
番号 　加盟店名 　業　種 　所在地

1 松下美容室 美容 荒井町扇町１４－２２

2 ヘアーサロンイワサキ 理容 　　　〃　  　１４－１８

3 三井隆盛堂印房 はんこ店 　　　〃　  　１１－１７

4 中村煙草店 たばこ店 　　　〃　 　 １３－２４

5 まんてん 居酒屋 　　　〃　 　 １３－２１

6 しのぶ食堂 食堂 　　　〃 　　 １５－９

7 シルク　景子 カラオケ喫茶
　　　〃 　 　１３－１５

（山電　荒井駅前）

8 忠助 居酒屋 　　　〃　  　１１－１８

9 あらい整骨院 整骨院 　　　〃　  　１４－１０

10 わらじ家 お食事処・居酒屋 　　　〃　  　２０－１１

11 荒井タクシー(有) 旅客運送業 　　　〃　  　１８－２０

12 (有)神鋼タクシー 旅客運送業 　　　〃　  　１８－２０

13 やきとり大吉　荒井店 やきとり 　　　〃　  　１４－４

14 洋食ばるgin串 飲食店 　　　〃　  　１３－２３

15 ココ カラオケ喫茶 　　　〃　  　１３－１５

16 和創作典 飲食店 　　　〃　  　１３－１５　２F

17 じゅうべぇ
お好み焼き・

鉄板焼き
　　　〃　  　１５－９ 二見ビル１F

18 月と太陽（リクラゼーションサロン） マッサージ店 　　  〃    　１５－１

19 ちゃーちゃん食堂 食堂 荒井町御旅１－４－５

20 さつま家ラーメン ラーメン店 　　　〃　　　１－４－５

21 大橋石油㈱ 石油店 　　　〃　　　２－１０－５

22 カットハウス　コマイ 理容 　　　〃　　　２－８－３

23 お好み焼き　いいとも お好み焼き店 荒井町紙町２６－１５

24 喫茶　メルヘン 喫茶店
　　　〃　　　３３－１

（高砂市民病院内）

25 喫茶アンラカ 喫茶店 荒井町小松原５－８－１０

26 古田商店 米穀店 　　　〃　　 　　５－８－１１

27 ギフト　シルクロード 進物品店 　　　〃　　　 　５－１－１０

28 石原園芸センター㈱ 園芸店 　　　〃　　　　 ３－１２－１１

29 BIKE＆CYCLE マルタカ 自転車店 　　　〃　　　 　３－１１－１８

30 ＣｉｅｉＨＡＩＲ 美容 　　　〃　　 　　３－３－３１

31 緑光園 造園業 　　　〃　　　 　４－７３－１

32 ヴォーグ美容室 美容 末広町１５－６　ＪＹビル

33 うお寅 寿司・仕出し店 荒井町千鳥２－１７－１９

34 高安商店 鰻店 　　　〃　　　２－１４－１７

35 さつま屋クリーニング クリーニング店 　　　〃　　　２－９－１７

36 とも 手打ちうどん・そば店 　　　〃　　　２－６－１

２．　荒井地区



37 フォワード理容 理容 　　　〃　　　２－６－２０

38 ㈱御吉兆砥石屋本舗桃渓 砥石店 　　　〃　　　２－２２－１７

39 天山閣 中華料理店 　　　〃　　　２－１８

40 益田食堂 イタリア料理 　　　〃　　　２－１４－１２

41 カラオケ喫茶＆スナック for you･･･ カラオケ喫茶店 　　　〃　　　３－７－９

42 ビネ　美容室 美容 荒井町中町２２－５

43 ミナミ 喫茶・お好み焼き店 荒井町中新町６－２５

44 ㈲ナガツマ洋菓子店 洋菓子店 荒井町蓮池３－５－５

45 じょっぴんや 喫茶店 　　　〃　　　２－１－２２

46 エミー　美容室 美容 荒井町日之出町９－５

47 喫茶　欅
ケヤキ

通
トオ

り 喫茶店 荒井町東本町２５－２２

48 一二三薬局 薬局 　　　〃　　　　 ４－５４

49 たまごのお店 籠谷 たまご販売店 　　　〃　　　 　５－２２

50 珈琲館　びーどろ屋 喫茶店 　　　〃　　　　 ５－６

51 メガネ・時計㈲砂川 メガネ・時計店 荒井町南栄町１０－９

52 ㈱安井本店 酒・たばこ店 　　　〃　　　 　１－３

53 高谷印刷所 印刷店 　　　〃　　　 　７－４

54 有限会社　オオタニ
自転車販売、修理

三和ﾛｯｸｻｰﾋﾞｽ代行
　　　〃　　　 　１０－１１

55 理容　棒谷 理容 荒井町若宮町１－１８

56 ㈲シマヤ米穀 米穀販売店 　　　〃　　　 　７－１８

57 ㈱福助堂 和菓子店 　　　〃　　 　　２－１５

58 喜両由 飲食店 　　　〃　　　 　１６３－５

59 サチ美容室 美容 　　　〃　　 　　５－６

60 旬采　きたむら 居酒屋 　　　〃　　 　　２－１１ １Ｆ

61 喫茶　魔笛 喫茶店 　　　〃　　 　  ３－１８

62 カラオケ　たいむ カラオケ喫茶店     　〃         １３－１３

63 焼鳥・今津 焼鳥店 緑丘１－８－１５

64 とり市［持ち帰り］ 焼鳥店 　〃 １－８－１５

65 緑丘薬店 薬局 　〃 ２－１２－７

66 モリス㈱緑丘店 ホームセンター 　〃 １－８－４８

67 イソノ理容室 理容 　〃 ２－１２－１５

68 福助堂 和菓子店

69 スイートガーデン 洋菓子店

70 おいしい笑顔　鳥ぷろ 焼き鳥店

71 駄菓子屋・せんべい 駄菓子・お茶

72 おやつ工房 お好み焼き・たこ焼き店

73 柴原漬物店 漬物店

74 きちん 惣菜・お弁当店

75 さかな屋しんちゃん（鮮魚） 鮮魚店･寿司･塩辛

緑丘２－１－４０

アスパ高砂店　１階

TEL４４２－５８４０



76 サーティワン アイスクリーム店

77 三ツ輪屋精肉店 肉・惣菜店

78 タマヤ 化粧品店

79 とうじ薬店 医薬品店

80 ドリームボックス 写真店

81 大貫堂印房 印章店

82 スガキヤ ラーメン店

83 さつま屋クリーニング クリーニング店

84 せらび亭 うどん店

85 マクドナルド ハンバーガー店

86 クローバー お好み焼き店

87 ミスタードーナツ ドーナツ店

88 天山閣飲茶家 中華惣菜

89 ホリーズカフェ 喫茶店

90 ハニーズ 婦人服

91 アゼット 婦人服店

92 リリー&リタ 婦人服店

93 銀座屋 婦人服店

94 アリスパームス 婦人服店

95 ブルーベリー 婦人服店

96 ノエルヤマモト カバン・サイフ店

97 ラ・パステル 生活雑貨店

98 キャン・ドウ １００円ショップ

99 未来屋書店 本・雑誌店

100 メガネのやまもと メガネ店

101 かざぐるま　アガヤ 子供服・婦人服店

102 ミヤコ 時計・宝飾店

103 ティンクル バラエティー雑貨店

104 ＰＵＲＥ　（ピュア） 美容

105 サロン・ドゥ・サオリ 婦人服

106 焼鳥　やまもと 飲食店 荒井町東本町16-14

107 牛肉商　但馬屋 精肉店 緑丘２－１－４０

緑丘２－１－４０

アスパ高砂店　１階

TEL４４２－５８４０

緑丘２－１－４０

アスパ高砂店  ２階

TEL ４９０－４４０１




