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折出理容院 885-2873 横浜東⼀丁⽬5番14号 理髪業
ortensia 070-8542-9096 平成ヶ浜三丁⽬3番95号 美容室

おもと 884-3793 坂東⼀丁⽬21番1号 飲⾷（惣菜）
折⽥⾐料品店 885-0201 横浜中央三丁⽬6番26号 ⾐料品販売

⼄カフェ 884-0291 植⽥四丁⽬13番27号 飲⾷店
⼄漢⽅薬局 884-0291 植⽥四丁⽬13番27号 薬局

(有)⻑船養殖場 885-0528 平成ヶ浜四丁⽬5番9号 かき養殖・販売
お⾷事処 かめさこ 884-1575 横浜中央⼀丁⽬5番39号 飲⾷業

お好焼 はなぶさ 554-8723 横浜中央三丁⽬16番9号 飲⾷業
⻑船海産(株) 885-0155 平成ヶ浜四丁⽬5番14号 ⽣カキ（加熱調理⽤）

お好み焼 こいけ 885-3253 横浜東⼀丁⽬15番28号 飲⾷業
お好み焼 壮家 884-6556 坂⻄⼀丁⽬15番16ー2号 飲⾷業

⼤廻理容室 885-0505 坂⻄⼀丁⽬23番24ー1号 カット等
お好みハウス みか 885-0118 横浜東⼀丁⽬12番25号 お好み焼き屋

エディオン坂店(株)ハネモト電機 885-0066 坂⻄⼀丁⽬24番6ー1号 家電販売・修理
(有)⼤畠商店 886-8303 ⼩屋浦⼆丁⽬29番13号 ガス器具

飲⾷店
居酒屋 杣 885-1817 横浜東⼀丁⽬12番25号 居酒屋
エディオン⼩屋浦店トイシバ電機 886-8260 ⼩屋浦⼆丁⽬45番9号 家電⼩売業

町内に本店がある店舗（法⼈）⼜は町内の個⼈事業主の店舗
アジアンリゾート スパシーレ 886-3345 平成ヶ浜三丁⽬2番11号 温浴業
あめのちハレ 070-9008-8402 坂⻄⼀丁⽬23番25号

ラムネMILK堂広島店 090-1680-5844 北新地⼆丁⽬3番40号 アイスクリーム
和⾷どんと 安芸店 885-4630 北新地⼆丁⽬3番30号 飲⾷店

やよい軒 パルティフジ坂店 885-8035 平成ヶ浜三丁⽬2番11号 飲⾷店
ユニクロ パルティフジ坂店 886-3707 平成ヶ浜三丁⽬2番11号 ⾐料品販売

焼⾁じゃんじゃか 坂店 886-3667 平成ヶ浜三丁⽬2番11号 飲⾷店
ヤマダデンキ テックランド 安芸坂店 886-3651 平成ヶ浜三丁⽬2番12号 家電販売

メディコ21・安芸店 885-4823 北新地⼆丁⽬3番30号 ドラッグストア
焼⾁ 雅 MIYABI 884-5529 北新地⼆丁⽬2番 飲⾷業

ホームプラザ ナフコ広島ベイサイド店 820-7201 字⻲⽯⼭21120番地 ⼩売
三河屋珈琲 パルティ坂店 554-6333 平成ヶ浜三丁⽬2番11号 カフェ

ナイスムラカミ坂店 884-3311 平成ヶ浜⼀丁⽬7番40号 スーパーマーケット
フジグラン安芸 885-4611 北新地⼆丁⽬3番30号 ショッピングセンター

釣具のポイント安芸坂店 885-9071 北新地⼆丁⽬2番18号 釣具
ＤＣＭ坂店 886-3588 平成ヶ浜⼆丁⽬1番48号 ホームセンター

セブンイレブン広島坂⻲⽯⼭店 885-0711 字⻲⽯⼭21290番地3 コンビニエンスストア
中央薬局 坂店 884-0727 平成ヶ浜⼀丁⽬8番40号 医薬品販売業

スタイリスト シン 885-4533 北新地⼆丁⽬3番30号 美容室
STICK SWEETS FACTORY パルティ・フジ坂店 886-3333 平成ヶ浜三丁⽬2番11号 飲⾷

⼩沢園芸 フジグラン安芸店 885-4662 北新地⼆丁⽬3番30号 ⽣花、園芸
ザグザグ坂店 884-1112 平成ヶ浜三丁⽬2番29号 ⼩売業

飲⾷
くまざわ書店 安芸店 885-4621 北新地⼆丁⽬3番30号 書籍⼩売
グリーンオアシス フジグラン安芸店 885-4633 北新地⼆丁⽬3番30号 飲⾷業

町内に事業所⼜は店舗がある事業者
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ウォンツ坂店 885-8511 平成ヶ浜⼆丁⽬2番10号 ⼩売業
回転寿司 寿し貴 886-3338 平成ヶ浜三丁⽬2番11号

坂町くらし応援クーポン券 取扱店舗⼀覧
坂町くらし応援クーポン券が使える店舗は次のとおりです。 五⼗⾳順【令和4年12⽉27⽇現在】

店舗名 電話番号 所在地 お取扱品等
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※ 取扱店舗は12⽉27⽇（⽕）まで募集しています。
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レストランカリブ 885-3033 鯛尾⼆丁⽬7番1号 飲⾷
わきみず亭 554-8278 北新地⼆丁⽬3番4号 飲⾷店

⼭⽥美容室 885-0702 横浜中央三丁⽬6番18号 美容室
(有)ライフパートナーおおまわり 885-2642 横浜中央⼀丁⽬5番5号 進物⼩売・便利業

まめ⼯房 ⼿づくり靴教室 885-3528 坂⻄⼀丁⽬25番34号 教室
三登モータース 885-0501 植⽥四丁⽬2番12号 ⾃動⾞の整備

ベーカリー・プティ―・グー 885-4654 北新地⼆丁⽬3番30号 パン
まきお鍼灸院 885-0209 横浜⻄⼀丁⽬12番3号 はり・きゅう

福⽔お好み焼 886-8155 ⼩屋浦三丁⽬2番24ー2号 飲⾷店
フランス菓⼦ パリ⼟産 554-6245 坂東⼆丁⽬2番7ー1号 菓⼦製造販売

美容室 スロープ  885-6105 平成ヶ浜⼆丁⽬1番56号 美容業
平沖養蜂 886-8959 ⼩屋浦⼆丁⽬12番13号 養蜂業

ビューティサロンひで 885-2882 横浜東⼀丁⽬14番9号 美容業
美容室 Omu 886-0284 ⼩屋浦⼆丁⽬29番9号 美容業

花房治療院 885-3160 横浜中央三丁⽬10番32号 はり、マッサージ、指圧
(有)花房屋 885-0068 横浜⻄⼀丁⽬6番6号 酒・⾷料品⼩売

パティスリーレクール 885-2032 横浜中央⼀丁⽬4番1号 洋菓⼦店
花美容室 885-0680 横浜東⼀丁⽬5番11号 美容業

ちぐさ美容室 886-8661 ⼩屋浦三丁⽬2番20号 美容⼀般
豊岡商店 885-0128 坂東⼀丁⽬18番17号 野菜、くだもの

スタンドお好み花ぶさ 885-1344 横浜⻄⼀丁⽬12番1号 お好み
禅ぱん 090-9500-9896 鯛尾⼆丁⽬8番16号 パン製造販売

(株)鈴⽊⽔産 884-0745 平成ヶ浜四丁⽬5番20号 カキ養殖、販売
スター美容室 885-0391 坂⻄⼀丁⽬23番26号 美容業

菅⽥ふとん店 885-0178 坂⻄⼆丁⽬2番11号 寝具他
(有)寿し秀 885-1495 鯛尾⼆丁⽬3番9号 飲⾷店・寿司・お好み焼き

酒匠⽶匠 おかの 885-0031 坂東⼆丁⽬16番15号 酒類・⽶・ギフト
下花美容室 885-0527 坂東四丁⽬1番24号 美容

さかメディカル整⾻院 885-2615 平成ヶ浜⼆丁⽬1番54ー8号 接⾻整体業
(有)坂ラジオ店 ウインディさか 885-0122 坂⻄⼀丁⽬7番1号 家電販売

⼩料理さか場まき 576-4785 横浜中央⼀丁⽬5番30号 居酒屋
(有)境⽥かき養殖場 884-0081 平成ヶ浜四丁⽬5番18号 広島かき養殖⼩売販売

きく美容室 885-0171 坂⻄⼀丁⽬15番16-2号 美容
ごはんの王様 かねひろ 885-0046 坂⻄⼆丁⽬1番4号 飲⾷業

884-1096 坂⻄⼀丁⽬9番3号 理容全般
(有)川⼿電機商会 885-0104 坂⻄⼀丁⽬8番11号 家電販売

介護タクシーかわもと 886-8267 ⼩屋浦⼆丁⽬16番11号 福祉タクシー
介護タクシーコスモス 886-8311 ⼩屋浦三丁⽬4番9号 介護タクシー
カット・サロンかじたに（梶⾕理容室）
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