
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 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

3 理容プリンス 理容 高砂町朝日町3-1-10 442-1768

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

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

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

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

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

9 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

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

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

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

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

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

15 高砂食品㈱ パン店 高砂町鍵町1913 442-0045

16 アキ　美容室 美容 　　  〃　　　588-6 443-6213

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

18 ㈱アガヤ 婦人服店 　　 〃　　　　　 　1413 442-1814

19 ハヤシヤ 衣料品店 　　 〃　　　　　 　1395 442-3525

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

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

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

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

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

25 ㈲つりた 鮮魚・仕出し店 　　 〃　　　　   　1424 443-6626

26 そらまめ 飲食店 　　 〃　　　　   　1416-1 443-1735

27 しがらきや 陶器販売業 　　 〃　　　　   　1406 443-3300

28 高砂美山珈琲　しがらきや店 飲食 　　 〃　　　　   　1406 443-3300

29 季のしずく
町家カフェ、雑

貨
　　 〃　　　　   　1386 080-3800-0429

30 ㈱下村商店本店 あなご店 高砂町北本町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 美容室　ぼうし 美容 　　 〃　　　　  1130-1 442-3374

37 ㈱ガスセンター　長谷川 ガス店 　　 〃　　　　  1187 442-0446

38 ㈲シノギ 写真店 　　 〃　　　　　1150 442-0359

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

40 竹葉 カラオケ喫茶・軽食 高砂町栄町318 442-0118

41  香和呉服店  呉服店  　　  〃　　  　370-9 442-0591
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42 ビューティーサロンベル 美容 　　 〃　　 　369 443-4525

43 焼肉　ぶんか 焼肉店 　　 〃　　 　369-3 442-5114

44 ヘアーサロン　都 理容 　　 〃　　 　370 443-0700

45 フルハウス 総合建設業 　　 〃　 　  190-7 442-3631

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

47 ㈱柴田最正堂 菓子販売 高砂町南本町907-2 442-1737

48 ㈱インテリア かめもと インテリア 　　 〃　　      904 442-0291

49 小西花広園 生花店 高砂町細工町1375 442-0692

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

51 みつわ美容室 美容 　　 〃　　　　　1371-1 442-0892

52 うず高砂
パソコン教室・ﾆｯﾄ

ｿｰｲﾝｸﾞ
　　 〃　　　　　1377 443-3021

53 そば居酒屋　千尋
手打ちそば(昼)
居酒屋(夜) 　　 〃　　　　　1347 443-3750

54 スープカフェすうぷ 飲食店 　　 〃  　 　  1351YMコ-ポ101 080-4649-0070

55 高砂凍氷販売 氷店 高砂町清水町1479-2 442-1473

56 フジ理容所 理容 　　 〃　　　　　1497 442-1436

57 こうま＆なな
手作り工房(竹細工

　　　　　　　　木工
     〃          1845 442-3336

58  ＭＩＣＡＳＡ  衣料品店  高砂町次郎助町1623 442-0071

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

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

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

62 小南酒店 酒屋 　　 〃　　　　　 　1623 442-0071

63 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

64 料理店　かき幸 料理店 高砂町田町467 442-0830

65 slow café ｛ｔoco-toco｝ 飲食店 　　 〃　　　　477 449-3565

66 路地裏のカフェ　KOTI 喫茶 　　 〃　　　　465-1 080-9126-1712

67 伊奈畳店 畳店 高砂町高瀬町1549 442-0920

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

69 河野石材店 石材店 高砂町西宮町409 443-1310

70 八木商店 食料品店 　　 〃 　　　　396 442-0573

71 河野呉服店 呉服店 高砂町農人町1887 442-0791

72 平沙酒店 酒店 　　　〃　　　 　1852 442-0226

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

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

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

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

77 神頭新聞店 新聞店 　　　〃　　 　　1848-1 442-0836

78 釜谷酒店 酒店 　　　〃　　　 　1863 442-1257

79 Kitchen & Café やまも カフェ 　　　〃　　　 　1176-7 451-7366

80 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

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

82 大津米穀店 米穀店 　　　〃　　 　　2-18-9 442-2656

83 魚亭やつか 料理店 　　　〃　　 　　2-9-20 442-0478

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

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



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

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

88 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

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

90 ㈱ガラスワンダー
板ガラス、

アルミサッシ販売施

工

　　　〃　　   　1-6-1 441―8134

91 たなか接骨院 接骨院
　　　〃　　     1-11-5
　　　　　　兵庫ビル1F

451-5320

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

93 チケットクラブ高砂駅前店 チケット商 　　　〃　　　 　2-2-9 442-7677

94 高砂パンケーキ茶屋パンドウィッチ 喫茶店 　　　〃　　　 　2-1-1 442-2197

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

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

97 たなか美容室 美容 高砂町東宮町122-2 442-7060

98 タナカ理容所 理容 　　　〃　　     122-2 442-7060

99 松川酒店 酒店 高砂町南渡海町985 442-0246

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

101 文房　みく 文房具店 高砂町横町1043 442-0866

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

103 宴や　ネゴト 居酒屋 　　　〃　　　1045 443-0222

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

105 尾高美容院 美容 西畑　1-1-47 443-6527

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

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

108 株式会社　御影屋 卸売 高砂町今津町510 440-9031

109 ポチ屋　ｃａｆe カフェ 高砂町狩網町789-1 090-6664-0500

110  お好み焼き　寿々  お好み焼き  高砂町木曽町2-8 442-0834

111 工房　犬もん 羊毛・フエルト 高砂町釣船町723-2

112 雑貨屋　デラコンチャ 雑貨店・喫茶 　　 〃          1162 443-9525

113 大衆酒場　はるひ高砂店 居酒屋 高砂町栄町373-1 443-6683

114 やきとり　大吉　高砂北本町店 飲食業 高砂町北本町1130-3 440-4505


