
地区別 店舗・事業所名　 業種・事業内容
高砂 アジアンリラックス　はすの花 ボディケア・足つぼ等施術

㈱イカリヤ 婦人服販売及び内装
いろは食品 食肉小売・卸売
魚亭やつか 和食・会席・寿司・仕出し
宇治園　本店 お茶・茶道具販売
N's hair 理容業
お食事処　千尋 飲食
かき幸 穴子料理・かき料理
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
活鰻　うな髙 鰻屋
カフェごはん　のーちゃん 飲食
カラオケ　ハピネス カラオケ
眼科　多木医院 眼科医院
キッサコ 　ノンヤ カフェ
キッチン＆カフェ　やまも カフェ
紅茶専門店　The jardin 喫茶・紅茶葉販売
河野クリニック 診療所
小西花広園 生花小売
コモリでんき 家電品販売・設置他
コルディアサロン　アガヤ 婦人服及びアクセサリー・小物販売
しがらきや カフェ
志野木写真館 写真一般（撮影）
㈱柴田最正堂　山電駅前店 和菓子製造販売
㈱柴田最正堂　本店 和菓子製造販売
㈱下村商店 焼あなご製造販売
スープカフェ　すうぷ 飲食店
スナック　チョッパー スナック
炭火焼鳥　ゆ鳥　高砂店 焼鳥屋
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
千美の春　宴や　ねごと 居酒屋
そらまめ 穴子料理・茶そば
高砂交通㈱ タクシー事業
一般社団法人　高砂市観光交流ビューロー 観光
高砂パンケーキ茶屋 パンドウィッチ パンドウィッチ販売・カフェ
田中屋模型店 模型小売
㈲つりた 寿司・惣菜・仕出し
ドッグスペース　ロゼッタ ペット美容
中屋 生鮮食料品小売
パブ＆レストラン　サン・はーばー パブ
ビューティ　ベル 美容業
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 理容業
文房みく 書道用品販売
HAIR&BEAUTY　NON 美容業
まちの保健室ケアカフェ　ｔｏ ｂｅ 飲食・マッサージ
まどいせん ワークショップカフェ
焼肉ぶんか 焼肉店
路地裏のカフェ　KOTI 喫茶店

荒井 ㈱あさはら 室内装飾（クロス・カーテン・カーペット・ふすま・表具）

荒井タクシー㈲ タクシー業

「がんばろう高砂プレミアム付商品券」取扱店一覧表



yellow 玉子とジェラートの販売
お好み焼・鉄板焼　じゅうべえ お好み焼・鉄板焼
家庭料理　縁 飲食店
喫茶・お好み焼　ミナミ お好み焼全般
きもの&ジュエリー　玉屋 呉服・宝石・祭用品販売
さつま屋クリーニング店　本店 クリーニング
サンケイ電機 家電販売
Ciel　UN 美容業
旬菜　きたむら 居酒屋
㈲神鋼タクシー タクシー業
すいれん堂薬局 漢方薬・医薬品・サプリメント販売
スマイルの小鳥たち サンドイッチ・弁当販売
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 釣船
播州酒家　酔っちょくれ 居酒屋
一二三薬局 医薬品・雑貨小売
福助堂　本店 和菓子製造販売
本家串焼　忠助 居酒屋
メガネ・宝石・時計・補聴器　砂川 メガネ・宝石・時計・補聴器販売
やきとり 大吉　荒井店 焼鳥
ろ庵 居酒屋

緑丘 おやつ工房 お持ち帰り専門　お好み焼き・たこ焼き
かざぐるまアガヤ 子供服・婦人服小売
さつま屋クリーニング店　アスパ店 クリーニング
サロン・ドゥ・サオリ 婦人服飾販売
柴原漬物店 漬物
第一クリーニング　イオン高砂店 クリーニング取次
TAMAYA アスパ店 化粧品小売
とうじ薬店 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
ミスタードーナツ　アスパ高砂ショップ 菓子の製造販売
モリスホームセンター緑丘店 ホームセンター
ラ・パステル　アスパ店 生活雑貨販売

中島 お好み焼・鉄板焼 ふうふう お好み焼
織食堂 創作洋食バル
亀屋化粧品店 化粧品販売
ナーシングホーム常寿園 介護サービス事業
中島デイサービスセンター常寿園 介護サービス事業
訪問看護ステーション梨の木 介護サービス事業
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 喫茶店
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 理容業

百合丘 寿司清 寿し・デリバリー
ライスショップハセガワ 米穀販売

伊保 アローム伊保店 パン製造販売
伊保タクシー㈲・㈲浜の宮タクシー タクシー事業
㈲伊保モータース オートバイ販売・整備
魚瀧商店 鮮魚小売
ＪＡ兵庫南　ふぁ～みんSHOP高砂 農産物直売所



庄司・畑歯科医院 歯科治療
前田写真館 写真撮影・DPE
ミート＆デリカ　旭屋 精肉店
メガネ・補聴器・宝飾・時計のふそう メガネ・宝飾・時計・補聴器修理販売
モリミツ歯科クリニック 歯科医療
㈲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
レストラン　マペット 洋食・フレンチ・ステーキ

曽根 うお仙 寿し・仕出し
㈲鎌田商店 乳類販売
亀野鍼灸整骨院 整骨院
亀野接骨院 整骨院
カメノリハビリディサービス 通所デイサービス
からつや　河本呉服店 衣料品・呉服販売
㈲酒商　川十 酒類販売
さつま屋クリーニング店　トーホー曽根店 クリーニング
佐野歯科医院 歯科診療
炭火焼鳥　ゆ鳥　山電曽根駅店 焼鳥屋
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　 呉服小売
タマヤ 化粧品小売
㈲塚本時計店 眼鏡・宝飾・補聴器・時計の販売、修理
デリカショップ　ばんどう 惣菜販売
パソコンのお医者さん パソコン修理
Happy　Living　イシハラ LPガス住宅設備機器設計・施工・リフォーム
松本電気工事商会 各種電気設備工事と電気機器販売・取付全般
三ツ輪屋精肉店 精肉卸・小売
安田大納言 和菓子製造販売
凛々と ランチ
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 焼肉店
餃子の王将　高砂店 中華料理レストラン
島本二輪館 自転車・オートバイ販売、修理
MORE-HAIR 美容室
㈱森新聞舗 新聞販売

米田 居酒屋　暴れん坊 居酒屋
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
喫茶　和（なごみ） 喫茶店
こばやし小児科 小児科医院
セブン-イレブン高砂米田町店 コンビニエンスストア
タナカ治療院ミキ あんま、マッサージ
ちゃくちゃくちゃく高砂店 古着販売
手打ちうどん　一休 うどん・丼
肉旨し　みきや 精肉・惣菜等販売
バッケンハウス　ミサキ パン製造販売
東村ふとん店 ふとん販売
ヘアーメイク　ａｒ　（アール） 美容室
ヘルパーステーションあえる高砂 介護サービス業・福祉用具販売　
宝殿理容所 理容業
ボン ファム レストラン
モリスホームセンター高砂米田店 ホームセンター
モリスリフォーム リフォーム施工・外構・エクステリア
㈲モリモト 材料販売・リフォーム・新築・建てかえ



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
ゆうゆう訪問リハビリステーション 訪問リハビリ
ゆうゆう訪問看護ステーション 訪問看護
六萬石 高砂店 和菓子製造販売
和膳　松たに 寿司・仕出し

神爪 カメノリハビリディサービス宝殿 通所デイサービス
串揚げの店　あき 串揚げ
セブン―イレブン高砂神爪店 コンビニエンスストア
鮮魚屋　コーエイ 鮮魚小売
㈲大西洋ツーリスト 旅行業
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・福祉用具販売　
NICO NICO CURRY 宝殿本店 カレー・から揚販売
ビューティーサロン あいり 美容室
婦人服グレース 婦人服販売
メガネのたかはし 眼鏡・補聴器の販売

阿弥陀 ウエディングパレス鹿島殿 結婚式場
魚伸 寿し・料理
ガーデンマーケット 花苗・植木の販売
隠れ居酒屋　一家言 居酒屋
香房　たかさご食彩縁 燻製、観光物産品の販売
讃岐うどん将　高砂店 うどん店
佐野栄作歯科医院 歯科診療
鍼灸あまみ堂 鍼灸院
セブン-イレブン高砂阿弥陀町店 コンビニエンスストア
戸隠そばと和食　いつきや 高砂本店 戸隠そば・和洋食
もりわきはり灸院 鍼灸治療

中筋 春日野商店 酒類・菓子・食品小売
Café＆Dining　Chasora カフェ・ダイニング

春日野 とうじ薬店 医薬品小売
播磨自動車教習所 自動車運転教習業

北浜 くろさわ お好み焼店 お好み焼
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
セブン-イレブン高砂北浜町店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン高砂西浜南店 コンビニエンスストア
田中でんき 高砂店 家電販売
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
ナカシマ苑 焼肉店
はま交通 タクシー業

R2.9.18現在


