
■「はっぴ～べいび～ちけっと」は、新温泉町内の下記の取扱店でご利用できます。

■この券の有効期限は６ヵ月です。有効期限を過ぎると無効になります。

■この券では、切手・収入印紙・タバコ等一部購入できないものがあります。 199店舗

(五十音順) (令和4年7月22日現在)

浜　坂　地　区

アイガモの谷口 学習塾 MoCT＜モクト＞ しもがい時計店 タナカサイコ美容室 ビストロ・２５ みさきや

　☎82-4660 　☎080-6104-1865 　☎82-1717 　☎82-4561 　☎82-1210 　☎82-1089

あかね荘 かにの宿 網元 下田精肉店 月見堂 ㈲富士建設 道の駅 山陰海岸ジオパーク 浜坂の郷

　☎82-3693 　☎82-0733 　☎82-1015 　☎82-1427 　☎82-2307 　☎80ｰ9010

㈲旭モータース カフェレストラン YELL ㈲下田鮮魚店 TREE CONNECTION KITAMURA フミヤ みや美容室

　☎82-1351 　☎82-3584 　☎82-3768 　☎82-2512 　☎82-1280 　☎82ｰ3348

味処 浜っ子 川夏酒店 車検のコバック浜坂店 デイリーストア ステップ フレッシュバザール浜坂店 宮脇鈑金塗装

　☎82-1805 　☎82-1265 　☎82-3210 　☎82-0439 　☎83-1010 　☎82-3321

芦屋荘 ㈱北村三界堂 シューズの店 ナカイ 鉄板屋 まよちゃん家 フレッシュフード うらき moto-GUY(S)

　☎82-5341 　☎82-4311 　☎82-1340 　☎83-2600 　☎82-1559 　☎80-2132

荒岩 喫茶 なかむら 旬菜まんぷく市場 ナカケー白川店 ㈱フローテック ㈱森昌食品

　☎82-1420 　☎82-1998 　☎80-2220 　☎82-2500 　☎82-5588 　☎82-1425

イブ ギフト＆化粧品 タニタ 白星 ㈲中本電気商会 ㈱文太郎 もりた

　☎82-1257 　☎82-5050 　☎80-2903 　☎82-1305 　☎80-2830 　☎82-1151

いまきでんき キャロット 新月苑 ㈲西岡ポンプ工業 べにや ㈱森田材木店

　☎82-1626 　☎82-5445 　☎82-1620 　☎82-1350 　☎82-1262 　☎82-1824

イワタ園芸 神戸新聞 浜坂販売所 (株)菅原建設 西谷商店 ホソミ衣料店 守山石油㈱

　☎82-0133 　☎82-8222 　☎82-3296 　☎82-4003 　☎82-1312 　☎82-3153

岩田石油㈲ ゴダイドラッグ浜坂店 杉本生花店 ㈲ニシムラパワーズ 本家かまどや 浜坂店 山川商店・山川薬局

　☎82-1176 　☎83-1820 　☎82-3331 　☎83-3131 　☎82-5547 　☎82ｰ1357

上島プロパン㈱ 珈琲庵 悠々 どんぐり 寿し吉 ハクヤ 松井瓦店 山長商店

　☎82-3110 　☎82-5656 　☎82-4119 　☎82-1697 　☎82-1311 　☎82-4511

㈱魚寄 コーヒーハウス Bun Bun スナック モア 浜石 ㈲マツシタ ヨシザワ美容室

　☎82ｰ0576 　☎82-0905 　☎82-5278 　☎82-0724 　☎82-1043 　☎82-1084

宇野写真館 小りん スーパーマルワ浜坂店 浜坂温泉 魚と屋 ㈲松本電気商会・アトリエcockscomb 米寅商店

　☎82-1271 　☎090-8239-9808 　☎83-1177 　☎82-5111 　☎82-1800 　☎82-1044

宇野鮮魚店 佐藤自転車 ㈲総合サービスもりば 浜坂温泉 保養荘 ㈲マルイ水産 ㈲ラッキー美容院／美容室 青い鳥

　☎82-1383 　☎82-1277 　☎82-4696 　☎82-3645 　☎82-1177 　☎82-1135

大田荘 山陰プロパン㈱ 創作菓子工房 マロニエ 浜坂店 浜坂新杵 ㈱マル海渡辺水産 Ｌａ Ｆｏｒｃｈｅｔｔa

　☎82-2480 　☎82-1100 　☎82-3860 　☎82-3088 　☎82-5001 　☎80-2896

大森商店 三信商店 台湾料理 豊味園 浜坂ミシンショップ 丸毛印刷(株) ローソン新温泉七釜店

　☎82-2930 　☎82-1215 　☎82-2566 　☎82-4491 　☎82-1057 　☎83-1555

お食事処 やません 七釜荘 ㈲ダイワ自動車 浜田精肉店 満点キッチン

　☎82-3066 　☎82-2458 　☎82-4417 　☎82-1380 　☎82-5367

海鮮魚市 山米 下雅意自転車店 高山カメラ店 春来そば てっぺん 道の駅店 ㈱美方モータース

　☎82-5028 　☎82-1269 　☎82-1441 　☎80-9008 　☎82-1321

はっぴ～べいび～ちけっと取扱店



温　泉　地　区

㈲あさの café 98℃ ㈱正親オート整備 手づくりケーキの店 エル フクシマ理容所 湯村カンツリークラブ

　☎92-2080 　☎99-2626 　☎93-0505 　☎92-2686 　☎92-0209 　☎92-2009

朝野家 カフェ「cloudy」クラウディ 笑来園 照来給油所 北但西部森林組合 ㈲湯村炊飯センター

　☎92-1000 　☎93-0059 　☎92-0486 　☎92-0230 　☎92-0191 　☎92-2582

アトリエあとな 「カフェ猫時間」 鍼灸接骨院 湯の森 照来屋 ㈲松井モータース ゆむら屋 おばあかふぇ

　☎93-9343 　☎090-1488-2200 　☎85-8501 　☎92-0009 　☎92-2151 　☎85-8010

㈱荒湯観光センター café bloom ㈲清美社 D-RIDE ニシムラでんき 松岡鮮魚店 吉田製畳

　☎92-1181 　☎93-9622 　☎92-0358 　☎92-1122 　☎92-0130 　☎92-1249

居酒屋 ちどり ㈲川忠石油 全但タクシー㈱ といろ ㈱松元商店 ㈱米安商会

　☎92-1300 　☎93-0678 　☎92-1188 　☎090-5969-7546 　☎92-0016 　☎92-1235

居酒屋 ○が家－WAGAYA－ 川戸自動車工業㈱湯村店 全但バス㈱ 湯村温泉営業所 渡世石油店 丸善商店 らーめん八戒

　☎92-2266 　☎93-0101 　☎92-0137 　☎92-1031 　☎92-0283 　☎92-0301

稲垣クリーニング店 北村建築 総本家 栃泉工場 ナカケー湯村店 ㈱みさき リフレッシュパークゆむら・レストラン楓・夢千代館・
健康公園・ログハウスカナダ

　☎92-0289 　☎92-2362 　☎92-0012 　☎92-2700 　☎92-2111 　☎92-2002

井上自動車整備㈱ ㈲きたよねや そば処 春来てっぺん ナリス化粧品販売員 西坂敏江 味さとや 寿し兵 鮨の和か奈 理容オオヒツ

　☎92-1147 　☎92-0070 　☎92-2770 　☎92-0398 　☎92-1059 　☎92-0157

岩原とうふ店 公文式湯村教室 Soleil hair garden 野田屋 宮の下荘 理容室スミレ

　☎92-1239 　☎92-0144 　☎92-1054 　☎92-1161 　☎92-0389 　☎92-0223

岩本鮮魚 桑原電気 高垣自転車店 伯雲亭 銘産食品㈱ 理容マツナミ

　☎92-0198 　☎93-0056 　☎93-0651 　☎92-0116 　☎92-2111 　☎92-0169

えびすや食堂 ゴダイドラッグ湯村店 但馬牛料理 はまだ patisserie repos 森田呉服店 レストランふるさと

　☎92-0657 　☎99-2565 　☎92-2233 　☎80-1464 　☎92-0003 　☎92-1005

岡田薬局 コバヤシボディ-ショップ ㈲但馬ビーフはまだ ビエン美容室 薬師湯 ろあん湯村 黄昏ビギン

　☎92-0101 　☎92-0718 　☎92-0080 　☎92-0371 　☎92-1081 　☎93-9668

御宿 コトブキ サウンドカフェ フォーユー 但馬療術院 ビューティーサロン とまと ㈱山根工務店 Yショップ・カドミセ

　☎85-8970 　☎92-2099 　☎93-0777 　☎92-2456 　☎92-1829 　☎92-0062

お宿 さんきん 坂本写真館 タナカオートサービス 美容室たんぽぽ 湯村印刷

　☎92-0014 　☎92-0208 　☎92-2286 　☎92-2430 　☎92-1058

佳泉郷井づつや JAたじま 肉の店 本店 ㈲田中商店 のんきや 美容室ロダン 湯村温泉 魚と屋

　☎92-1111 　☎92-2538 　☎92-0134 　☎92-0120 　☎92-0155

カットハウス ひろ ジャンボ西村 中華料理 光楼 ㈲福島仏檀店 湯村温泉 とみや

発行主体/新温泉町商工会　　事業主体/新温泉町

　☎92-1332 　☎92-1024 　　☎93-0699 　☎92-0173 　☎93-9999

この券で利用できないもの
・換金性の高いもの（商品券、ビール券、図書券、切手、収入印紙、プリペードカードなど）
・土地および家屋の購入代金
・風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
・「たばこ事業法」第３６条第１項に規定するたばこの小売販売
・国や地方公共団体への支払い、町指定ゴミ袋
・金融機関への預け入れ、電子マネーへの入金（チャージ）

見 本


