
【高砂】 アジアンリラックス　はすの花 ボディーケア・足つぼ等お身体のもみほぐし

アルカドラッグ高砂店 ドラッグストア

株式会社イカリヤ 婦人服販売

いろは食品 食肉小売・卸売

宇治園 お茶・茶道具販売

お食事処　千尋 飲食業

株式会社　柏原電機高砂店 家電販売

㈱ガスセンター長谷川 ガス器具販売、修理、リフォーム

かたやま理容店 理容業

kitchen＆café　やまも 飲食業（カフェ）

コモリでんき 家電販売　家電品販売・設置他

コルディアサロン　アガヤ 婦人服販売

㈱柴田最正堂　駅前店 和菓子製造販売

㈱柴田最正堂　本店 和菓子製造販売

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 飲食業

高砂交通㈱ タクシー業

高砂パンケーキ茶屋パンドウィッチ 飲食店（カフェ・パンドウィッチ）

田中屋模型店 模型小売

㈲つりた 鮮魚・弁当・惣菜販売

中屋 生鮮食料品小売

ブラッスリー　ポールロジェ 飲食業（創作料理店・レストラン）

フリセア　イシハラ　ＯＭＯ３ 理容業

まちの保健室ケアカフェ　ｔｏｂｅ 飲食・マッサージ

有限会社みやび 賃貸及びリース業

焼肉ぶんか 飲食業（焼肉）

ローソン高砂松波店 コンビニエンスストア

【荒井】 荒井タクシー㈲ タクシー業

お好み焼　ミナミ 飲食（お好み焼・にくてん）

高砂市プレミアム付商品券（高砂あきんど　  券）取扱店一覧表○得  



【荒井】 きもの・祭用品・ジュエリー　玉屋 きもの・宝石・祭用品販売

ゲオうかいや書店　荒井店 本、ＤＶＤレンタル、ゲーム・コミックレンタル、ⅰPhone修理

サンケイ電機 家電販売

㈲神鋼タクシー タクシー業

セブンイレブン高砂荒井駅前店 コンビニエンスストア

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 中華料理店

株式会社トーホーストア　高砂店 食品スーパー

バイク＆サイクル　マルタカ 自転車・バイク　販売・修理

一二三薬局 保険調剤及び一般医薬品販売

福助堂　本店 和菓子製造販売

本家串焼　忠助 飲食業（居酒屋）

松下美容室 美容業

メガネ・宝石・時計・補聴器　砂川 メガネ・宝石・時計・補聴器小売

【アスパ高砂専門店会】 安心生活館 婦人服

おやつ工房 お好み焼き・たこ焼き

かざぐるまアガヤ 子供服・婦人服

きちん。 惣菜・弁当

キャン・ドゥ 100円ショップ

銀座屋 婦人服

クローバー お好み焼き・たこ焼き

サーティワンアイスクリーム アイスクリーム

さかな屋しんちゃん 鮮魚

さつま屋クリーニング クリーニング

サロン・ドゥ・サオリ 婦人服

柴原漬物店 漬け物

せらび亭 うどん

大貫堂印房 印章・関連商品

駄菓子屋せんべぇ 駄菓子

タマヤ 化粧品

茶店　t・u・r・f 喫茶



【アスパ高砂専門店会】 とうじ薬店 医薬品

豆心亭 豆腐・豆腐惣菜

ドリームボックス 写真・ＤＰＥ

鳥ぷろ 焼き鳥

ノエルヤマモト カバン

ハニーズ 婦人服

福助堂 和菓子

ブルーベリー 婦人服

ヘアー＆エステ　ピュア 美容室

ホリーズカフェ 喫茶

マクドナルド ハンバーガー

ミスタードーナツ ドーナツ

三ツ輪屋精肉店 精肉・惣菜

ミヤコ 時計・宝飾

未来屋書店 書籍

メガネのやまもと 眼鏡

メゾンdeMIKI 婦人服

ラ・パステル 生活雑貨

【緑丘】 イオン高砂店 総合スーパー

はるやま高砂店 紳士・婦人服販売

モリスホームセンター緑丘店 ホームセンター

洋服の青山　高砂店 紳士・婦人服販売

【中島】 亀屋化粧品店 化粧品販売

サイクルベースあさひ高砂店 自転車販売

サンドラッグ　高砂中島店 ドラッグストア

浜屋株式会社　高砂店 仏壇・仏具・墓石・ギフト販売

マックスバリュ中島店 スーパーマーケット

メガネの三城　高砂中島店 眼鏡・補聴器・その他光学商品等販売



【美保里】 かづき堂本舗 和菓子製造販売

カフェ　ステラ 飲食業（喫茶）

パティスリーウエノ 洋菓子製造販売

【百合丘】 寿司清 飲食業（寿し・仕出し）

ネイルサロン＆スクール　Ｒｊｂ（アールジェイビー） ネイルサロン・ネイルスクール

ライスショップハセガワ 米穀販売

【伊保】 朝日化粧品店 化粧品小売

アローム伊保店 パン製造販売

伊保タクシー㈲ タクシー事業

㈲伊保モータース オートバイ販売

ウエルシア　高砂梅井店 ドラッグストア

クリーニング　ブーケ　梅井店 クリーニング業

小僧寿し　伊保店 持ち帰り寿し販売

コメダ珈琲　高砂松陽店 飲食店

ザグザグ　高砂伊保店 ドラッグストア

ＪＡ兵庫南　ふぁ～みんSHOP高砂 農産物直売所

ＤＣＭダイキ　高砂店 ホームセンター

ファミリーマート高砂伊保店 コンビニエンスストア

フジライト 灯油販売

㈱ふそう時計店 メガネ・補聴器・宝飾品・時計販売

マックスバリュ梅井店 スーパーマーケット

マルアイ　伊保店 スーパーマーケット

マルアイ　高砂店 スーパーマーケット

ミート＆デリカ　旭屋 精肉店

力丸　高砂店 飲食店　（回転寿司）

【曽根】 アルカドラッグ曽根店 ドラッグストア

カットサロン　エイヤマ 理容業

セブンイレブン高砂曽根町店 コンビニエンスストア

有限会社　武田呉服店　 呉服



【曽根】 タマヤ化粧品店 化粧品販売

㈲塚本時計店 眼鏡・宝石・時計販売

ＴＡＫＥ２ 自動車整備・販売

株式会社トーホーストア　曽根店 食品スーパー

ドラッグ　コスモス　曽根店 ドラッグストア

松本電気工事商会 電気工事

三ツ輪屋精肉店 精肉卸・小売

安田大納言 和菓子製造販売

ローソン高砂松陽店 コンビニエンスストア

ローソン高砂曽根北店 コンビニエンスストア

【松陽】 籠屋八兵衛　高砂店 飲食（焼肉）

餃子の王将　高砂店 飲食(中華料理）

キリン堂　松陽店 ドラッグストア

コープクリーニング（レック） クリーニング

小麦の森（コープ高砂内） パン販売

生活協同組合コープこうべ　コープ高砂 スーパーマーケット

セリア（コープ高砂内） 100均ストア

花松（コープ高砂内） 花屋

ファミリーマート高砂松陽１丁目店 コンビニエンスストア

MORE-HAIR 美容室

【米田】 キリン堂　高砂米田店 ドラッグストア

クリーニング　ブーケ　宝殿店 クリーニング業

クリーニング　レック　宝殿店 クリーニング

ココカラファイン　米田店 医薬品、日用品販売

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 古着販売

TSUTAYA高砂米田店 ＤＶＤレンタル・新刊書籍販売等

バッケンハウス　ミサキ パン製造販売

㈱ハローズ　ハローズ高砂店 スーパーマーケット

東村ふとん店 ふとん販売



【米田】 ビジョンメガネ　アイモール高砂店 眼鏡・補聴器等の販売

ＢＯＯＫＯＦＦ高砂米田店 古本等販売

ヘアーメイク　ａｒ　（アール） 美容業

マックスバリュ宝殿店 スーパーマーケット

マツモトキヨシ　アイモール高砂店 医薬品・化粧品・日用品・食品販売

マルアイ　米田店 スーパーマーケット

モリスホームセンター高砂米田店 ホームセンター

伝承献菓　六萬石 和菓子製造販売

和膳　松たに 飲食店（寿司・幕ノ内・会席・仕出し）

【神爪】 セブン―イレブンキヨスクJR宝殿駅改札口 コンビニエンスストア

セブン―イレブン高砂神爪店 コンビニエンスストア

㈲大西洋ツーリスト 旅行業

婦人服グレース 婦人服・学生衣料販売

Ｍｅｒｒｉｌｙ運動塾 運動スクール

【阿弥陀】 いつきや本店 飲食業（戸隠そば・和洋食）

ウェディングパレス鹿島殿 各種ご宴会・ご会合、結婚式場

香房　たかさご食彩縁 燻製加工、観光物産品の販売

讃岐うどん将　高砂店 飲食店（うどん）

セブンイレブン高砂阿弥陀町店 コンビニエンスストア

ドラッグ　コスモス　阿弥陀店 ドラッグストア

ヤマダストアー阿弥陀店 スーパーマーケット

【中筋】 春日野商店 コンビニエンスストア

【春日野】 とうじ薬店 医薬品・日用雑貨販売

播磨自動車教習所 自動車運転教習所

プチマルシェ曽根店 食品販売

【北浜】 ゴダイドラッグ大塩店 ドラッグストア

セブンイレブン高砂北浜町店 コンビニエンスストア



【北浜】 セブン－イレブン高砂西浜南店 コンビニエンスストア

株式会社田中でんき 家電販売

はま交通 タクシー事業

マルアイ　大塩店 スーパーマーケット

≪医療・介護・調剤薬局≫

【高砂】 介護老人保健施設ハーモニー園 介護老人保健施設

眼科　多木医院 眼科医院

河野クリニック 医療　無床診療所

ハーモニー訪問介護事業所 訪問介護事業所

はるか訪問看護ステーション 訪問看護事業所

横山外科胃腸科医院 外科胃腸科医院

【荒井】 ココカラファイン薬局　高砂荒井 要指導医薬品・第3類医薬品取扱い

小規模多機能ホームゆとり 小規模多機能型居宅介護事業所

高砂市民病院 医療業

ゆうき薬局 調剤薬局

ライフォート　高砂薬局 要指導医薬品・第2類医薬品取扱い

【中島】 中島デイサービスセンター常寿園 介護サービス事業

【伊保】
骨盤矯正・ダイエットサポート～美彩～
（よつ葉鍼灸整骨院） 骨盤矯正・ダイエット・美容鍼灸

庄司・畑歯科医院 歯科医院

モリミツ歯科クリニック 歯科医業

薬局ファミリーファーマシー 調剤薬局

山名クリニック 医療業

【曽根】 医療法人社団大森整形外科医院 整形外科医院

おおもりＤＡＹリハビリ 通所リハビリテーション

亀野鍼灸整骨院 整骨院

亀野接骨院 接骨・鍼灸

かめのリハビリデイサービス曽根 デイサービス

希望訪問看護ステーション 訪問介護

佐野歯科医院 歯科医院

鹿間歯科医院 歯科医業



≪医療・介護・調剤薬局≫

【米田】 医療法人社団　魚川医院 医療業

かたしま・きたうら産婦人科医院 産婦人科医院

かとうクリニック ペインクリニック・整形外科

こばやし小児科 小児科医院

祥漢堂薬局高砂店 薬局

小規模多機能ホーム心まち 小規模多機能型居宅介護事業所

タナカ治療院ミキ あんま、マッサージ

ヘルパーステーションあえる高砂 介護サービス業　

ゆうゆうケアセンター 介護サービス業

ゆうゆうの木通所リハビリテーション 介護サービス業

ゆうゆう訪問看護ステーション 介護サービス業

ゆうゆう訪問リハビリステーション 介護サービス業

ライフォート　米田北薬局 要指導医薬品・第1類医薬品取扱い

【神爪】 かめのリハビリデイサービス宝殿 デイサービス

デイサービスセンターあえる加古川北サテライト 介護サービス業　

平本医院 精神科クリニック

増田内科医院 内科医院

ライフ調剤薬局 調剤薬局

ライフ調剤薬局　駅前店 調剤薬局

【阿弥陀】 佐野栄作歯科医院 歯科医業

鍼灸あまみ堂 鍼灸院

もりわきはり灸院 鍼灸院

【北浜】 ケアハウス常寿園 介護サービス事業

地域密着型特別養護老人ホーム常寿園 介護サービス事業

特別養護老人ホーム　常寿園 介護サービス事業

常寿園ホームヘルプサービスセンター 介護サービス事業

R1.11.29 現在
←9.1以降追加店舖


