
理容美容イシダサロン ㈱観月苑 街のクリーニング屋さん Aコープ音更店
木野西通9-11 理容 十勝川温泉南14-2 旅館・ホテル 大通5-1

Aコープ 音更店内 クリーニング

ヘアーサロンエリート 帯広リゾートホテル 街のクリーニング屋さん ハピオ店
宝来仲町南1-13 理容 字東和西3-71 旅館・ホテル 木野大通西7

ハピオ木野店内 クリーニング

理容オオタ 笹井ホテル 街のクリーニング屋さん オーケー店
大通9-4 理容 十勝川温泉北15-1 旅館・ホテル 木野大通西17

ダイイチＯＫ音更店内 クリーニング

プリートヘアー ㈱第一ホテル 相澤クリーニング店
大通8-5 理容 十勝川温泉南12-1 旅館・ホテル 大通12-12 クリーニング

ヘアーショップエドゥー ホテル大平原 エンパイアーフクハラ すずらん台店
ひびき野仲町1-2 理容 十勝川温泉南15-1 旅館・ホテル すずらん台仲町1-1 クリーニング

カットハウス之美 ホリデーインホテル十勝川 コインランドリーホワイトピア音更店
木野大通西5-1 理容 十勝川温泉南16-2 旅館・ホテル 木野大通東13-3 コインランドリー

理容室 髪悠々音更店 その他 仕出し処　しげ吉
木野大通西14-1 理容 駒場本通3-4 仕出し

カットハウスK’ｓ ガーデンスパ十勝川温泉 キノスタジオ
木野西通14-1 理容 十勝川温泉北14-1 温泉 木野大通東9-1 写真

いづほ理容 健康ハウス木野温泉 ㈲帯広大一石材
緑陽台仲区27-5 理容 木野大通東10-6 温泉 木野大通東4 石材

ヘアーサロンchum ホビーオフ音更店 のむら葬祭 音更店
大通7-4 理容 木野大通東12-3 買取・販売 大通4-3 葬祭

ヘアーズヴィーヴル オフハウス音更店 音更タクシー㈲
宝来西町南1-1 理容 木野大通東12-3 買取・販売 大通1-2 タクシー

旅館・ホテル ブックオフ音更店 （個人）堀谷タクシー
木野大通東12-3 買取・販売 柳町仲区21-3 タクシー

十勝川温泉富士ホテル ハードオフ音更店 北海道拓殖バス㈱
十勝川温泉南14-1 旅館・ホテル 木野大通東12-3 買取・販売 然別北5線西37 旅客運送

十勝川国際ホテル筒井 ガラス工房hu3m-peフンべ ※順不同　 取扱店の最新情報は商工会のホーム
ページでご確認下さい。字長流枝1 旅館・ホテル 万年西1-60 ガラス工房

飲　食 そば盛 和食処　あぶらびれ
大通9-3 そば 大通4-2 和食

海鮮　蔵 中華バイキング桃花 車・燃料関係木野大通西7-1 居酒屋 木野大通西19-5
音更道の駅2Ｆ 中華

鳥せい音更木野店 とんかつの店 かつげん ㈲氏自動車工業
木野大通西9-1 居酒屋 宝来仲町南2-3 とんかつ 大通2-2 自動車整備・販売

つぼ八音更店 ラ・ステラポラーレ 北勝自動車㈱
木野大通西11-1 居酒屋 木野大通西14-1 イタリアン 木野大通東19-1 自動車整備・販売

とりせい パスタ＆カフェふぅ 木野自動車共販㈱
大通4-2 居酒屋 木野大通東4-2 パスタ 木野大通東4-1 自動車整備・販売

酒宴厨房　はく 十勝ぶただん ㈲ゴトウ自動車
北鈴蘭南2-1 居酒屋 大通6-3 豚丼 新通2-1 自動車整備

炭焼居酒屋山の猿音更店 焼肉ハウス大 ㈲加納自動車
木野大通東16 居酒屋 木野西通9-6 焼肉 木野大通東17-1 自動車整備

Cafe Jorro 焼肉だいじゅ園 木野大通東店 ㈲まきのボデー
木野新町1-11 カフェ 木野大通東11-2 焼肉 木野大通東12-4 自動車整備

シェルプール2F ビスカフェ 焼肉バイキング  ウエスタン木野店 ピットオフ音更店
中鈴蘭北6-5 カフェ 木野西通12-9 焼肉 木野大通西13-1 自動車整備

えどや 平和園（士幌店） ㈲エフライン
新通北1-2 食堂 字豊田西2線7-2 焼肉 宝来西町南2-2 自動車整備

回転ずし 羽衣亭音更店 らぁめん創房 藤 第一自動車整備工場
木野大通西8-1 寿司 木野大通東10-4 ラーメン 新通1-11 自動車整備

清寿司木野店 ㈲めん吉 ㈲ヒオキボディ
木野大通東4-1 寿司 木野大通東17-1 ラーメン 木野大通東14-4 自動車板金塗装

誠寿司 ラーメンハウス三平 トータルカーオフィス　ブレイク
大通10-7 寿司 木野大通東8-1 ラーメン 字音更西3-8 自動車販売・板金

まつりや音更店 麺や ぼうず WING
木野大通西11-1 寿司 大通12-11 ラーメン 木野大通東12-4 自動車販売

蕎麦　二天 麺や ぼうず新通店 清野商店
木野西通13-1 そば 新通20-1 ラーメン 大通8-5 燃料

商品券購入方法

音更郵便局・音更大通郵便局・音更緑陽台郵便局・木野郵便局
駒場郵便局・鈴蘭郵便局・十勝川温泉郵便局対象郵便局

町内７郵便局の窓口で、購入引換券、本人確認書類（運転免許証、保険証など）を示して
購入してください。

令和元年10月１日から
令和２年２月28日購 入 期 間 ９：00〜17：00営 業 時 間

音更町プレミアム付商品券
OTOFUKE PREMIUM GIFTCARD

音 更 町

令和元年10月1日から令和2年3月15日まで
有効
期限

000000№

問い合わせ先：音更町商工会　TEL：42-2246／FAX：42-2254　http://www.otofuke.jp

取扱店
一覧
取扱店
一覧

音更町プレミアム付商品券



西谷商店 ファーマーズ セブンイレブン音更ひびき野店
大通3-3 ガソリンスタンド すずらん台南町1-6 家具・雑貨 ひびき野西町1-1 コンビニ

㈲笹本燃料店 ハラデンキOK店 セブンイレブン音更木野大通西店
大通3-3 ガソリンスタンド 木野大通西17-1 家電 木野大通西12-1 コンビニ

㈱ハピオ第一給油所 でんきはうすナカムラ セブンイレブン音更木野大通東店
木野大通東5-3 ガソリンスタンド 大通8-5 家電 木野大通東17-2 コンビニ

㈱ハピオ第二給油所（セルフを除く） 山下電器商会 セブンイレブン音更新通1丁目店
木野大通東15-2 ガソリンスタンド 南鈴蘭北2-1 家電 新通1-7 コンビニ

㈱オカモトセルフ音更木野 ホンダサービス髙橋 セブンイレブン音更新通店
木野大通西9-1 ガソリンスタンド 共栄台西12-9 小型機販売 新通12-2 コンビニ

㈱オカモトセルフ音更OK 東京靴流通センター音更店 ㈱山本忠信商店
木野大通西16-1 ガソリンスタンド 木野大通西14-1 靴 木野西通7-3 雑穀

栗林石油㈱帯広支店 DrDriveアーバンきの店 ASBee fam マリエッタ音更店
木野大通東9 ガソリンスタンド 木野大通西16 靴 木野大通西17

ダイイチOK店内 手芸品

音更トラクター工業㈱ 靴・バックのマツウラ音更店 事務機のささき
字音更西1-44 農業施設施行 木野大通東16

ぴあざフクハラ音更店内 靴・鞄 緑陽台南区23-46 事務機

建　設 セイコーマート緑陽店 ㈱ハピオ
緑陽台仲区30-3 コンビニ 木野大通西7-1 食品小売

あったかホーミング セイコーマートよしぐち ぴあざフクハラ音更店
宝来仲町南1-3 リフォーム 木野大通西14-1 コンビニ 木野大通東16-1 食品小売

㈲道東建装 セイコーマート十勝大橋店 フクハラすずらん台店
木野西通14-10 建設 木野大通西2-2 コンビニ すずらん台仲町1-1 食品小売

㈱髙橋組 セイコーマート音更宝来西町店 ㈱ダイイチ音更店
木野大通東１３-3 建設・土木 宝来西町南2-15 コンビニ 木野大通東12-3 食品小売

㈲猪子建設 セイコーマート音更店 ㈱ダイイチオーケー店
共栄台西12-7 建設 大通11-3 コンビニ 木野大通西17-1 食品小売

㈲山本工務店 セイコーマート十勝川温泉店 エーコープおとふけ店
中鈴蘭南4-3 建設 十勝川温泉南14-1 コンビニ 大通5-1 食品小売

㈲小枝産業 セイコーマート音更すずらん店 売鮮市場 どんどん 音更店
木野大通西10-1 建築・自動車販売 すずらん台仲町1-1 コンビニ 木野大通西15-2 食品小売

㈲カワサキ工業 セイコーマート音更木野東店 福 醸造発酵　渡部食品
南鈴蘭北2-4 左官・タイル 木野大通東9-4 コンビニ 大通7-3 みそ・しょうゆ・納豆

㈱大成塗装工業 ローソン音更木野大通西八丁目店 フォーラム　ＯＫ店
新通11-2 塗装 木野大通西8 コンビニ 木野大通西17

ダイイチOK店内 書籍

㈱阿部造園 ローソン音更木野大通西十八丁目店 TSUTAYA木野店
宝来北1条2-2 土木・造園 木野大通西18-1 コンビニ 木野大通西12-1 書籍・レンタル

㈱林造園土木 ローソン音更鈴蘭新通店 五十嵐新聞店
字東和西2-65 造園土木 すずらん台北町1-9 コンビニ 駒場本通2-5 新聞

小　売 セブンイレブン音更木野店 ㈲かちまい音更
木野大通東6-1 コンビニ 大通6-1 新聞

トイザらス帯広音更店 セブンイレブン音更共栄台店 北海道新聞販売所
木野大通西17
スーパーOKセンター音更内 玩具・子供用品 共栄台西13-1 コンビニ 新通12-4 新聞

ほっともっと音更店 ㈱はるやまチェーン音更店 梅木薬品
木野大通西11-2 お弁当 木野大通西11-1 紳士服 緑陽台南区24-9 医薬品販売

ファミリー寿司 まんぼう 「元気いっぱい」ワーク館 医療法人隼心会  なめき歯科医院
木野大通西7-1 寿司 木野大通西11 作業服 中鈴蘭南6-1 歯科医院

㈱アルペン音更店 金物たかしま おとふけ　塩谷治療院
木野大通西16-1 スポーツ用品 大通4 金物 新通北2-3 治療院

DCMホーマック音更店 ㈱柳月 すずらん動物病院
木野大通東12-2 ホームセンター 字下音更北9線西18-2 ケーキ・菓子 南鈴蘭北3-9 動物病院

コメリハードアンドグリーン音更店 スイーツファクトリーグリーン あおば薬局音更店
木野大通西16-1 ホームセンター 木野大通東13-4 ケーキ・菓子 木野大通東2-1 調剤薬局

花時計（ピアザフクハラ音更店内） CheeseCake一厘 向平健康堂柳町店
木野大通東16
ぴあざフクハラ音更店内 生花販売 大通5-3 ケーキ・菓子 柳町仲区21 薬局

クレイジーフィッシャー ユトリベルグ木野店 向平健康堂薬局
木野大通東7-1 釣具 木野大通東10-4 ケーキ・菓子 大通7-3 薬局

グットフィッシングおおつき ハピオガーデン ㈲長澤薬局
木野大通東4-1 釣具 木野大通西6-1 種苗・野菜 大通5-2 薬局

パソコン修理のPCどくたー ㈱香栄寝装 理美容木野大通東5-3 パソコン修理・販売 木野大通西8-1 寝具

メガネのプリンス音更店 道の駅　おとふけ 美容室 ルッコラ
木野大通東16-1 メガネ 木野大通西19-5 特産品 木野大通東2-2 美容

メガネの文明堂木野OK店 マスヤマ　ハピオ店 Fes Hair
木野大通西17
スーパーOKセンター内 メガネ 木野大通西7

ハピオ木野店内 時計・写真 柳町仲区5-4 美容

メガネのかとう マスヤマフォトショップOK店 プリミティブ　バニラ
木野大通西4-2 メガネ 木野大通西17

ダイイチＯＫ店内 時計・写真 すずらん台南町1-5 美容

ファッション市場サンキ音更店 出張訪問専門 スマイル補聴器 カットイン　司
木野大通東12-3 衣料品 宝来東町南1-13 補聴器 宝来仲町南1-2 美容

マックハウス音更店 病院・薬 美容室ふぁいん
木野大通西14-1 衣料品 駒場北1条通2-20 美容

総合衣料 おいかわ サンドラッグ ぴあざフクハラ音更店 カット＆パーマ おしゃれぼっくす
大通6-3 衣料品 木野大通東16

ぴあざフクハラ音更店内 医薬品販売 柳町仲区16-77 美容

ファッション　イフ ツルハドラック 音更店 ㈲美容室こもり
木野大通西17
ダイイチＯＫ店内 衣料品 木野大通西15-2 医薬品販売 大通5-3 美容

ファッション　イフ2 ツルハドラック OK店 ハートフェルト
木野大通西17
ダイイチＯＫ店内 衣料品 木野大通西17-1 医薬品販売 南鈴蘭南5-2 美容

ファッション　ナウ ツルハドラック 木野店 美容室ラピス
木野大通東16
ぴあざフクハラ音更店内 衣料品 木野大通西7-1 医薬品販売 南鈴蘭北2-3 美容

ブティック　シェルプール ツルハドラック すずらん台店 おしゃれサロン麗
中鈴蘭北6-5 衣料品 すずらん台仲町1-1 医薬品販売 雄飛が丘南区4-9 美容

総合衣料の江と屋 サツドラ 音更宝来店 カットハウス ＫＡＮＮＯ
大通5-3 衣料品 ひびき野仲町1-9 医薬品販売 大通１-5 美容

Ｐassen＆SWEAT音更店 サツドラ 音更店 理容オノヅカ
木野大通東14-1 衣料・生活雑貨 木野大通西11-2 医薬品販売 木野大通西4-1 理容


