
番号 　加盟店名 　業　種 　所在地 電話番号

1 亜羅琲珈 喫茶店 米田町古新２７５－２１ ４３２－０８０２

2 ヘアーサロン　ハル 美容 　　　〃　　　２７５－２ ４３２－４７１１

3 眉月 和食店 米田町島４１３－１ ４３１－７３８０

4 のぞえ 和食店 　　 〃　　２６５－８ ４３１－５６７６

5 ミチ美容室 美容 　　 〃　　１６－１ ４３２－９３５５

6 サンエーユニット（株）いろは 洋服店 　　 〃　　８９－６ ４３１－３５７７

7 リファイン宝殿 増改築業 　　 〃　　３１６－９ ４３４－５６７０

8 ＴＳＵＴＡＹＡ高砂米田店 本・ＣＤ・ＤＶＤ販売店 　　 〃　　２３ ４３３－１１３１

9 理容サービス　宝殿店 理容 　　 〃　　３８ ４３１－３０８３

10 松屋 うどん・そば・弁当店 　　 〃　　６４－２ ４３２－６８６５

11 ビジョンメガネアイモール高砂店 メガネ・補聴器販売 　　 〃　　３２－Ａ－４ ４３４－５７８９

12 原　犬猫動物病院 動物病院 　　 〃　　１５１－１５ ４３１－７８３４

13 東村ふとん店 ふとん店 　　 〃　　１８－２ ４３２－３６９６

14 ブリリアントガールズ 子供服販売店 　　 〃　　１８３ ４３２－４４８８

15 整体の伊達 整体・ヨガ教室 　　 〃　　１８３ ４３２－３９０４

16 ヘアスタイル・ラポ・樹 美容 　　 〃　　３６６－４ ４４０－２９１９

17 ㈲能勢工務店 建設業　リフォーム全般 　　 〃　　６０－２ ４３１－３２２２

18 福祉タクシー　ニッコリハート 福祉タクシー 　　 〃　　６８１－４７ ０９０－９８６７－２８１０

19 へあ　すぽっと　YOU 美容室 　　 〃　　１－２ ４３２－１１７７

20 モリス㈱高砂米田店 ホームセンター 　　 〃　　８３－１ ４３１－１１５５

21 英国屋クリーニング宝殿店 クリーニング 　　 〃　　５１－８ ４３１－１０８０

22 Mon cherie 飲食業（カフェ） 　　 〃　　５０４－３ ４３２－３２００

23 ぷりーず 喫茶店 米田町米田７４３－１ ４３３－４５５５

24 喫茶　いし 喫茶店 　　　〃　　　８５６－３ ４３２－３３９６

25 いづもや 衣料雑貨店 　　　〃　　　８７２－５３ ４３２－４３７７

26 ＮＰＯ法人　のじぎく高砂 パン製造販売店 　　　〃　　　４７０ ４３１－２０５９

27 銀や 日本料理店 　　　〃　　　２３７－１ ４３２－９６１６

28 フラワーショップめーぷる 生花店 　　　〃　　　２３７－１ ４３３－３２５１

29 佐野建設 建設業 　　　〃　　　３４２－３ ４３１－６６１１

30 カラオケ喫茶アンコール カラオケ喫茶店 　　　〃　　　９４２－６ ４３１－５５８１

31 カラオケ喫茶まゆ カラオケ喫茶店 　　　〃　　　２０７－１５ ４３３－０６５４

32 カラオケ喫茶ロマンチカ カラオケ喫茶店 　　　〃　　　２５１－３ ４３３－２４５５

33 ㈱ウオハシ リフォーム建築店 　　　〃　　　３１３－１ ４３４－３８００

34 ケーキ工房プリュート ケーキ店 　　　〃　　　２７９－４ ４３３－１２８２

35 ヘアーファッション夢空間 美容 　　　〃　　　４１０－２ ４３２－２１１６

36 ａｒ　アール 美容 　　　〃　　　１１３４ ４３１－３０５５

37 喰摩天狗 串かつ 　　　〃　　　８７２－５４ ４４０－２８５９

38 まるみ お好み焼き 　　　〃　　　２０７－１５ ４３１－５１４１

39 神戸屋 青果小売店 　　　〃　　　２７８－１ ４３１－５７６１

40 一弘ペットショップ ペットショップ 　　　〃　　　１４３ ４３１－０３１８

41 キッチン　れもん お弁当・おそうざい 　　　〃　　　３３２－５ ４３１－５１７６

６．　米田地区



42 菓茶みきや・肉旨し　みきや 飲食業 　　　〃　　　８７２－５２ ４３１－３８２９

43 モード美容室 美容室 　　　〃　　　８８３－４ ４３２－５５４６

44 ㈱松下石材店 石材業 　　　〃　　　７９１－１ ４３２－３５２７

45 バッケンハウス　ミサキ パン製造販売店 　　　〃　　　２３７－１ ４３３－０１７７

46 ｌuｎｃｈ　＆　ｃａｆｅ　ｎｅｎｅ
　ランチ　　　アンド　　カフェ　　　ネネ

飲食店・パン 　　　〃　　　７２２－５９ ０９０－９２８６－１８８０

47 ㈲岡本商店 米穀販売店 　　　〃　　　９３３－１８ ４３２－５０８４

48 コーヒー倶楽部チゴイネルワイゼン 喫茶店 　　　〃　　　１１０－１ ４３２－４３３６

49 居酒屋
イザカヤ

　伸
シン

居酒屋 　　　〃     ２００－１ ４３３－０６０８

50 マキ美容室 美容業 　　　〃     ２００－１ ４３１－４８３８

51 カラオケ喫茶　恭
キョウ

カラオケ喫茶店 　　  〃     ２５１－３ ４３１－３２１５

52 ふたば カラオケ喫茶店 　　　〃     １１８－５ ４４１－７７２８

53 酒処　いい友 飲食店 　　  〃     ９４２－８ ４５９－０１７６

54 Body
ボディ　

 Care
ケア

 Salon
サロン　

 PunaAloha
プナ　アロハ

ボディケアサロン 　   〃 １５１－２ プレジール201 ０７０－６５４６－５５８２

55 クリーニング　レック宝殿店 クリーニングサービス      〃      ２００－４ ４３１－１９７０

56 しん鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 　　　〃     ２４７－３ ４３２－２５３０

57 いろどり 飲食店 　　　〃     ２００－３ ４３１－８８５８

58 手打ちうどん　一休 飲食店 　　　〃     １０１１－７ ４３１－８９０３

59 ごんママのキムチ 韓国食品 　　　〃     ３９９－２ ４３２－１６７８

60 和膳　松たに 寿司･幕の内・仕出し 米田町米田新２０－1 ４３２－２３４５

61 クオリティライフはら 電気店 米田町神爪５－２３－１１ ４３１－０３８２

62 ギャラリー＆喫茶三知 陶器展示・喫茶店 　　　〃 　　 ４－１０－３ ４３１－５５４２

63 お好み焼き＆カフェ　ＣｏＣｏＹａ お好み焼き店
　　　〃 　　 １－７－１０
グレンビュー北野１０１

４３３－１６００

64 まんぷく　キッチン 惣菜・弁当店 　　　〃　　　　 １－５－２４ ４３２－３３３４

65 大西洋ツーリスト 旅行業 　　　〃   　１－１－２０ＪＲ宝殿駅
北

４３１－８８８１

66 ＨａｉｒＭａｋｅ　パワフル 美容 　　　〃     １－１６－５ ４３２－５２３５

67 カラオケ喫茶　華non カラオケ喫茶店 　　　〃   　１－１４－２１ ４３１－５５５１

68 Ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎシュシュ 美容 　　　〃　   ２－３－１ ４３１－７０２２

69 北野自転車預り所 自転車預り業 　    〃     １－７－５ ４３２－０４６７

70 イトウ薬局支店 薬の販売・調剤薬局     　〃     ２－２－１３ ４３１－２３３７

71 婦人服　グレース 婦人服販売     　〃     １－１３－６ ４３１－１２５１

72 串揚げの店　あき 飲食     　〃     １－３－７ノースビル105 ４５５－８７７７

73 キッチンＫＡＴＯ 洋食店 中島３－４３－１ ４４３－６３８７

74 民芸居酒屋　庄助 居酒屋 美保里２５－２８ ４４３－４９１６

75 手打ちうどん釜吉 うどん店 　　〃　２５－２３ ４４３－６６２０

76 ヘアーサロン　マツミ 理容 　　〃　１６－９ ４４２－４２８４

77 カラオケ喫茶ストーリー カラオケ喫茶店 　  〃　２３－１５ ４４３－５０３５

78 宮内美容室 美容   　〃　４－１６ ４４２－３９５１

79 搾りたてコーヒーハウスReposer（ルポゼ） 喫茶店 　  〃　８－７ ４５５－９０２８

80 喫茶　ステラ 喫茶店 　  〃　７－７ ０９０－３６２２－９１４０

81 垂輪 居酒屋 百合丘１－５４ ４４３－５５３４

82 清水石材 石材業 　〃　　２－１６ ４４２－２７４１

83 なかたに電気 家電販売、電気工事業 米田町塩市４３８－１ ４３２－８０８０



84 加藤乳業株式会社
各種業務用乳製品、冷
凍食品及び飲料水 　　　〃　　　３７０－２ ４３１－３４３８

85 和
ナゴミ

喫茶 　　 〃　　５２６ ０９０－８５７１-５６７６

86 ＰＡＰＡＳ
　パ　　パ　　ス

理容室 　　　〃　 　９２－２ ４３３－０９７１

87 美味しいお酒とゆみこ料理ｳﾞｧｹｰｼｮﾝ
小料理・カラオケ
（有）

米田町米田８７２－５５ ４３４－５５３４




