・うえ 飯室3041-3 【お好み焼き】 835-0201

SAKE Bar ゆう 可部2-36-13 【日本酒　フード】 554-6488 和菓子　洋菓子　ヒラタ 可部6-4-12 812-3258 山川電機 小河内516-1 【家電製品】 835-0435

shile 可部5-13-7 タマダビル1F 【理容】 070-3778-3838 広島北BEER BAR 可部2-33-15 562-2223 山川表具店 小河内518-1 【表具・内装】 835-2187
Snow*design nail 可部1-1-9-6 【ネイル】 090-8243-1943 広島北ビール直売店 亀山9-1-4 557-4398 山中表具店 飯室1475-10 【フスマ・障子・クロス】 835-0029

安佐オート㈱ 三入2-28-10 【自動車】 818-4237 ㈲フナヤマ 亀山2-7-41 814-8241 お好み焼き　幸 久地6473-1 【お好み焼き】 837-2528
旭屋精肉店、焼肉あさひ 可部4-19-10 【肉】 814-0001 ㈱フルーツのしまだ 可部5-1-26 814-3301 和食屋　百合 あさひが丘3丁目18-5-4 【飲食】 838-0011

あずき 可部7-6-16 【スナック】 815-3667 フレッシュ美容室 亀山南5-41-27 814-5958 ユーメン醤油　安佐乃郷　しょうゆ藏　しょうゆ直売所 筒瀬269 【醤油・ぽん酢・めんつゆ・みそ】 838-1011

㈲池田畳店 可部5-7-9 【畳】 815-2038 ヘアーサロン東洋 可部南3-4-2 812-2666 ㈲吉村農機 飯室3231 【トラクタ・コンバイン・チェンソー・刈払機】 835-0559

㈱いこい 可部7-7-14 【和食】 814-2311 ヘアーファッション志乃 可部南5-14-2 814-8985 ライズオート 飯室4452-1 【車両販売】 275-5789

和食・仕出し　一膳 可部5-13-12 【飲食】 815-1016 マスコ美容室 可部3-41-11 814-7684 松本清人商店 飯室1229 【とうろう・〆縄】 835-0140

㈱エース 亀山9-31-14 【新車　中古車販売】 555-2855 ますや書店 可部3-43-4 812-2046
エディオン　可部さかもと電器 可部3-8-18 【家電製品】 814-3324 宝飾・時計・メガネ　マツモト　サンリブ可部店 可部5-11-17　サンリブ可部店1F 814-2646 ask the meat 緑井2-8-15 【焼肉】 879-6029
エディオン桐陽台店（森田電器） 三入東1-31-22 【生活家電・電池・インクなど】 818-2611 メガネ俱楽部 可部3-21-19 814-2455 dog salon favori 川内4-17-10 【犬のトリミング】 090-6277-2736

大橋商店 亀山南5-6-26 【クリーニング取つぎ】 814-5933 麺や　一純 可部5-20-15　ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙS102 847-3222 KicHi 緑井6-25-2　2バンポーグリーンハイツ101 【美容】 877-2778
オカヤ　メンズショップ 可部3-19-17 【衣料全般】 814-5653 喫茶　モナミ 可部東1-1-59 814-2545 OKマートおかむら 緑井6-35-17 【酒類・乳製品・精肉・食品】 877-0106

尾田技研 可部町綾ヶ谷1441-1 【鉄工業】 819-3070 もりもとバイク　本店 亀山3-2-1 814-6538 PESCA 八木9-20-15 【パン】 298-9226

おはしとこむぎ 可部9-25-17 【ランチ・ピザ・ケーキ・ドリンク】 812-0850 焼肉えん　別館 可部6-4-9 847-2557 ㈲あみ焼ハウスせせらぎ 緑井6-20-19 【焼肉】 877-0059

菓匠茶屋　可部店 可部5-11-17　サンリブ可部店1F 【ソフトクリーム・大判焼・お茶・菓子類】 814-0705 山根クリーニング 亀山2-27-17 812-3050 日本料理　魚長 川内6-29-15 【懐石料理・仕出】 877-9898

かしわや　入江 可部3-46-24 【呉服・アパレル・喫茶】 812-2028 読売センター　可部 三入1-15-5 818-8771 エディオン　緑井店 緑井5-4-39 【家電】 877-0474

寝装品　キクヤ 亀山南2-14-8 【寝具販売】 814-4820 リゴロデセール 可部南5-12-12-2 815-2050 オステリア　ファーヴェ 川内6-27-4 【パスタ】 877-1020

キャロット 亀山5-6-24 【洋食】 814-8245 リンパ整体院まつしま 可部東6-3-9-4 090-8249-6857 おそうじ本舗　広島緑井店 八木9-9-22-102 【ハウスクリーニング】 090-3744-8647

旭鳳酒造㈱ 可部3-8-16 【清酒・リキュール】 812-3344 ル・シエル 可部4-19-8　持田ビル1F 815-5925 オレンジハウス 緑井2-27-41 【ハンバーグなどの定食】 879-1315

きらく鍼灸院 亀山南4-7-14 【医療業】 814-3557 ローズ美容室 可部7-6-22 812-3678 菓匠茶屋　緑井店 緑井1-5-2　フジグラン緑井1F 【ソフトクリーム・大判焼・お茶・菓子類】 831-8191
クリスタルビューティー 可部8-12-15 【美容】 815-6122 レディース＆メンズショップ　ローヤル 可部5-4-25 814-8451 金沢屋　八木店 八木9-4-53-11 【ふすま・しょうじ・あみ戸・窓・サッシ】 0120-540-956

グリーンアース可部 可部3-38-34 【調味料・菓子・生鮮品】 815-3978 ヘアーサロン　KIRA 川内2-2-1 【理容】 879-9220
児玉センイ㈱　可部店 亀山南3-11-1 【作業服・たーぼう・安全靴】 815-1661 Aika　康楽苑 毛木1804 810-3212 薫風 緑井8-2-25 【お好み焼き】 299-7748

米の中村屋 可部2-35-22 【米穀・灯油・雑貨】 812-2462 ECO360㈱ 小河内374 835-0557 パスタ＆オムライスカフェ　KOBOO 緑井3-13-2 【飲食】 879-5321

サテライト　珈琲店 可部3-20-23 【喫茶・コーヒー豆の販売】 814-2465 Grazie-Na 飯室1651 835-3473 サイトーデンキ 八木6-2-42 【家電】 873-4202

サロンド　セイカ 可部5-11-20 【美容】 814-8990 Hair Design Works arche 鈴張1892-3 847-3817 山陽ホーム 八木5-5-11 【建築金物・中古農動工具他】 873-4595
サンローゼ　サンリブ店 可部5-11-17　サンリブ可部店2F 【化粧品】 815-5161 Hiroshima　Micro　greens　葉っぱ屋 久地日の奥3520-80 835-0557 旬菜えん 川内6-43-18エフビル 【飲食】 879-5048

シトロン 可部4-3-19 【洋菓子】 819-3151 ㈱安宅建設 飯室3499 810-2933 助鮨 緑井5-7-21 【寿司】 877-1884

Jamong　Café 可部5-7-14 【トッポギ・冷麺】 824-8682 あゆ茶屋 飯室1592 810-2018 たけみつ総本家 緑井6-37-13　藤澤ビル1F 【飲食】 879-0145

㈲鈴木長育堂薬局 可部3-24-21 【薬局】 812-2409 めん処　あゆ茶屋 飯室1592 810-2018 美容室CHIKA 緑井2-6-22 【美容】 877-1813

すみれ屋 可部4-20-5 【お好み焼き】 070-5673-0657 ㈲今橋建具製作所 鈴張1896-3 835-1064 ㈲ツネモト 川内1-18-22 【まんじゅう　もち】 877-2940

たいのうら 亀山南4-23-6 【お好み焼き】 814-7357 ㈲上町商店 鈴張2805 835-1010 さぬきうどん食堂　つるり 八木1-25-3 【うどん　天ぷら】 832-0881

たまゆら施術院 可部6-13-1 【カイロプラクティック】 815-6389 オートサイクルまるもと　あさひが丘店 あさひが丘7丁目23-25 838-0151 ㈲テイクス 八木町329 【自動車整備】 873-3344
㈲中国新聞可部中央販売所 可部3-23-12 【新聞・タイヤ】 812-2349 オートサイクルまるもと　飯室店 飯室3208-1 835-0633 ㈱西原商店 緑井6-27-12 【アルコール飲料・飲料水・調味料・たばこ】 877-0202

㈲づいちゃんの店 可部5-11-17 【毘沙門岩・和菓子】 815-8686 歌楽王家　102 飯室6870-7 090-3889-1221 お好み焼き・鉄板焼　にじゅうまる 緑井2-7-5 【お好み焼き】 870-8133

815-5490 前田薬局

〉〉〉　安佐エリア　〈〈〈

【生ビール　各種フード】

【ビンビール】
【冷蔵ケース・各種厨房機器など】

【果物】

【美容】

【理容】

【美容】

【美容】
【週刊誌 日刊誌 書籍】

あさひが丘3丁目18-3-1 【化粧品・薬・衛生商品】 838-2161

〉〉〉　佐東エリア　〈〈〈

〉〉〉　可部エリア　〈〈〈 美容室オレンジ 可部5-13-7

【コンタクトレンズ・メガネ等】

【ラーメン】
【コーヒー・軽食】

【バイク、自転車】

【飲食】
【クリーニング】

【新聞】
【菓子 ケーキ】

【整体】

【美容】

【美容】
【紳士服・婦人服】

【飲食】
【つりぼり・食堂】

【菓子・ドリンク・テイクアウトランチ】

【食品 雑貨 薬】

【おでん】
【お好み焼き 鉄板焼】

【呉服・婦人服・ワコール】

【自動車販売・整備】

【自動車・修理・整備】

【食料品】

【理容】

【焼鳥】

【家電品】

【整体】
【鍼灸施術・美容鍼など】

【お好み焼き/焼きそば】

【美容】

【美容】

【美容】

【カステラ】

【眼鏡・時計・宝飾・補聴器】

【美容】

【ランチ】
【建築工事・リフォーム・木材販売】

【うどん・そば・定食等】

【カラオケ　飲物】

【めん類・定食・スナック】

【建具工事】

【食料品】
【自転車・バイク】

【オートバイ・スクーター・二輪用パーツ】

/// 中小店 利用可能店舗 ///

【利用可能商品券（色：左・緑 右・オレンジ）】

（五十音順 裏面へ続く）

下記店舗では共通券(緑色)専用券(オレンジ)両方ご利用できます。


