食料品小売

チーム尾道 がんばろう

応援商品券
利用特典実施店
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44店舗掲載

利用

特典

しまなみお菓子工房

商品券1枚利用ごとに1品
サービス

その他小売

☎0845-24-0480
中庄町4175-6

商品 券でお買い 物をされたお
客様に２０％割引いたします。
特典 （フルーツサンドを除く）

☎0845-23-6111

特典

土生町2013-6

利用

特典

商品券で資生堂又はオパール
化 粧 品お求めの方に化粧水・
乳液6回分サンプル差し上げま
す。
（10/31迄）

（有）
びんごや
☎0845-22-0180
土生町1899-18

利用

特典

商品券でのご購入でタオルハン
カチ、あったかソックスどちらか
をプレゼント。

利用

特典

商品券で購入して頂いた方へ
プラス1品サービスします！

エネオス（有）カノウヤ
☎0845-24-1777

田熊町4547-3

利用

特典

商品券￥3,000以上の方は【釣
中の名入れタオル】をさしあげ
ます。

はなきく生花店

☎0845-22-0292
土生町2001-5

利用

特典

商品券でお買い物をされたお
客 様に、当店でご 利用できる
商品券を差し上げます。

びんごや洋装店
☎0845-22-1632
土生町1899-22

利用

特典

商品券の御利用3,0 0 0円ごと
にスタンプを押します。スタン
プ３つで【無料水洗い洗車券】
をプレゼント致します。

内海エンジニアリング（株）

☎0845-22-0251
商品券を利用していただいたお
客 様へこれまでにない満 面の
笑顔で接客を行います！
頑張ります！

重井町3335-2

特典

釣中

利用

☎0845-25-0082

利用

興文館書店
土生町1899-70

菓舗 勉強堂

中庄町2981-1

利用

☎0845-22-0209
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☎0845-22-0115
土生町1897-6

ナカヰ商店
こちらのステッカーが
提示されている店舗で
使用可能です！

一色商店

1,000円券で円1,100円分
のお買い物ができます

ギフトショップないかい

☎0845-27-4660
瀬戸田町沢226-6

商品券￥10,000で粗品進呈。
利用 （バッグ、サラダ油など）
特典

ひまわり

☎090-7998-1223
土生町1906-6

利用

特典

商品券で1,000円以上お買い
上げの方に靴下プレゼント！
最高の笑顔でお待ちしており
ます♪

藤原洋品店
☎0845-22-1510
田熊町1191-1

利用

特典

1点以上購入して頂いた方へ
手作りマスクプレゼント。

※使用可能な商品券は店頭のステッカーでご確認ください

地域振興商品券「チーム尾道 がんばろう応援商品券」で因島のお店を応援しましょう！
利用可能な店舗の情報は、商品券一同封されております「ご利用のしおり」のほか、
公式サイトにて掲載されております。
現在因島エリア約 220 店舗で利用可能で、随時利用可能店舗が追加される
予定です。

チーム尾道がんばろう応援商品券ホームページ URL https://team-onomichi.jp/

（有）柳屋農園
☎0845-22-8783
土生町2100-2

利用

特典

店内商品10％引き（配 達・
サービス品は除く）

本郷屋
☎0845-22-0535
田熊町15-4

【秋の新作展】商品券ご利用の
お客様へ当店で使える10%還
特典 元商品引換券進呈

利用

裏面にも
あるよ！

飲

利用特典実施店の情報は
因島商工会議所ホームページにも
掲載しています

食

☎0845-24-0389
中庄町2509-7

利用

商品券1枚ご利用ごとに100円
の割引券をプレゼントします。

特典

お好み焼き 仲よし
☎0845-22-3702
土生町256-16

利用

特典

商品券1枚につきポイント2倍
仲よし 専 用 のポイントカード
5 0 0 円で1ポイント付き、3 0
ポイントで500円分です。

☎0845-25-6787
田熊町4701-2

特典

商品券１枚ご 利用ごとに50円
キャッシュバックを行います。

たくま商店

たこ焼 そら

CHURCH.

☎0845-23-7640

☎090-1682-1630

☎0845-22-1601

田熊町4703

利用

特典

商品券利用で
・ランチ10％オフ
・宿泊 時の利用で朝食 無 料
サービス

中庄町669-1

利用

特典

商品券利用で
・たこ焼き5パック以上お買い上げで
1パック400円！
・焼きそばor焼きうどん5パック以上で
1パック500円！
・たこ焼きと焼きそばorたこ焼きと焼うどん
セットで1,000円！

ナティーク城山

ピザカフェつばさ

☎0845-26-0046

☎0845-22-7511

土生町2254-6

ランチご利用時、ワンドリンク
利用 （ソフトドリンクに限る）サービス
特典 有り。
事前に商品券利用をお知らせください。

サービス・その他

土生町1899-76

利用

特典

平日にピザ（サービスランチ、テ
イクアウト含む）
をご注文の方に、
次回ご来店時に使える「ミニミニ
ソフトクリーム券」
をプレゼント

特典

土生町1899-31

利用

ペン型消毒液を進呈。

・ちゃーちの一番人気メニュー
を1,000円
利用 「ふわ鶏天丼の得々セット」
で提供します。
特典
・次回使用出来るドリンク半額券を
お渡しします。

ペーパームーン

Puritym
☎080-4298-4351
中庄町739-3

利用

特典

利用

・Puritymポイントカード2倍押し
・次回使用出来るハンドマッサー
ジ15分無料券プレゼント

商品券利用で、通常【証明写真】
1,200円【マイナンバー写真 】
1,300円【免許写真】1,200円を
期間中【ALL】1,000円。

商品券1枚ご利用ごとにドリップ
利用 パック１個プレゼント致します。
特典

利用

鉄板焼やきとり ぽけっと
☎0845-22-3004
土生町2085-2

利用

特典

商品券１枚（1,000円ごと）に
小鉢一品サービス（ただし、商
品券ご 利用の旨を定 員へ来 店
時お伝え下さい。）

ホテルいんのしま
土生町288

特典

商品券ご利用で10％プレミアム
付でご利用いただけます。
1,000円券で1,100円分、最大
で11,000円分使えます！

☎0845-24-3520
中庄町2105-10

利用

特典

商品券1,000円ご 利用で歌券
10枚サービスいたします。

田熊町1167-1

トレ・バンビーニ

利用

来楽寿司
☎0845-22-3162
土生町2102-1

利用

特典

商品券利用の方には、ワンドリ
ンクサービス！

（有）
はと印刷
重井町4080-3

【年賀状印刷】年賀状のカラー印刷50枚
迄通常￥4,500を￥4,000で行います。
※弊社に来社いただける方が対象です。
特典
年賀状はお買い求めの上、持参下さい。

利用

☎0845-22-5553

☎0845-24-3352

商品券10,000円分（税抜）を

利用 １回でご 利用いただいたお客
様に次回使える300円分割引
特典 券プレゼント！！（利用期 限付
です）
（お一人様1回限り）

土生町1897-37

特典

中庄町3906-2

利用

特典

・両脇脱毛12回 通常￥26,400が商品券
￥10,000でできます。＋次回使える
￥1,000クーポンプレゼント！
・美白エステ1回 通常￥9,900が商品券
￥5,000円でできます。＋次回使える
￥1,000円クーポンプレゼント！

商品券でお食事されたお客 様
に、次回使用できるワンドリンク
無料チケットをお配りします。

レストランみつばち
☎0845-25-1388
重井町2234-3

利用

特典

商品券の利用で1枚ごとに2％
オフ（1回の利用につき商品券
5枚まで利用可能）

因島商店街連絡協議会

☎0845-26-1233

☎0845-25-6221
【ご新規様】
次回使える無料チケットプレゼント！
特典 【リピーター様】
サンプルプレゼント！

なごみ処 八咲

・ピザ・パスタランチ：通常￥1,100を
商品券利用で￥1,000！
利用
・ステーキランチ：通常￥1,500円を
特典
商品券利用で￥1,400！

ベル・エポック

利用

特典

ランチ 時 に商 品 券を利 用して
お 食 事された 方に、次 回 使 用
できるランチ時のコーヒー又は
紅茶の無料券をお配りします。

☎0845-22-2310

田熊町5437-48

美容室ヴェリィ
土生町1889-149

中庄町3166-1

☎0845-25-6246

Beauty Mall
田熊町1137-3

DINING SHIMA

カレ ー ご 注 文 の 方 に 、カレ ー
ルー1種類ちょいがけサービス
特典 （プレゼント）

利用

利用

中庄町大江区700-2

重井町1233

【会食のお支払いが商品券の方】
利用 １０％プレゼント
特典 例：3,300 円→3,000 円など
※お飲み物代は別会計です。

☎0845-24-3222

季節のアイスクリームプレゼント
利用 （1,000円以上御食事された方）
特典

☎0845-24-3232

十三軒茶屋 因島店

☎0845-25-0068

☎0845-22-7155

土生町1899-106

☎0845-22-4661

土生町1905

商品 券ご 利用のお客 様にレジ
にて５％の割り引きをさせて頂
きます。

いんのしまペンション 白滝山荘

☎050-5583-5146

☎0845-22-5858

特典

特典

理美容関係

土生町2005-2

しまなみカレー ルリヲン

（有）ITMツーリストサービス （有）オカノ写真館・プラザオカノ 七番館
☎0845-22-8888

☎0845-24-2795
利用

Café terrace 菜のはな

利用

菜々

中庄町仁井屋3167-5

URL https://cci-in-no-shima.jp

お好み焼き T&K

居食祭屋

利用

特典

因島の各振興会会員店舗にて
商品券を利用してお買い物をさ
れた方に応募券を進呈（12/10
まで）。抽選で商品券や地域特
産品など素敵な商品をプレゼン
トします！
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