
地区別 店舗・事業所名 業種・事業内容

高砂 あすか 和食

アルカドラッグ高砂店 ドラッグストア

一般社団法人 高砂市観光交流ビューロー 高砂市の観光品販売

いろは食品 精肉加工、販売

宇治園 お茶、茶道具販売

宴や　ねごと 居酒屋

駅前観光案内所 ちちり 高砂市の観光品販売

お食事処　千尋 手打ちそば・一品料理

株式会社秋元石油店 石油製品販売

株式会社イカリヤ 婦人服販売

かき幸 料理・飯物の提供

カフェごはん のーちゃん カフェ・弁当販売

株式会社柏原電機高砂店 家電販売

株式会社ガスセンター長谷川 ガス機器販売・修理、台所・浴室・トイレのリフォーム

株式会社柴田最正堂 和菓子製造販売

株式会社下村商店 焼あなご加工販売

株式会社御影屋（松右衛門帆） 松右衛門帆製造販売

カラオケ　ハピネス カラオケ

kitchen & cafe やまも カフェ

魚亭やつか 飲食、テイクアウト

くしやもつや ぶっちぎり 居酒屋

紅茶専門店 The jardin（テジャルダン） 商品販売、喫茶

木陰 カフェ

小西花広園 生花・鉢物小売

コモリでんき 家電販売・設置

コルディアサロン　アガヤ 婦人服小売販売

仕出し小松 料理、旅行代理

志野木写真館 写真全般（撮影）

スープカフェ　すうぷ 日替りスープをメインとした食事の提供

セブンイレブン山陽高砂駅前店 コンビニエンスストア

セブンイレブン高砂藍屋町店 コンビニエンスストア

そらまめ あなご料理、茶そば

高砂パンケーキ茶屋　パンドウィッチ パンドウィッチの販売、カフェ営業

田中屋模型店 模型小売

鉄板居酒屋　花菖蒲 居酒屋

鶏骨らぁめん 極み鶏 ラーメン屋

nakano 酒類と家庭料理全般を提供する居酒屋

中屋 生鮮食品小売

Beautiful body by Healani(ヘアラニ) リンパマッサージ

ビューティ　ベル 美容業

ファブラボ　タカサゴ ものづくり工房

ブラッスリー　ポールロジェ 創作料理店

フリセア イシハラ OMO3 理容全般

ヘアーメイクワシントン高砂店 美容室

まちの保健室　ケアカフェ　tobe カフェ・マッサージ

まどいせん ワークショップ・古民家カフェ

「がんばろう高砂プレミアム付商品券」取扱店一覧表



魔法のパンケーキ 高砂店 カフェ

焼肉ぶんか 焼肉

(有)つりた 鮮魚、総菜、弁当販売

りら音楽教室 松波本校 音楽教室

路地裏のカフェ　KOTI 珈琲専門店

荒井 荒井タクシー有限会社 タクシー業

yellow 鶏卵・鶏卵加工・ジェラート販売

お好み焼・にくてん　ミナミ お好み焼・にくてん、喫茶

株式会社トーホーストア　高砂店 食品スーパー

割烹　銀水 割烹・仕出し

唐々鍋の店 荒井店 焼肉と鍋

きもの&ジュエリー玉屋 きもの、宝石、祭用品販売

串揚げ　きままや 串揚げ店

串焼酒場 ぢどり軒 居酒屋

串焼酒場とり基地 焼鳥店

さつま屋クリーニング クリーニング

サンケイ電機 家電販売

Ciel UN 美容

じゅうべえ お好み焼、鉄板焼

旬菜　きたむら 居酒屋

すいれん堂薬局 医薬品・漢方・健康食品販売

スマイルの小鳥たち サンドイッチとさをりの製作・調理・販売

セブンイレブン高砂御旅1丁目店 コンビニエンスストア

セブンイレブン高砂小松原店 コンビニエンスストア

中華料理天山閣 中華料理

バイク＆サイクル　マルタカ 自転車、バイク販売修理

浜栄丸 遊漁船

一二三薬局 医薬品小売

美容室サウスエンド 美容全般

福助堂本店 和菓子製造販売

ヘアーサロンサイトウ 理容室

ホルモン串焼 ダントツヤ 居酒屋

本家串焼　忠助 居酒屋

みてら鍼灸整骨院 鍼灸・整骨

メガネ・宝石・時計・補聴器　砂川 メガネ・宝石・時計・補聴器小売

やきとり大吉荒井店 やきとり

有限会社オオタニ 自転車販売・修理、錠販売・取付

緑丘 安心生活館 婦人服販売

イオン高砂店 衣料・雑貨・食料品その他の販売

おやつ工房 たこやき、お好み焼

株式会社ミヤコ イオン高砂店 時計・宝石類小売

かざぐるま アガヤ ベビー服・子供服・婦人服販売

株式会社　ノエルヤマモト　高砂店 鞄、レザー製品、キャリーケース等の販売

きちん。アスパ高砂店 総菜販売

銀座屋　高砂店 婦人服販売

クローバー お好み焼

サロン　ドゥ　サオリ アスパ高砂店 婦人服販売

柴原漬物店 漬物製造販売

第一クリーニング　イオン高砂店 クリーニング取次

タマヤ　イオン（アスパ）高砂店 化粧品販売



とうじ薬店・アスパ店 医薬品販売

福助堂アスパ店 和菓子製造販売

ブルーベリー 婦人服小売

Hope&Dreams 婦人服・服飾雑貨販売

ミスタードーナツ アスパ高砂ショップ ドーナツ販売

メガネのやまもと アスパ高砂店 眼鏡・補聴器販売

メゾンde MIKI 婦人服販売

モリス緑丘店 ホームセンター

ラ・パステルアスパ店 生活雑貨小売

中島 お好み焼　鉄板焼き　ふうふう お好み焼

亀屋化粧品店 化粧品販売

ナーシングホーム常寿園 看護小規模多機能

中島デイサービスセンター常寿園 通所介護

訪問看護ステーション梨の木 訪問看護

和風ステーキ　梅はら ステーキ店

美保里 かづき堂本舗 和菓子製造販売

カフェ ステラ モーニング・ランチ

パティスリーウエノ 洋菓子製造販売

ヘアーサロン マツミ 理容室

百合丘 寿司清 寿し・仕出し

ライスショップハセガワ 米穀販売

伊保 朝日化粧品店 化粧品・日用雑貨販売

アローム　伊保店 パン製造販売

一平 すし・かつめしの販売

伊保タクシー有限会社　伊保観光バス

高砂交通株式会社　有限会社浜の宮タクシー
タクシー、バス、ジャンボタクシー

weave Alicee(ウィ～ヴありす) さをり織り・播州織等のファッション雑貨の製造販売

魚瀧 鮮魚小売

株式会社ふそう時計店 メガネ・宝飾品・補聴器・時計・箒販売

ザクザク高砂伊保店 医薬品、化粧品等の販売

JA兵庫南 ふぁーみんSHOP高砂 農産物直売

庄司・畑歯科医院 歯科診療全般

とりみち 焼鳥・一品・酒類

ブティック･ブランチェ 婦人服販売

前田写真館 写真撮影、プリント

マルアイ伊保店 食品スーパー

マルアイ高砂店 食品スーパー

ミート＆デリカ 旭屋 精肉・惣菜小売

有限会社伊保モータース オートバイ販売整備

有限会社三喜屋 呉服販売

有限会社山本電気商会 家庭電化製品販売

よつ葉鍼灸整骨院 鍼灸・整骨院

Ｌｉｆｅ Ｓｈｏｐ たなか 日用品販売

レストラン マペット レストラン

曽根 アルカドラッグ曽根店 ドラッグストア

医療法人社団 大森整形外科医院 診療所

株式会社トーホーストア　曽根店 食品スーパー

株式会社石原商店 LPガス、住宅設備機器

からつや　河本呉服店 呉服・衣料品販売

酒商 川十 酒卸し・小売



喫茶 アンディ 喫茶・軽食

佐野歯科医院 歯科診療

セブンイレブン高砂曽根町店 コンビニエンスストア

高見園芸店 種苗販売

ディスカウントドラッグコスモス曽根店 医薬品・化粧品等の販売

デリカショップ ばんどう 惣菜製造販売

人形の名島屋 破魔弓、羽子板、雛人形、五月人形、鯉のぼりの販売

パソコンのお医者さん パソコン修理

ヘアーズ　ジーラ　ジーラ 美容業全般

宝飾　時計　メガネ　補聴器　塚本 宝飾・時計・メガネ・補聴器販売

マコト美容室 美容室

三ツ輪屋精肉店 精肉卸・小売

安田大納言 和菓子製造販売

有限会社鎌田商店 乳類販売

有限会社武田呉服店 呉服小売

凛々と カフェ

松陽 籠屋八兵衛 高砂店 焼肉店

株式会社森新聞舗 新聞その他販売

餃子の王将 高砂店 中華レストラン

島本二輪館 自転車・バイク販売修理

生活協同組合コープこうべ コープ高砂 食品スーパー

鉄板幸房　弐伍屋 お好み焼

MORE-HAIR 美容室

米田 アロマ リラク Jasmin～ジャスミン～ リラクゼーションルーム

医療法人社団　魚川医院 医療業

居酒屋 暴れん坊 居酒屋

いづもや 学校衣料販売

いろどり 居酒屋

MTサービス 電気配線、エアコン工事、アンテナ工事、水道修理、リフォーム工事

カイロサロン あき カイロ、エステ、ヘッドスパ

菓茶みきや 菓子製造販売

（株）栄商事　米田SS ガソリンスタンド

喫茶 和(なごみ) 喫茶店

Concombre イタリアン・フレンチレストラン

セブンイレブン高砂米田町店 コンビニエンスストア

ちゃくちゃくちゃく高砂店 総合リユースショップ

TSUTAYA高砂米田店 書籍販売、ＤＶＤレンタル等

手打ちうどん一休 うどん・定食・丼

肉旨し　みきや ランチ営業やお肉などのスーパー事業

バッケンハウス  ミサキ パン製造販売

ハローズ高砂店 スーパーマーケット

ビストロ ボンファム レストラン

ヘアーメイクar 美容室

ヘアーメイクワシントン西宝殿店 美容室

ヘアサロンハル 美容室

へあすぽっと You 美容一般・エステ

宝殿理容所 理容室

マツモトキヨシ アイモール高砂店 医薬品・化粧品・日用品等の販売

マルアイ米田店 食品スーパー

ミチ美容室 美容室



モリス高砂米田店 ホームセンター

モリスリフォーム リフォーム、エクステリア

有限会社モリモトPanasonicリフォームclub 新築・建替え・リフォーム、住宅設備機器販売

ゆうゆうケアセンター 訪問介護

ゆうゆうの木通所リハビリテーション 通所リハビリテーション

ゆうゆう訪問看護ステーション 訪問看護

ゆうゆう訪問リハビリステーション 訪問リハビリテーション

ライフォート米田店 ドラッグストア

和膳松たに 寿司・仕出し

神爪 おたから市場　呉美屋 呉服和物専門

kitchen21 レストラン

酒家 山葵 居酒屋

セブンイレブン高砂神爪店 コンビニエンスストア

シャディサラダ館 宝殿駅前店 贈答品等小売

鮮魚屋コーエイ 鮮魚小売

大西洋ツーリスト 旅行商品販売

ドイツ菓子 ホーゲル 菓子製造販売

NICO NICO CURRY 宝殿本店 カレー、から揚げ販売

婦人服･学生服 グレース 婦人服・学生服販売

ビューティーサロンあいり 美容室

ブックカフェ 本の香り ブックカフェ・軽食・自家焙煎珈琲

Hair&Spa Ａｉｍｅｒ 美容室

ヘアーメイクワシントン宝殿店 美容室

メガネのたかはし 眼鏡販売

阿弥陀 一家言 居酒屋

ウエディングパレス鹿島殿 結婚式場

魚伸 寿し・料理

株式会社おお城建設 リフォーム、外構、エクステリア工事

カレーハウスCoco壱番屋 高砂北インター店 飲食店

ガーデンマーケット 花苗・植木の販売

香房　たかさご食彩縁 燻製販売

ごちそう村 高砂店 レストラン、給食

セブンイレブン高砂阿弥陀町店 コンビニエンスストア

ディスカウントドラッグコスモス阿弥陀店 医薬品・化粧品等の販売

戸隠そばと和食　いつきや 戸隠そばと和食

メンズ・ビューティー ダンケ 理容室

ヤマダストアー 阿弥陀店 食品スーパー

中筋 アロマテラピートータルエステサロン エナジー エステ・リラクゼーション

おそうじ工房高砂店 ハウスクリーニング等

Cafe&Dining Chasora 飲食（カフェ）

とり里 鶏肉及び鶏肉加工品の販売

春日野 とうじ薬店・本店 医薬品販売

播磨自動車教習所 自動車運転教習業

北浜 株式会社田中でんき 家電販売

くろさわお好み焼 お好み焼

熟成純生食パン専門店　本多 食パン製造・販売

常寿園ホームヘルプサービスセンター 訪問介護

セブンイレブン高砂北浜町店 コンビニエンスストア

地域密着型特別養護老人ホーム常寿園 入所・短期入所

デイサービス つくし野 介護デイサービス



特別養護老人ホーム常寿園 入所・短期入所、通所介護

ナカシマ苑 焼肉

マルアイ大塩店 食品スーパー


