
シルバーカード加盟店名簿

番号 　加盟店名 　業　種 　所在地 電話番号

1 ㈱黒田金物 金物店 高砂町藍屋町１６４４－１ ４４２－１５０１

2 ㈱小林商店 米穀店 　　 　〃　　　　１６６３ ４４２－２４１３

3 ヘアーサロンヒグチ 理容   　   〃　　　　１６８４－３ ４４２－１４１５

4 プラスチックデザイン　作務 プラスチック加工・看板      　〃　　　　１７３５－２ ４４３－６４１０

5 理容プリンス 理容 高砂町朝日町３－１－１０ ４４２－１７６８

6 高砂市文化会館 公共施設 　　　 〃　　　　１－２－１ ４４２－４８３１

7 カフェ　ごはん　のーちゃん 飲食 　　 　〃　　　　１－２－１ ４４２－５５５３

8 小森電機産業㈱ 電気店 　　　 〃　　　　１－９－１４ ４４３－３３３３

9 Ｔｈｅ　ｊａｒｄｉｎ（テジャルダン） 喫茶店 　　 　〃　　　　１－９－１０ ４４２－８８４１

10 軽食・喫茶　あとりえココ 軽食・喫茶店 　　　 〃　　　　３－１９２ ４４３－１６１７

11 インドネパール料理　ちょうたり インドネパール料理店 　　　 〃　 　 　３－１９２－７ ４４３－２１５０

12 ㈱天繁 料理店 　　　 〃　　　　２－１－１４ ４４２－０３９１

13 ナガエ運動具店 運動具店 　　　 〃　　　　３－１－９ ４４２－３４２３

14 明日香　高砂店 喫茶
軽食店 　　　 〃　　　　２－６－１１ ４４２－８０８０

15 Hair Studio CHICKEN HEART 美容 　　　 〃　　　　２－４－３ ４３９－２７９８

16 まどいせん カフェ・雑貨 高砂町魚町５４５ ０９０－５６５４－２９８７

17 手芸店　キヨ 手芸店 高砂町鍵町１９１５ ４４２－４０７５

18 高砂食品㈱ パン店 　 　 〃  　  １９１３ ４４２－００４５

19 アキ　美容室 美容 　　  〃　　　５８８－６ ４４３－６２１３

20 ㈲三井印判仏具店 印判・仏具店 高砂町鍛冶屋町１４０３－１ ４４２－０１９４

21 ㈱アガヤ 婦人服店 　　 〃　　　　　 　１４１３ ４４２－１８１４

22 ハヤシヤ 衣料品店 　　 〃　　　　　 　１３９５ ４４２－３５２５

23 ブラッスリーポールロジェ 飲食店 　　 〃　　　　　 　１３７９ ４４２－５１２８

24 ㈱イカリヤ 婦人服・室内装飾店 　　 〃　　　　 　　１４００ ４４２－０５４３

25 田中屋模型店 模型店 　　 〃　　　 　　　１４１８ ４４２－０８１３

26 浜名湖　鰻　うな高 鰻料理店 　　 〃　　　　 　　１３９６ ４４３－６０１１

27 ＣＬＥＥＢＳ アンティーク雑貨販売 　　 〃　　　　 　　１３９６ ４９０－５７７１

28 中屋 生鮮食料品 　　 〃　　　　　 　１２４４－２ ４４２－１５５８

29 キンパ 喫茶店 高砂町北本町１１０３ ４４２－０２９５

30 ㈱下村商店本店 あなご店 　　 〃　　　　　１１７２ ４４２－０１２４

31 高橋酒店 酒店 　　 〃　　　　　１１５６ ４４２－００６１

32 柏原電機高砂店 電気店 　　 〃　　　　　１１１４－２ ４４２－１５４４

33 八田自転車商会 自転車店 　　 〃　　　　　１１２０ ４４２－０３３５

34 ㈲カトウ薬局 薬局 　　 〃　　　　　１１１９ ４４２－１６０１

35 宇治園 お茶店 　　 〃　　　　　１１１３－５ ４４３－４５８１

36 焼あなご　沼田商店 あなご店 　　 〃　　　　　１１８７ ４４２－０１４３

37 美容室　ぼうし 美容 　　 〃　　　　　１１３０－１ ４４２－３３７４
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38 ㈱ガスセンター　長谷川 ガス店 　　 〃　　　　　１１８７ ４４２－０４４６

39 ㈲シノギ 写真店 　　 〃　　　　　１１５０ ４４２－０３５９

40 キッサコ　ノンヤ 自前焙煎コーヒー 　　 〃　　　　　１１０６ ０９０－７０９０－３０８２

41 竹葉 カラオケ喫茶・軽食 高砂町栄町３１８ ４４２－０１１８

42 香和呉服店 呉服店 　　 〃　　 　３７０－９ ４４２－０５９１

43 ビューティーサロンベル 美容 　　 〃　　 　３６９ ４４３－４５２５

44 焼肉　ぶんか 焼肉店 　　 〃　　 　３６９－３ ４４２－５１１４

45 ヘアー＆メイク　ジュノー 美容  　　〃　　 　３７３－１ ４４３－８２６６

46 はきもの市場 履物店 　　 〃　　 　３７３　サンモール ０９０－４３０５－１８８９

47 きもの＆ジェリー　玉屋 きもの店 高砂町栄町３７３　サンモール ４４３－２４００

48 ゆう　鍼灸整骨院 整骨院 　　 〃　　　５７３　 西友高砂店1Ｆ ４４３－７００７

49 ファッションライフ　グッドラック ファッション 　　 〃　　　３７３　サンモール ０９０－９６４４－３７２５

50 喫茶・食事　ぴっける 喫茶・食堂 　　 〃　　　３７３　サンモール ４４２－４８５９

51 ヘアーサロン　都 理容 　　 〃　　　３７０ ４４３－０７００

52 ㈱三木屋 果物店 　 　〃　　  ３７３　サンモール ４４３－１５１３

53 ヤノスポーツ　高砂店 スポーツ店 　　 〃　　　３７３　サンモール ４４３－１５２７

54 ㈲つりた 鮮魚・仕出し店 　　 〃　　　３７３　サンモール ４４３－６６２６

55 ㈱柴田最正堂高砂サンモール店 菓子販売 　　 〃　　　３７３　サンモール ４４３－１０００

56 フルハウス 総合建設業 　　 〃　　  １９０－７ ４４２－３６３１

57 海鮮炉端 碇 いかり屋 居酒屋 　　 〃　　  ３７３－１ ４４３－５５５８

58 小西花広園 生花店 高砂町細工町１３７５ ４４２－０６９２

59 パブ＆レストラン　サン・はーばー 喫茶店 　　 〃　　　　　１３５８ ４４３－０００７

60 みつわ美容室 美容 　　 〃　　　　　１３７１－１ ４４２－０８９２

61 うず高砂
パソコン教室・ﾆｯﾄ
ｿｰｲﾝｸﾞ 　　 〃　　　　　１３７７ ４４３－３０２１

62 そば居酒屋　千尋
手打ちそば(昼)
居酒屋(夜)

　　 〃　　　　　１３４７ ４４３－３７５０

63 森酒店 酒店 高砂町清水町１４７５ ４４２－０６２５

64 高砂凍氷販売 氷店 　　 〃　　　　　１４７９－２ ４４２－１４７３

65 フジ理容所 理容 　　 〃　　　　　１４９７ ４４２－１４３６

66 ＭＩＣＡＳＡ 衣料品店 高砂町次郎助町１６２３ ４４２－００７１

67 いろは食品 食料品店 　　 〃　　　　　　 １５７８ ４４２－０１７２

68 勝美美容院 美容 　　 〃　　　　 　　５８１－１ ４４３－５７００

69 お料理あすか 料理店 　　 〃　　　　　 　１６１０ ４４３－０５６７

70 鳥敬商店 焼き鳥店 　　 〃　　　　　 　１６１５－２ ４４２－４４２６

71 本と。 本屋 　　 〃　　　　　 　１４０７ ０９０－５９６２－１３８０

72 アジアン　リラックス　はすの花 リラクゼーション 高砂町船頭町１３２６ ４４３－５６６５

73 料理店　かき幸 料理店 高砂町田町４６７ ４４２－０８３０

74 slow café ｛ｔoco-toco｝
スロー　　カフェー　｛　トコ　　－　　トコ　｝

飲食店 　　 〃　　　　４７７ ４４９－３５６５

75 伊奈畳店 畳店 高砂町高瀬町１５４９ ４４２－０９２０

76 お好み焼き　たんぽぽ 飲食店 　　 〃　　　　  １５５１ ４４３－０７３３

77 河野石材店 石材店 高砂町西宮町４０９ ４４３－１３１０

78 八木商店 食料品店 　　 〃 　　　　３９６ ４４２－０５７３



79 河野呉服店 呉服店 高砂町農人町１８８７ ４４２－０７９１

80 橋本洋品雑貨店 洋品雑貨店 　　  〃 　　　  １８５５ ４４２－０１３４

81 平沙酒店 酒店 　　　〃　　　 　１８５２ ４４２－０２２６

82 中島美術工芸 額縁店 　　　〃　　　　 １７９９ ４４２－２５９４

83 インテリア亀装 インテリア 　　　〃　　　　 １７９４ ４４３－３６１８

84 高砂フラワーセンター 生花店 　　　〃　　　　 １７９９－１　 ４４２－１５３４

85 フリセア　イシハラ 理容 　　　〃　　　 　１８１２－２ ４４２－４２３１

86 理容　カマタニ 理容 　　　〃　　 　　１８９５－１ ４４２－８２１７

87 神頭新聞店 新聞店 　　　〃　　 　　１８４８－１ ４４２－０８３６

88 釜谷酒店 酒店 　　　〃　　　 　１８６３ ４４２－１２５７

89 ベル・ジュバンスサロンぶうるじょん サロン 高砂町浜田町２－６－９ ４４２－７８０９

90 光洋舎 クリーニング店 　　　〃　　 　　２－１５－２３ ４４２－１０３５

91 ＳＡＫＡＴＡ クリーニング店 　　　〃　　　　 ２－１８－１４ ４４２－１０９３

92 大津米穀店 米穀店 　　　〃　　 　　２－１８－９ ４４２－２６５６

93 キャピタル 喫茶店 高砂町浜田町２－４－１３ ４４２－３６３６

94 魚亭やつか 料理店 　　　〃　　 　　２－９－２０ ４４２－０４７８

95 ヘヤー＆ビューティーＮＯＮ 美容 　　　〃　　　 　２－１５－１９ ４４２－５９７７

96 リサイクル　くろーぜっと リサイクル 　　　〃　　　 　２－１２－１６ ０９０－３８６４－４９７８

97 お好み焼　木曽路 お好み焼店 　　  〃　　 　　２－１－１ ４４２－２１９７

98 ヘヤーサロン　マイルド 理容 　  　〃　 　  　２－１８－１８ ４４３－３３３８

99 ヘヤーサロン　ノン 理容 　　  〃　　  　 ２－１９－２ ４４２－５９７７

100 高砂駅前観光案内所　ちちり お土産販売　鞄ほか 　　　〃　　　 　２－２－６ ４４３-７２７７

101 欧風カレー　小夢　チャイム カレー専門店 　　　〃　　　 　２－２－２ ４４２－５３７３

102 ㈱ガラスワンダー
板ガラス、
アルミサッシ販売施

　　　〃　　　 　１－６－１ ４４１－８１３４

103 たなか接骨院 接骨院
　　　〃　　　 　１－１1－５
兵庫ビル１Ｆ

４５１－５３２０

104 坂井ミシン商会 ミシン店 高砂町東農人町１７７５－２ ４４２－０７４５

105 ㈲酒居クリーニング クリーニング店 　　　〃　　　　　　１７５１－１ ４４２－１０３３

106 結納品　翁堂 結納店 高砂町東宮町１８６ ４４２－４６７４

107 たなか美容室 美容 　　　〃　　　 　１２２－２ ４４２－７０６０

108 タナカ理容所 理容 　　　〃　　　　 １２２－２ ４４２－７０６０

109 松川酒店 酒店 高砂町南渡海町９８５ ４４２－０２４６

110 カットハウス　ミスターハマ 理容 高砂町南浜町７０ ４４３－１１３８

111 ㈱インテリア かめもと インテリア 高砂町南本町９０４ ４４２－０２９１

112 文房　みく 文房具店 高砂町横町１０４３ ４４２－０８６６

113 松田米穀店 米穀店 　　　〃　　　１０８５ ４４３－６９６９

114 カットハウス　フクハラ 理容 　　　〃　　　１０６８ ４４２－３８１６

115 宴や　ネゴト 居酒屋 　　　〃　　　１０４５ ４４３－０２２２

116 鉄板居酒屋 花菖蒲 飲食  　　 〃　　　１０６６ ４５５－８８７８

117 尾高美容院 美容 西畑　１－１－４７ ４４３－６５２７



118 アサヒクリーニング クリーニング店 　〃　３－７－２ ４４３－０２０１

119 カットスペース　髪美人 美容 　〃　 ２－３－２８ ４４３－３７８２

120 ヘアーサロン　オレンジ 美容 　〃　 ２－３－１３ ４４３－９１５０

121 そらまめ 飲食店 高砂町鍛冶屋町１４１６－１ ４４３－１７３５

122 スープカフェすうぷ 飲食店 高砂町細工町１３５１YMｺｰﾎﾟ101 ０８０－４６４９－００７０

123 チケットクラブ高砂駅前店 チケット商 高砂町浜田町２－１－１ ４４２－７６７７

124 松下建築設計事務所 建築設計 　　　　〃　　　 2-14-35 ４４２－４５６６

125 株式会社　御影
ミカゲ

屋
ヤ

卸売 高砂町今津町510 440-9031

126 ポチ屋　ｃａｆａ
ポチヤ　　　　　　　カフエ

カフェ 高砂町狩網町789-1 ０９０－６６６４－０５００

127 インヤン・フラワー・カフェ 飲食店 高砂町清水町1506 ４５１－６００８

128 工房
コウボウ

　犬
イヌ

もん 羊毛・フエルト 高砂町北本町1106-2

129 しがらきや 陶器販売業 高砂町鍛冶屋町1406 ４４７－３３００


