
74 まめや本舗 菓子、銘菓、贈答品 146 エタニティココ エステサロン

1 ㈲アイパークタキノ　アイパーク滝野Ｓ.Ｓ ガソリンスタンド 75 於多福 インテリア 147 ネイルズ　ミュウミュウ ネイルサロン

2 キグナス東条給油所 ガソリンスタンド 76 岸本家具店 家具製造販売 148 東条温泉　とどろき荘 温浴施設

3 小林砿油㈱ネオスクエア　やしろＳ.Ｓ ガソリンスタンド 77 ㈲ぶんぐよしだ 文具・事務用品・事務機器 149 滝野温泉　ぽかぽ 温浴施設

4 ㈱小林石油店 ガソリンスタンド 78 丹波屋 糸、ボタン、和洋裁用品 150 河村自動車 自動車修理・販売

5 服部石油店　滝野インター給油所 ガソリンスタンド 79 谷村印舗 はんこと仏具・線香 151 ㈱カンベ自動車 自動車販売・整備

6 服部石油店　パークサイド給油所 ガソリンスタンド 80 ㈲フィッシング山本 釣具販売 152 ㈲エム・アンド・ワイオートジャパン 自動車販売

7 長浜住宅設備機器 ガソリンスタンド・油類・ＬＰ・酒類販売 81 小笠原時計店 メガネ・時計・補聴器 153 出水自動車㈱ 自動車整備

8 阿江正商店 LPガス・灯油・器具販売 82 メガネ、ジュエリーウスイ 宝石、メガネ 154 ホンダカーズ西脇　滝野店 自動車販売・ホンダディーラー

9 井乃屋 酒・米販売店 83 イトーランド　童夢想野 婦人服 155 みのり農業協同組合　東条自動車センター 自動車販売・修理整備

10 臼井食糧販売所 米穀販売 84 みさ和やしろ店 呉服店 156 ナイス・スポーツプラザ スイミングスクール・フィットネスクラブ・体育スクー
ル・ダンススクール

11 福田米穀店 食品 85 美しいきもの　山本 きもの・和装小物・着付け 157 写真の館あび フォトスタジオ

12 みのり農業協同組合　加東営農経済センター 農業資材・お米・お酒 86 東京靴流通センター 靴の販売 158 社印刷所 事務用印刷・封筒

13 みのり農業協同組合　東条営農経済センター 農業資材・お米・お酒 87 藤井洋服店 滝野中学・南小学校指定店 159 ㈱エルエルシーコンピューター 情報

14 みのり農業協同組合　ふれすこ社店 お米・お酒・野菜 88 三木徳洋品店 学校制服・体操服 160 ことふり　ブライダルサロン寿 振袖レンタル

15 宮田酒店 酒類小売・たばこ・塩他飲料水 89 写真のフジ デジタルプリント 161 ダスキン北播 賃貸サービス

16 山田酒店 酒類・タバコ小売 90 チャームハウスこまどり 化粧品販売 162 日本エース観光 旅行業

17 エディオン社店 家電販売 91 メナードフェイシャルサロン　ふわり エステ・化粧品販売 163 神姫バスツアーズ㈱　神姫観光社支店 旅行業

18 梶原電器 家電販売 92 メナードフェイシャルサロン　パープルハート エステ＆化粧品販売 164 ㈱ハロートラベル 旅行業

19 クワムラ電器 家電販売 93 フラワー森本 切り花、鉢物 165 みのり農業協同組合　旅行センター 旅行手配・ツアー案内

20 ジョーシン社店 家電販売 94 ㈱こうせつ・たなか 米穀小売業（肥料） 166 やしろ会館 旅館

21 ㈱西部 家電販売 95 みのり農業協同組合　貝原農機センター 農業機械 167 ホテルグリーンプラザ東条湖 ホテル業

22 ㈱セリウ電器 家電販売 96 みのり農業協同組合　東条吉川農機センター 農業機械 168 東条湖おもちゃ王国 レジャー施設（遊園地）

23 やしろ電化 家電販売 97 ハンズコテラ　加東店 機械工具・建築資材・金物販売 169 ㈱ぜんカントリークラブ ゴルフクラブ

24 ぱわーずトミタ・やしろ 家電販売 170 吉川ロイヤルゴルフクラブ ゴルフ場

25 ぱわーずむらかみ 家電販売 98 東条湖グランド赤坂 和食店 171 東条湖カントリー倶楽部 ゴルフ場

26 ぱわーず井上（㈱井上デンキ） 家電販売、電気・水道・下水道工事、その他設備工事 99 つくばね亭 和食店 172 滝野文化会館 興行業

27 ㈱藤井デンキ 家庭電気製品販売・工事 100 味処　豊後 和食店 173 やしろ国際学習塾　 興行業

28 ㈱藤原住設 家電・住宅設備販売 101 やしろの和がや 和食店 174 みのり祭典 葬祭業

29 ウエルシア加東　上中店 ドラッグストア 102 ダイニング　花㐂久 和食店 175 青山医院 内科・糖尿病甲状腺内科・予防接種・美容レー
ザー

30 ウエルシア加東　東条店 ドラッグストア 103 獅子銀とうじょう店 和食店 176 磯貝歯科医院 歯科医院

31 キリン堂　社店 ドラッグストア 104 お食事処　まるわ 釜めし・お食事処 177 坂本医院 医療業（診療所）

32 ジャパン　滝野店 ドラッグストア 105 和風料理店　ゆんたく 日本料理 178 田渕医院 内科・循環器内科・胃腸内科・呼吸器内科

33 ライフォート　梶原店 ドラッグストア 106 手造りうどん　鶴々 うどん・定食 179 松本小児科医院 医院

34 セブン-イレブン　中国道社ＰＡ上り店 コンビニエンスストア 107 ウィステリア 洋食店 180 中村接骨鍼灸院 接骨・はりきゅう

35 セブン-イレブン　加東上滝野店 コンビニエンスストア 108 風神ラーメン ラーメン 181 ㈲ウノ リフォーム・工務店

36 ローソン　加東厚利店 コンビニエンスストア 109 福龍苑 中国料理 182 金川電業㈱ 電気工事業

37 ファミリーマート　加東木梨店 コンビニエンスストア 110 ことぶき 中華そば 183 ㈲田尻アルミ装備 アルミサッシ・ガラス工事

38 ファミリーマート　加東貝原店 コンビニエンスストア 111 明石焼・お好み焼き　寛美 お好み焼 184 ㈱西山畳商会 畳製造・販売

39 ファミリーマート　滝野高岡店 コンビニエンスストア 112 お好み焼き　三和 お好み焼 185 ピロトレ教室　和楽美 トレーニング教室

40 ファミリーマート　加東社店 コンビニエンスストア 113 鹿鳴館 お好み焼 186 グリーン・アイビー（竹田篤子） ステンドグラス工房

41 ファミリーマート　加東上中店 コンビニエンスストア 114 いごこち屋　ごうまるさん 居酒屋

42 ファミリーマート　滝野河高店 コンビニエンスストア 115 ばんしゅう港 居酒屋 　カヤマ 化粧品

43 ファミリーマート　加東天神店 コンビニエンスストア 116 炭焼地鶏　やんべ 焼きとり 　むつや 婦人服

44 道の駅とうじょう　ファミリーマート コンビニエンスストア 117 すし官太　滝野社店 回転寿司 　ファッションハウス　キヌヤ 婦人服

45 イオン　社店 総合小売業 118 焼肉の牛太　加東店 焼肉店 　エッジライン 婦人服

46 フレッシュバザール　加東上中店 小売業・食品スーパー 119 吉野家　175号線　滝野社IC店 牛丼・定食の販売 　華かれん 呉服

47 ボンマルシェ　社店 スーパーマーケット 120 コーヒーハウス　アルハンブラ 喫茶店 　大阪屋あＵん 靴

48 マックスバリュ　社店 スーパーマーケット 121 コメダ珈琲店　滝野社インター店 喫茶店 　メガネの幸みち 眼鏡

49 マックスバリュ　東条店 スーパーマーケット 122 鹿鳴館（滝野店） 喫茶店 　メガネの三城 眼鏡

50 エーコープ滝野 食品スーパー 123 鹿鳴館（社店） 喫茶店 　ファイテンショップ 健康雑貨

51 ダイレックス　加東店 ディスカウント 124 ★十八羅かん 喫茶店 　マルクパージュ 輸入食品

52 ㈱ジュンテンドー　社店 ホームセンター 125 ＰＩＮＫ　ＨＯＵＳＥ 喫茶&レストラン 　マディー 雑貨

53 フレッシュ　にしお 食料品他販売・配達 126 ワイルドダッグ カフェ&レストラン 　スペース田中 雑貨

54 藤本食料品店　 食料品・酒類 127 Ｓａｎｄｗｉｃｈ＆Café INVIGO カフェ 　手芸の丸十 手芸・服地

55 マミーショップ天神 菓子・パン・飲料小売 128 Ｙou.Ｆorever.Ｒose ガーデンカフェ 　わんぱくたこ焼き 飲食

56 まるさんマート 食料品店 129 カントリーカフェ　風良里 手づくりランチとスイーツのカフェ 　ロッテリア ファーストフード

57 一冨士商店 たばこ・シューズ・日用品・加東市ゴミ袋 130 ベーカリーカフェ　ナポレオン パン・洋菓子 　四六時中 ファミリーレストラン

58 都倉百貨店 切手・タバコ・塩・文具・学生服・日用雑貨 　クリーニング　ルビー クリーニング

59 御菓子司　開進堂 和菓子店 131 Ｇ・Ｒｏｏｍｓ（グルームス） 理容・ヘッドスパ 　フォトライフショップ　シャイン カメラ・ＤＰＥ・スタジオ

60 菓匠　高田屋 和菓子店 132 ヘアワンイッセイ 美理容業 　おしゃれキャット 美容室

61 御菓子司　博進堂 和菓子店 133 カットアルテ　イシイ　 理容店 　ブブアブ リラクゼーション

62 播州菓匠　大長堂 和菓子店 134 ヘアーサロン　カナリヤ 理容店 　アート観光Ｂｉｏ店 旅行代理店

63 金川菓子舗 菓子小売店 135 ヘアークリエーション　ラフィーネ 理容店

64 広畑昆布店 昆布及び昆布加工品 136 マコ理容 理容店

65 ㈱藤野精肉店 精肉小売 137 ヘアーサロン　しおんしおん 美容室

66 繁本精肉店 精肉店 138 Snow white しらゆきひめ美容室　梶原店 美容室

67 お弁当ハウス　まみー 弁当製造販売 139 Snow white しらゆきひめ美容室　田町店 美容室

68 やっさんの鯛焼　尾形商店 鯛焼店 140 ビィ．シャイン 社 美容室

69 キューまる加東店 青汁販売店 141 ビィ．シャイン 滝野　 美容室

70 一社）加東市観光協会 特産品販売 142 ozone　HAIR 美容院

71 道の駅とうじょう　特産館 特産館 143 リフレッシュスペース　いやしや リラクゼーション

72 道の駅とうじょう　物産物直売所 農産物直売所 144 とどろき荘内　いやしやさん　じぃじとばぁば リラクゼーション

73 サラダ館　東条店　ニューライフさのせ 贈答品 145 リフレッシュスペース　いやしや　道の駅とうじょう リラクゼーション

◆やしろショッピングパークＢｉｏ◆

この目印が掲示されている店舗でご利用いただけます。

◆サービス・その他◆

加東市プレミアム付商品券取扱店一覧（令和２年２月１８日現在）
★マークがついてる店舗は２月１８日更新分です

◆小売業◆

◆飲食業◆


