
プレミアム付商品券取扱店一覧（販売種別）

店舗名 取扱品目 地区

大型食料品店

マルナカ　イオンタウン店 スーパーマーケット イオンタウン内

マルナカスーパーセンター宇多津店 スーパーマーケット 新開

マルナカ　宇多津店 スーパーマーケット 津の郷

コープかがわ　うたづ店 生活協同組合 浜五番丁

鮮Ｄｏ！エブリイ宇多津店 スーパーマーケット 浜四番丁

新鮮市場きむら宇多津店 スーパーマーケット 浜五番丁

食料品店・ドラッグストア

浅野食料品店 青果・食料品・菓子 倉の前

産直市うたづ 花・鮮魚・精肉・野菜・青果・惣菜・弁当他 浜町

宮本商店 青果・酒 鍋谷

大松薬局 薬局 山下

ザグザグ ドラッグストア イオンタウン内

ドラッグコスモス宇多津店 ドラッグストア 浜六番丁

ドラッグストアモリ ドラッグストア 浜四番丁

米穀・肉・豆腐・海産物・牛乳等

阿野商店 米・素麺 浜町

魚勝 鮮魚 伊勢町

くぼさんのとうふＳＨＯＰ 豆腐、油揚げ、油揚加工品等 浜三番丁

前田精肉店 精肉・加工品 鍛治屋町

山本鮮魚店 鮮魚 北浦

酒

大熊酒店 酒類販売 鍛治屋町

羽床酒店 ギフト・酒・食料品 田町南

コンビニエンスストア

ローソン宇多津新開店 コンビニエンスストア 新開

パン・ケーキ・菓子

朱洋菓子店 ケーキ・焼き菓子 浜八番丁

元気パン工房ごぱん パン販売 長縄手

シェ・モーリー 洋菓子販売 浜四番丁

ハウントベーカーズキッチン ベーカリー
浜三番丁 ＴＳＵＴＡＹＡ
宇多津店内

もち吉　宇多津店 菓子 浜三番丁

生花・種苗販売

花はりま 生花販売 山下

山地種苗店 種苗・園芸資材・生花 伊勢町

衣料品・学生服販売・キャンプ用品

アルペンアウトドアーズ宇多津店 アウトドア用品・雑貨販売 浜五番丁

ことぶきや化粧品店 学生服・化粧品 伊勢町

さくらや宇多津店 学生服・体操服等 浜九番丁

ナガオ洋品店 学生服・学校用品・婦人服・肌着・小物 栄町

ヤマダ衣料品 学生服・中学校靴・カバン・衣料品 山下

ユニクロ宇多津店 衣料品 浜四番丁

西松屋チェーン香川宇多津店 ベビー子ども用品 浜四番丁

はるやま宇多津店 スーツ・フォーマル等メンズ・レディス衣料品 浜五番丁

つるや宇多津店 靴・関連商品
新開　スーパーセンター
宇多津内

ガソリンスタンド・燃料・水道工事

宇多津サービスステーション 燃料 浜八番丁

西本商店 ガソリンスタンド・燃料・雑貨 水主町

平野屋 プロパンガス・灯油・日用品・設備工事 浦町

家具・寝具・インテリア

ふとんのたなか 寝具販売 浜八番丁

浜田家具 家具・インテリア用品 浜二番丁

住宅関連

コアプランニング 建設工事一式 津の郷

ギフト・結婚式関連

ギフト館ふじむら宇多津店 ギフト用品 浜八番丁



プレミアム付商品券取扱店一覧（販売種別）

店舗名 取扱品目 地区

飲食店

味の時計台　宇多津店 飲食店（ラーメン） 浜二番丁

居酒屋　Dining総 飲食店 浜八番丁

居酒屋　遊歩 飲食店 浜六番丁

沖縄食堂　てぃーだかんかん 飲食店（沖縄料理）
浜六番丁　ホテルアネシス
瀬戸大橋１Ｆ

かがり火亭 飲食店（焼肉） 浜三番丁

カフェテラス茱萸（ぐみ） 飲食店 浜七番丁

カフェ・ド・ミュゼ カフェ（ランチ、ドリンク類・軽食類） 浜六番丁

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 香川宇多津店 飲食店（カレー） 浜三番丁

熊八 居酒屋 新開

珈琲蔵人　珈蔵　宇多津店 喫茶店 浜五番丁

コロ家 コロッケ（惣菜） 浜八番丁

五割食堂　宇多津店 飲食店 浜五番丁

次男坊宇多津店 飲食店 浜三番丁

ここも宇多津　浜街道店 飲食店 浜五番丁

寿美久満 料亭 新町

セルフうどん　麺太郎 飲食店（うどん） 津の郷

トートコーヒー カフェ・コーヒー豆・コーヒーギフト 浜一番丁

ノルブーチャンゴ 飲食 浜三番丁

バーディ・バーディ コーヒー・軽食 浜四番丁

びんび三昧　坂出インター店 飲食店 津の郷

まんぷく亭 飲食店（中華料理） 坂下

めりけんや　かけはし店 うどん・お土産 浜三番丁

焼肉ひらい宇多津店 飲食店 浜五番丁

遊食房屋　宇多津店 飲食店 浜六番丁

カルビ屋大福宇多津ゴールドタワー店 飲食店 浜一番丁

家電・携帯電話・電気工事

うたづでんか 家電販売 田町南

ケーズデンキ　イオンタウン宇多津店 家電製品販売 イオンタウン内

ドコモショップ宇多津店 携帯電話・タブレット・ケース・フィルム等 浜一番丁

角野電気商会 家電販売 鍛治屋町

宮本電気 電気工事 沼の池

矢野電機 家電品 浜町

和田電機 家電販売・設備工事 新開

うどん・そうめん・特産品

うたづ海ホタル 塩・菓子類・古代米・めん・酒 浜一番丁

大喜多製粉所 うどん・そうめん製造販売 津の郷

亀城庵　宇多津売店 讃岐うどん・ラーメン・日本蕎麦 浜三番丁

写真・カメラ・印刷

Ｈ＆Ｐ小野 印刷 坂下

サンセイカメラ カラープリント、カメラ 浜六番丁

四国システム印刷 印刷業 宇夫階

時計・眼鏡・自転車

土橋自転車店 自転車 鍛治屋町

藤原防犯センター 合鍵・錠前・自転車修理、販売 浜町

自動車販売・修理

栗モータース 自動車全般 田町南

田中自動車 自動車整備、修理、用品 浜三番丁

クリーニング

さかえドライ宇多津店 クリーニング 浜八番丁

さかえドライコープうたづ店 クリーニング 浜五番丁

書籍販売・ＣＤ・ＤＶＤ　レンタル

ＴＳＵＴＡＹＡ宇多津店 レンタル・本・雑貨・文房具・ＤＶＤ 浜三番丁

宮脇書店　イオンタウン宇多津店 書籍販売 イオンタウン内

宮脇書店　宇多津店 書籍販売 浜八番丁



プレミアム付商品券取扱店一覧（販売種別）

店舗名 取扱品目 地区

リサイクルショップ・バラエティ雑貨

お宝市番館　瀬戸大橋店 リサイクルショップ、ゲーム・衣類等 津の郷

ザ・ダイソー　イオンタウン宇多津店 バラエティ雑貨（１００円ショップ） イオンタウン内

ザ・ダイソー　スーパーセンター宇多津店 バラエティ雑貨（１００円ショップ）
新開　スーパーセンター
宇多津内

旅行代理店

マルナカツーリスト　宇多津営業所 旅行代理店
新開　スーパーセンター
宇多津内

映画館・入浴施設・娯楽施設

イオンシネマ宇多津 映画館 イオンタウン内

四国健康村 入浴施設（健康ランド） 浜一番丁

プレイパークゴールドタワー 観光・アミューズメント 浜一番丁

理容・美容室

エル美容室 美容室 新開

太洋美容室 美容室 栄町

ひまわり美容室 美容室 田町

美容室エデン 美容室 山下

My hair　私ノ髪 美容室 浜二番丁

hair labo Wish 美容室 浜六番丁

森本理容室 理容室 大橋

Lumos at myhair 美容室 浜五番丁

その他販売品（化粧品・革製品・イベント用品・人形）

角野商店 日用品・文具・化粧品 鍛治屋町

SELECT Leather＆Café 皮小物・雑貨・飲食 田町南

モダン・プロ　丸亀店 包装資材 浜三番丁

メガネスーパー メガネ・コンタクト・補聴器他 イオンタウン内

ＡＶＡＮ レディース服飾 イオンタウン内

ティーズステーショナリーショップ 文具 イオンタウン内

カジュアルアウトレット　ショット 服飾・雑貨 イオンタウン内

ＡＳBee　fam. 靴 イオンタウン内

Ｃ－Maison 衣料・雑貨・玩具 イオンタウン内

Hair&Make AmixUTAZU 美容室 イオンタウン内

レンタル＆フォト　アリエル＋桂 フォトスタジオ イオンタウン内

フロレスタ ドーナツ イオンタウン内

ワンラブ ペットショップ イオンタウン内

讃岐たこやきたこずイオンタウン宇多津店 たこ焼き各種　他 イオンタウン内

焼肉きんぐ 焼肉 イオンタウン内

イオンタウン宇多津（※タウン内の マルナカ、ザグザグ、ケーズデンキ、宮脇書店、ザ・ダイソー、イオンシネマは 上記業種内に入れております）


