
栄町 地区 オカダサイクル ㈱松本商店 ★ らーめん屋　階杉

Aeeeen's（アイーンズ） おこのみ村 美容室　ミ・ド・リ ★ リトルマーメイド

あみなが理容院 小料理　かず ㈲向井石油 ★ STYLE　大竹店

イエローハット大竹店 かっぱ メナードフェイシャルサロン　ゆうみ ★ ペリカン　大竹店

日本料理　魚池 花もん ローソン　フタバ図書大竹店 ★ ナマステ　タージマハル

うさ木゛ きらら 本町 地区 ★ バッケン　モーツアルト　大竹店

卯月 久味屋 Akari　ヘアーデザイン ★ ㈲チャンス　カットワンゆめタウン大竹店

介護タクシー　エール すたんど　くるみ ange Design（アンジュ　デザイン） ★ ヘアカラー専門店ビーマイルゆめタウン大竹店

㈲大竹タクシー スナック　クローバー 池田花心園 栗谷 地区

桶本家具店 ㈲河内商店 (一社)H&Cおおたけ（旧エスポワールおおたけ） (合)大竹特産ゆめ倶楽部

garnet hair room コペイカ　大竹駅前店 おおの美容室　本店 プレイパーク蛇喰

カワモト薬局 ㈲栄薬局 小田輪業商会 マロンの里交流館　レストランみくら

本格焼肉　韓韓 サロンド・サカエ 久保田印刷所 麦ばたけ

木村商店 サン・フローマン クリーニング大野屋　本町店 ヨガ教室　チャンドラ

共和ガス㈱ ㈱山陽テレビ商会 Coco+cut（ココット） 玖波・黒川 地区

㈲ゲイナン サンワ電器 三愛 ㈱アミスイ

コウチテニスショップ ジュノン美容室 塩田呉服店 ㈲うお助

お好み焼　こっちおいで スタンド　すず ㈱タケスポ 日本料理　うさ季

こりとりくん スムーズ デイリーヤマザキ　広島大竹本町店 駅前食堂

シャルム美容室 居酒屋　泰心 長光建築工房 ピラティス＆整体　エッセンス

シュシュ 鉄板＆炉端焼　たいしん ㈱ぬまご エディオン玖波無線

おしゃれさろん　樹里 カラオケ　タイシン 日向仏壇店 エムズ☆SAIKI

仁天堂 おこのみ　タキ ㈲山﨑商会 おおたけ水産GoGo市（くば漁協）

Spooky climbing 竹の子の里　福祉用具プラザおおたけ 永理容院 オートクラフトハラダ

セブン-イレブン　大竹西栄店 タナカ・サイクル ROOT hair salon かがみ美容室

大正きっちん ㈱田宮事務器 お好み焼　わだ HAIR STUDIO　髪工房

焼肉　東海 お好み焼　ちこ新町店 白石 地区 かみた美容室

林鮮魚 ㈱ツーリストプラザ 小田理容院 ㈲栗本商店

平山表具店 つた家 蜂蜜のよしおか ㈲さかもと家電

ファミリーマート　大竹西栄店 スタンド　ネルソン フジナカ理容院 サロン　えいこ

ファミリーマート　大竹南栄店 ブティック　NOVA メナード化粧品　大竹中央代行店吉岡 車検の速太郎・大竹店

フォトカフェ 喫茶　バーモンド よしおか治療院 隠れ家　奨太

ヘアーサロン島田 美容室ぱす 元町・木野・防鹿 地区 セブンイレブン　大竹インター

ほっかほっか亭　大竹店 Lounge　花み 児玉理容院 dog salon Petitbonheur

美可み ふじかわ手芸店 三國酢造㈱ ㈲仁田商店

里の味　みかわ プライベート ネイル アトリエ モンクール シャディサラダ館　大竹店 晩酌家KIKU

翠モータース ヘアメイク　ブレスユー ㈲田中土木 ビューティサロン　mew

峯政建設 ポケット パナスポット　もとなが ヒロビューティサロン

家庭料理　穂 GIFT HOUSE　ますもと 元長㈱ お好み焼　藤

ミハス美容室 マルセン お好み焼　やまちゃん ヘアブランコ　くらもと美容室

安田自動車整備工場 まるや商店 小方・小方ヶ丘・御園・御園台 地区 ヘアルーム　A・YA・ME

㈲やまとタクシー スタンド　みか恵 アイ・ビューティ－・サロン メナードフェイシャルサロン　テテアンジュ

吉村ペイント（カーペイント） ㈱ムライ 便利屋　アトム 松ケ原 地区

ラーメン食堂　寅 村上時計店 池田化粧品店 手打そば かわ平

Lien Dog trimming（リアン ドッグ トリミング） メナード　フェイシャルサロン　ミリ・ミリ 割烹　宇恵喜

若本造園 メンズスギノ (合)大竹場所実行委員会

立戸 地区 サロンド・モア kind hair＆make

㈲いまだ薬局 お食事処　やまぐち おしゃれの店　さいき

エディオン中川電機 山下写真館 ㈲ギフト屋　さんくす

㈲オートプランニング 山田理容室 セブン-イレブン　大竹御園店

㈱ゲイナンハウス やまね鍼灸整骨院 ファミリーマート　大竹小方店

お好み焼き　こいさん huit∞（ユイット） Nail Salon Fleur

サロン　ハゼル スタンド　ゆり 眼鏡市場　大竹店

セブン-イレブン　大竹立戸店 スタンド　らん パリミキ　大竹店

永井建具店 リンダ・ベル 港町・晴海 地区 ＊アルク　みどり橋店

㈲中野自動車 ヘアメイク　ルージュ アート写真 ＊ウォンツ　大竹店

㈲ノエビア大竹栄 おしゃれの店　レモン アイラッシュ　ファミリア ＊ウォンツ　大竹新町店

Barbershop MATSUNAGA 和平　大竹駅前店 ㈱ウィル ＊エディオン　ゆめタウン大竹店

恵美容室 油見 地区 オロシバJapan ＊カレーハウスCoCo壱番屋　大竹南栄店

Mon tre'sor（モン トレゾー） アンフェアリー美容室 ㈱くすのせ ＊ディスカウントドラッグ　コスモス　大竹店

お好み焼　礼ちゃん ㈲大竹交通 ㈱栗本五十市商店 ＊コメリ　パワー　大竹店

阿多田 地区 Ko-en no tonari 小西お好み焼き店 ＊ジュンテンドー

海上釣り堀　大漁丸 カープ理容院 酒遊館 ＊トライアル　大竹店

海上釣り堀　海遊 菓子園　喜喜 支留比亜珈琲　広島大竹店 ＊マルキュウ　元町店

新町 地区 シカゴピザ　大竹店 T-Happiness　大竹店 ＊ゆめタウン大竹

明かり そうせいき書店 ㈲なか川 ★ ＊炙り一番

act hair beauty studio TIARA パナライフ　くろだ ★ ＊お好み焼き一番

レディスファッション　あまの BARBER  TRYM HAMAYA ★ ＊サーティワン

スタンド　アンナ 二階堂商事㈲ 訪問理美容　ファミリア ★ ＊タイムタイム

イーズ美容室 のyaki マルナ水産 ★ ＊ダイソー

居酒屋　一休 ファミリーマート　大竹駅前店 ★ くにきよ園芸 ★ ＊とんかつ新宿さぼてん

居酒屋　一心 家具装飾のふくもと ★ クリーニング大野屋 ★ ＊Honeys（ハニーズ）

自家焙煎　イブリック フタバ図書　ソフトピア大竹店 ★ グリーンオアシス ★ ＊ミスタードーナッツ

otake バル gaku Petit Pas（プティパ） ★ たこやき大八 ★ ＊ラスコリナス大竹店

大竹フラワー ヘアカラー専門店ソメルカ大竹店 ★ どんどん ＊ゆめマート西栄

大竹和紙工房 中国料理　鳳凰 ★ ベルエポック

おおの美容室　駅前店 ポーラエースショップ ★ メガネの田中チェーン㈱

㈲ホンダウィング大竹

「第3回コイちゃんクーポン」取扱事業者一覧（地区別）　※R4.8.18時点
※事業者によっては、現金以外の支払いができない場合やクーポンが使えない商品等がある場合があります。

※★は、ゆめタウン大竹店内の店舗です。

赤青線の枠内の次の事業者では、全事業者用（赤色）と中小事業者用（青色）の両方のコイちゃんクーポンが使えます。

全事業者用（赤色）の
コイちゃんクーポンのみ

使用できる店舗等
 （＊特別取扱事業者）

赤線枠内の次の店舗等では、全事業者用（赤
色）のコイちゃんクーポンのみが使えます。
※中小企業者用（青色）のコイちゃんクーポ
ンは、使えません。


