
番号 　加盟店名 　業　種 　所在地

1 カラオケ喫茶笑み カラオケ喫茶店 金ケ田町５－３３

2 お好み亭　きくらく お好み焼き店 　　〃　　 ６－２１

3 ヘアーサロン　イノウエ 理容 阿弥陀１丁目２－１６

4 ヘアステージ　ハニー 美容 　　　　〃　 　　　６－２

5 喫茶　まこちゃん 喫茶店 　　　　〃　 　　　１０－２２

6 デイリーヤマザキＪＲ曽根駅前店 コンビニエンスストア 　　　　〃　 　　　５－２３

7 山北接骨院 接骨院 　　　　〃　 　　　９－１６

8 イトウ美容室 美容 　　　　〃　 　　　８－１２

9 マリル美容室 美容 　　　　〃　 　　　１２－７

10 ブティック　ルル 婦人洋品小売 　　　　〃　 　　　７－７

11 とうふ屋　豆
まこころてい

心亭 小売 　　　　〃　 　　　９－９

12 杉田直樹税理士事務所 税理士事務所
　　　　〃　　　　 ２５２３－６

第６アーバンハウス２０２号

13 ㈱ハリマソーラ販売
オール電化

リフォーム
阿弥陀町阿弥陀６３１－９

14 カラオケ喫茶ソウルメイト カラオケ喫茶店 　　　　〃　 　　　 １０３４－２

15 寿司　ゆう 寿司店 　　　　〃　 　　　 １０３７－４

16 ボディーショップ　アメニティー 自動車整備店 　　　　〃　 　　　 １０３９－５

17 おお城建設㈱ 住宅建設改築工事 　　　　〃　 　 　　１１４３－１

18 喫茶　たから 喫茶店 　　　　〃　 　 　　１１６９－６

19 和食　樹家 和食レストラン 　　　　〃　 　　 　１２０９

20 美容室　ＨＡＩＲＲＩＡＮ 美容 　　　　〃　 　 　　１４７７－８

21 塩谷電気 電気工事店 　　　　〃　  　　　１５３５

22 カラオケスタジオ　響希 カラオケ喫茶店 　　　　〃　  　　　１５７４－３

23 洋風居酒屋いちぐらむ 洋風居酒屋 　　　　〃　 　 　　１８８８－２３

24 焼肉　しちふく 焼肉店 　　　　〃　 　 　　１８９４－４

25 バイクショップタイムマシン オートバイ整備 　　　　〃　 　 　　１８９４－６

26 からつ美容室 美容 　　　　〃　 　 　　１１８７－４

27 ふじもと美容室 美容 　　　　〃　 　 　　１４６８－１

28 ととろ カフェテラス 　　　　〃　 　　 　１３７９－４

29 R
アール　ヘアー

　　hair 美容 　　　　〃　 　　 　１２２２－２

30 いい友　阿弥陀店 お好み焼き店 　　　　〃　 　　 　９２３

31 グローバルハーツ 車販売修理 　　　　〃　 　　 　６３１

32 ファ－マーズキッチンＩＮＮＵＩＴ
イヌイット

レストラン 　　　　〃　 　　 　９９－１

33 讃岐うどん　将 飲食業 　　　　〃　 　　 　９２３－２

34 チェリーブロッサムガーデンマーケット 植物販売 　　　　〃　 　　 　６２

35 高澤サイクル 自転車店 阿弥陀町北池８－２

36 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高砂北インター店 カレー店 　　　　〃　　　 １３－２

７．　阿弥陀地区



37 カットハウスチャイハネ 美容 　　　　〃　　　 １５－８

38 ヘアサロン・シバタ 理容 　　　　〃　　　 ２４２－５

39 福永表具店 表具表装店 　　　　〃　　　 ６０－４

40 第一クリーニング北池店 クリーニング店 　　　　〃　　　 ６６－４

41 かわばた生花 生花店 　　　　〃　　　 ２４３－１

42 JA兵庫南　ふぁーみんの里高砂 高齢者施設 　　　　〃　　　 １０２

43 萬永建設(有） 総合解体業 　　　　〃　　　 ３７７－２

44 カスタムショップ　Ｂ
オートバイ

・自転車販売整備店
阿弥陀町南池２７６－２

45 魚伸 和食料理店 　　　　〃　　　 ３１７－６

46 ショップ　谷 菓子・雑貨店 　　　　〃　　　 ３５３

47 アサミプリント 印刷店 　　　　〃　　　 ３７７－１

48 あかとんぼ 麻雀店 　　　　〃　　　 １０１－１

49 あさひ屋 弁当店 　　　　〃　　　  ３７７－５

50 扶桑宝飾㈱ 貴金属・宝石店 　　　　〃　　　  ４００－６

51 本庄結納店 結納と掛軸 　　　　〃　　　  １０４－２

52 美容室マーブルショコラ 美容 　　　　〃　　　  ２８８－１５

53 ハッピー理容所 理容 阿弥陀町魚橋９９８－３

54 ごちそう村高砂店 和食料理店 　　　　〃　　　 １０４８－１

55 ドライブイン　としろ 食堂 　　　　〃　　　 １０８２－２

56 イトウ薬局本店 薬局・化粧品 　　　　〃　　　 １６８５

57 置塩ストアー 菓子・食料品店 　　　　〃　　　 １６９４

58 ㈱ののむら 菓子・食料品店 　　　　〃　　　 １７４０

59 サン美容室 美容 　　　　〃　　　 １０８０－２

60 田中米穀店 米穀販売 　　　　〃　　　 １７５０－１

61 ㈱タテワキモータースパレット店
自動車販売、

整備、修理板金
　　　　〃　　　 １０５０－２

62 現代竜山石器　石ころRi
                                           イシ　コロ　リ

石器販売         〃　　　 ６０５－２

63 いわくに電器 電気店 阿弥陀町生石２２－５

64 山本園芸店 園芸店 阿弥陀町地徳２１０－１

65 ウエディングパレス鹿島殿 結婚式場 　　　　〃　　　 ２７５－３

66 カフェ　リアン 喫茶店 　　　　〃　　　 １８９－１

67 とり里 焼鳥店 伊保町中筋２５４－１

香
コウボウ

房たかさご食彩
ショクサイ

縁
イエン

（一社）高砂市観光交流ビューロー高砂北観光案内所

69 長尾
ナガオ

　楽笑村
ラクショウムラ

　直売店
ブルーベリー、ブルーベリージャム

及び季節の野菜販売業
阿弥陀町阿弥陀380

70 隠れ居酒屋「一家言」 飲食店 阿弥陀町魚橋２０７－８９

71 ㈱トレジャー 贈答品卸売業 阿弥陀町長尾５２８

72 そわか そば屋 阿弥陀町地徳１９０-１

73 ヘアーステージ　サージュ 理容 阿弥陀町阿弥陀１２１５－４

燻製商品・観光

物産品販売ほか
阿弥陀町長尾１９９－168



74 オンリーI　コーヒー コーヒー販売 阿弥陀町魚橋７５５－１




