
　「第2弾　がんばれ矢掛町！　最大25％戻ってくるキャンペーン」対象店舗（10月25日時点）

※店舗側でPayPayの運用をしていない場合があるため，キャンペーンポスターの掲示がない場合は店頭でも事前にご確認ください。

飲食

店舗等名称 所在地

Lunch box 凪 矢掛町中1434-1

食工房つお　 矢掛町江良2448-1

うどん　よし野 矢掛町江良760-1

山の上茶房Mogu Mogu　 矢掛町小田3133

小田ずし　小田天 矢掛町小田5561-1

小田天　間の宿 矢掛町小田5561-1

珈琲や　 矢掛町西川面2285-1

Bi&CarsCafe　 矢掛町西川面399-3

華＆骨董カフェ　 矢掛町浅海2851-1

ゆりてぃかふぇ　 矢掛町東三成1577-1

ゆりてぃ村 矢掛町東三成1581-2

台湾料理　四季酒家　 矢掛町東三成2362

cafe Fruit Topia　 矢掛町東三成3974-20

本陣屋　 矢掛町東川面547-1

麦わら帽子　 矢掛町東川面765-1

小田ずし　おうどん　いおり 矢掛町本堀1109-1

インドダイニングスクーン　矢掛店 矢掛町矢掛1880-1

ときとま　 矢掛町矢掛1919-1

矢掛屋INN AND SUITES　湯の華温泉　物販コーナー 矢掛町矢掛2562

お食事処 邑楽里　 矢掛町矢掛2562-1

テンペ料理 発酵亭　 矢掛町矢掛2570

満天茶屋　 矢掛町矢掛2575-6

おこのみやき大国屋　おこのみやき大国屋 矢掛町矢掛2579

あかつきの蔵　 矢掛町矢掛2584

t2Lab.　 矢掛町矢掛2584

宿場町 矢掛の 侍イタリアン　 矢掛町矢掛2636

矢掛屋INN AND SUITES　別館宿泊フロント 矢掛町矢掛2636

やかげ町家交流館　 矢掛町矢掛2645

やかげ茶屋　 矢掛町矢掛2645

矢掛屋INN AND SUITES　湯の華温泉 矢掛町矢掛3050-1

矢掛屋INN AND SUITES　cafe&bar胡 矢掛町矢掛3050-1

矢掛屋INN AND SUITES　花鳥風月 矢掛町矢掛3050-1

矢掛屋INN AND SUITES　本館フロント 矢掛町矢掛3050-1

Bar〜波〜　 矢掛町矢掛3050-1

ポン ムヴァン　 矢掛町矢掛3067-1

石挽きカカオ issai 矢掛町矢掛3074-1

ちっちゃなcafe 一匹の侍　 矢掛町矢掛3076

そば処　さぜん 矢掛町矢掛3078－8

割烹　魚藤　 矢掛町矢掛3085

待鳥　 矢掛町矢掛3089

若屋うどん　 矢掛町矢掛3179-9

YKNOTCOFFEEWORKS 矢掛町矢掛1988-8

理容・美容

店舗等名称 所在地

ヘアースペース 大西　 矢掛町小田5550-11

美容室　十糸　 矢掛町小田6601-1

FRAN BURANS　 矢掛町小田6677

ノン シャラン　 矢掛町小林189-2

HAIR'S CRAFT withワタナベ　 矢掛町小林203-4

理容室 アルファ　 矢掛町西川面387-1

N.M.　矢掛店 矢掛町東川面319-1

hair&make A.O.E　 矢掛町東川面378-1

RAGOUT　 矢掛町本堀101-10

HairFactory KY　 矢掛町矢掛1178-25

BARBERいしやま 矢掛町矢掛2624

hair & make fleur　 矢掛町矢掛2672

HAIR & MAKE Hana　 矢掛町矢掛3037-7



各種小売

店舗等名称 所在地 業種等

セブン-イレブン　矢掛東町店 矢掛町矢掛1878 コンビニ

セブン-イレブン　矢掛江良店 矢掛町江良2490-2 コンビニ

セブン-イレブン　矢掛小田店 矢掛町小田5540-2 コンビニ

ローソン　矢掛本陣店 矢掛町小林184-2 コンビニ

フードセンターたが　本店 矢掛町小林42 食品販売店

海鮮びっくり本舗　矢掛青空市きらり店 矢掛町本堀1109-1 食品販売店

海鮮びっくり本舗　 矢掛町小田6688 食品販売店

水車の里フルーツトピア　 矢掛町東三成3974-20 食品販売店

高草商店　 矢掛町矢掛1987 食品販売店

渡辺製麺所　 矢掛町矢掛1988 食品販売店

川田精肉店 矢掛町矢掛2592 食品販売店

御菓子処清邦庵　 矢掛町矢掛2625 食品販売店

福本屋サラダ館矢掛本店 矢掛町矢掛2638 食品販売店

平井米店　 矢掛町矢掛3053 食品販売店

石挽カカオissai　本店 矢掛町矢掛3074-1 食品販売店

佐藤玉雲堂　 矢掛町矢掛3084 食品販売店

古城大黒堂 矢掛町矢掛3127 食品販売店

池麺 池田製麺所　 矢掛町里山田1832 食品販売店

ガッツヤマオカ　 矢掛町小田6542-3 リサイクル・中古品

エイコー自動車有限会社　 矢掛町小林780-1 リサイクル・中古品

有限会社くろがねオートセンター　 矢掛町小林78-1 リサイクル・中古品

(有)くろがねオートセンター　 矢掛町小林78-4 リサイクル・中古品

二輪車専門店ワタナベ　 矢掛町矢掛1325-2 リサイクル・中古品

サイクルショップ　ゆくべや　中町店 矢掛町矢掛2600 リサイクル・中古品

Auto Shop ZERO　 矢掛町矢掛81-1 リサイクル・中古品

大正堂有限会社　 矢掛町小田5526-3 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

jam tun　 矢掛町浅海2564 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

akys22made　 矢掛町南山田1366-1 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

星の雫　 矢掛町矢掛1325-1 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

三宅商店　 矢掛町矢掛1920 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

和こもの　たかくさ　 矢掛町矢掛1987-1 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

お香 丸希　 矢掛町矢掛2584 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

シーズ藤原家（雑貨）　 矢掛町矢掛2588 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

men'sClub　 矢掛町矢掛2615 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

Notte Bianca　 矢掛町里山田450-2 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

花野化粧品店　 矢掛町矢掛3157 医薬品・化粧品・ドラッグストア

陶磁工房よし野　 矢掛町江良900 家電・家具・寝具・キッチン用品

星の薪工房　 矢掛町小田5145 家電・家具・寝具・キッチン用品

デンテック杉本　 矢掛町小田5667 家電・家具・寝具・キッチン用品

ミカサオーディオ　 矢掛町小林215-1 家電・家具・寝具・キッチン用品

MEUBLE POSTE　 矢掛町小林90-1 家電・家具・寝具・キッチン用品

神田ラジオ店　 矢掛町矢掛1972-2 家電・家具・寝具・キッチン用品

矢掛マルヰ株式会社　本社 矢掛町矢掛2602 家電・家具・寝具・キッチン用品

難波無線　 矢掛町矢掛3088 家電・家具・寝具・キッチン用品

石挽カカオ　イッサイ 矢掛町矢掛3074-1 健康食品

ミヤケスタジオ　 矢掛町矢掛1946-6 時計・貴金属・メガネ・カメラ

メガネの池田屋　 矢掛町矢掛2672 時計・貴金属・メガネ・カメラ

moderado music 矢掛町南山田856 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

多賀文林堂 矢掛町矢掛3049 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

ERAYA (エラヤ)　 矢掛町矢掛3098 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

佐伯文具店 矢掛町矢掛3172 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

昭和シェル矢掛SS　灯油販売所 矢掛町小林101 ガソリンスタンド

JA-SS　JASSPORT矢掛 矢掛町本堀1080-1 ガソリンスタンド

昭和シェル矢掛SS　 矢掛町矢掛111-1 ガソリンスタンド

河上石油　矢掛SS 矢掛町矢掛117-3 ガソリンスタンド

河上畳店　 矢掛町西川面339-1 その他（小売）

アロマセラピー Cyabu＊Cyabu 矢掛町矢掛 2651-1 その他（小売）

フジタマリ　 矢掛町矢掛1763 その他（小売）

Take-1　 矢掛町矢掛1973 その他（小売）

矢掛放送（株）　 矢掛町矢掛3042-1 その他（小売）

矢掛薄荷蒸留所　 矢掛町矢掛3050-1 その他（小売）



その他サービス

店舗等名称 所在地 業種等

ミヤケスタジオ 矢掛町矢掛1946-6 DPE・印刷・コピー

爪処TIAM　 矢掛町小林93-1 エステティックサロン

株式会社スーパードライチェーン　矢掛マツサカ店 矢掛町小林 198 クリーニング・各種清掃

ダイヤクリーニング　300　矢掛本店 矢掛町西川面263-6 クリーニング・各種清掃

ダイヤクリーニング　315　小田店 矢掛町小田5123-1 クリーニング・各種清掃

矢掛屋 INN AND SUITES　 矢掛町矢掛3050-1 ホテル・旅館・レジャー・浴場

(有)協永自動車　 矢掛町小田1410 リース・レンタル

道の駅 山陽道やかげ宿　 矢掛町矢掛1988-10 リース・レンタル

パソコンBini　矢掛宿場町店 矢掛町小林38-1 学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

ガッツヤマオカ 矢掛町小田6542-3 自動車整備・各種修理

小田スズキ土屋商会　 矢掛町小田6558 自動車整備・各種修理

エム コーポレーション　 矢掛町小林188-12 自動車整備・各種修理

J.J CLUB　 矢掛町東三成2396-8 自動車整備・各種修理

ケイ・オートサービス　 矢掛町内田557-1 自動車整備・各種修理

ワタナベ自動車　 矢掛町本堀1157-2 自動車整備・各種修理

山野モータース　 矢掛町矢掛114-1 自動車整備・各種修理

難波モータース　 矢掛町矢掛1860 自動車整備・各種修理

有限会社　行部屋商会 矢掛町里山田1097-1 自動車整備・各種修理

ナカハラ 矢掛町小田6498-2 住宅建設・リフォーム

エビスヤ 本店 矢掛町小林107 住宅建設・リフォーム

エビスヤ　矢掛展示場 矢掛町矢掛42-1 住宅建設・リフォーム

アースクリエイト　 矢掛町中170 住宅建設・リフォーム

倉敷塗装株式会社 矢掛町矢掛2050-1 住宅建設・リフォーム

アースクリエイト　産業 矢掛町里山田99-1 住宅建設・リフォーム

ヤマト運輸　岡山矢掛センター 矢掛町小田1355-16 宅配便

原田カイロプラクティック院 矢掛町小田5559-3 その他（サービス）

Mahoa's　Bottle　 矢掛町矢掛1328-2 その他（サービス）

倉敷塗装株式会社　 矢掛町矢掛2050-1 その他（サービス）

備中ガス株式会社　 矢掛町小田6485 その他（サービス）

備中ガス株式会社　小売 矢掛町矢掛6485 その他（サービス）

備中ガス株式会社　リフォーム 矢掛町矢掛6485 その他（サービス）

やかげ郷土美術館 矢掛町矢掛3118-1 その他（サービス）


