
播磨町プレミアム付商品券
取扱店一覧表
商品券使用期間：令和元年10月1日(火）～令和2年3月31日(火)

令和元年11月26日現在(順不同)

事業所名（店舗名） 業種 住所(播磨町) 主な取扱商品

小磯すし 飲食業 南野添3丁目6-2 寿司

まこと屋 加古郡播磨町店 飲食業 西野添2-3-12 ラーメン・チャーハン･餃子など

Remercier（ルメルシェ）
岩塩唐揚げ PURIRICO（プリリコ）

飲食業 南大中2-2-12 飲食店での飲食・唐揚げ等テイクアウト

餃子の王将 播磨町店 飲食業 東野添2丁目21番12号 中華料理全般

喜多亭 飲食業 南野添3丁目9-9 うどん・丼物

たけ正 飲食業 南大中2-6-39 刺身・煮物・焼物・蒸し物

くのさんの手料理 たつの 飲食業 宮北3丁目5-30-104号 鮮魚から中華料理　色々

カフェテラス ハミングバード 飲食業 本荘1丁目5-35 コーヒー・ランチ・定食

More Dining てまりぼく 飲食業 北本荘4-6-17 食品

やきにく 武蔵 飲食業 南野添1-17-2 焼肉

季節料理 和おん 飲食業 東本荘1丁目5-21 クリエートビル1階 造り・天ぷらなど

わびすけ 飲食業 宮西1丁目4番5号 和食

旬菜ＫＩＴＣＨＥＮ Ｂａｎ Ｓａｉ 飲食業 南野添1-3-27 弁当・その他

吉野家 250号線播磨町店 飲食業 北古田1丁目19-2 牛丼・定食の販売

珈琲工房　カフェクラフト 小売業 東野添2丁目8番29号 コーヒー

エミ商店 小売業 東本荘1-14-1 ライター　等

モトピットフジワラ 小売業 東野添2丁目9番26号 ホンダ二輪車・部品・用品

株式会社 エジソン 小売業 南野添1丁目23-1
テレビ・エアコン・洗濯機他
家電商品一式

アルカドラッグ 土山店 小売業 北野添2-6-31
くすり・化粧品・
食品・お酒・日用品　等

マックスバリュ 古宮店 小売業 古宮6丁目11-34 食料品・日用雑貨　他

マルアイ 城の宮店 小売業 野添城3-1-8 食料品　等

マルアイ 本荘店 小売業 北本荘1-13-17 食料品　等

マルアイ 播磨店 小売業 西野添2-3-21 食料品　等

ライフォート 本荘店 小売業 北本荘3-1-29 医療品・化粧品・日用品他 販売

株式会社 柴屋 小売業 北本荘2丁目7-1 婦人服・ユニホーム・学校制服

コープ播磨 小売業 野添267-1 食料品、日用品

瓦ふとん店 小売業 北本荘2丁目7-2 木綿・綿・座布団･掛敷フトン専門

松中書房 土山店 小売業 野添1667-12 書籍・雑誌・コミック

セブンイレブン 播磨本荘4丁目店 小売業 本荘4丁目1325-4 食品

トーホーストア　BiVi土山店 小売業 北野添2丁目1-2
生鮮三品を中心に惣菜・日配食品・
加工食品及び日用雑貨　等

株式会社　富士電気商会 小売業 野添1656-4
一般家電製品
(テレビ・エアコン冷蔵庫　等)

セブンイレブン ハートインJR土山駅
改札内

小売業 野添1616-2 弁当・ソフトドリンク

リカーショップサエキ 小売業 野添城3丁目1番地1号
清酒・ビール・ウイスキー・焼酎・
ジュース・調味料

中作商店 小売業 上野添1-9-36 酒・食料品　等
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キリン堂 土山駅前店 小売業 北野添2丁目1-2 BiVi土山1階 薬・化粧品・日用品　等

Honda Cars西神戸 東加古川店 小売業 北古田2丁目3番18号 ホンダ四輪新車全般

お茶の千宗 小売業 南野添3丁目10-11 日本茶・健康茶・コーヒー関連商品

有限会社 ハリマ家具センター 小売業 東本荘3丁目11-9 家具・ソファー・ベッド等

文具店 西条堂 小売業 東本荘1-14-10 文具・事務用品・事務機・スチール家具

ポイント 播磨店 小売業 野添城3-1-12 釣具

岡本商会 小売業 二子253 ミヤタ・ブリヂストン・ホンダ・スズキ

山田屋製菓 小売業 宮北3-5-30 赤飯・みたらしだんご・和シュー

ゆりのき薬局 土山店 小売業 野添1656-1 医薬品・健康食品・日用品

ら・ぱん工房 ひとつむぎ 小売業 大中1丁目2-14 天然酵母パン・手づくり雑貨

兵庫南農業協同組合
ふぁ～みんSHOP播磨

小売業 南野添3丁目6-6 主として地元生産農家野菜・果実等

ミートショップ 堀 小売業 南野添3丁目9-11
国産牛肉・国産豚肉・自家製焼豚・
手づくりコロッケ・カツなど

富士サイクルセンター 小売業 北野添2丁目2-10 自転車

有限会社 松尾電器商会 小売業 野添1635
一般家電製品・キッチン・バス・トイレ・
リフォーム

株式会社 佐伯商店 小売業 西野添1-6-33 灯油・ガスコンロ・給湯器

サラダ館 土山駅前店 小売業 野添1663-2 贈答品・婦人洋品・雑貨

鹿野鮮魚店 小売業 北野添2丁目2-10 共同センター 鮮魚

ビューティショップとくやま 小売業 北本荘1丁目14-5 化粧品・クリーニング

武田電気商会 小売業 北本荘2-6-13 テレビ・冷蔵庫・エアコン

山下電器 小売業 北本荘1丁目12番5号 家庭電気製品

プロップ　播磨店 小売業 北本荘1丁目13-14 ケーキ・焼菓子

佐伯モータース サービス業 南野添3丁目7-5 各種国産車

大路整骨院 サービス業 古宮平松231-1
オイルトリートメント・
フェイシャルマッサージ

理容やまぶち サービス業 宮北2丁目16-11

はりま高砂タクシー有限会社 サービス業 古田1丁目2番22号 タクシー

たなか動物病院 サービス業 北野添2-21-34

ローズ美容室 サービス業 北本荘7-7-28

ｅ－ｍｓ ＨＡＩＲ サービス業 東本荘1-15-17 １階 Ｆｕｋｕｇｅｎ　ドライヤー

美容室 クリアヘアーズ サービス業 南野添3丁目10-11 ヘアスタイリング

Ｔ’ｓ Ｈａｉｒ サービス業 野添城3丁目6番26号
カット・女性のお顔そり・エステ・
白髪染め

美容室おしゃれキャット 土山店 サービス業 北野添2丁目1-2 BiVi土山 2Ｆ 美容室

明姫オートセンター サービス業 東野添3丁目3-3
新車・中古車・鈑金塗・車検・タイヤ・
バッテリー・カーナビ・ドライブレコーダー

トータルビューティ　REICA（レイカ） サービス業 北本荘１丁目12-4-2 シャンプー・カット・パーマ・毛染

株式会社 EMソリューション 建設業 大中1丁目6-5
エアコン・照明・給湯器・エコキュートの
設置工事まで

播磨営繕有限会社 建設業 北野添2丁目8番23号
トイレ・ユニットバス・キッチン等
外構・リフォーム工事関連商品

株式会社 鬼村工務店 建設業 北本荘1丁目12番1号
網戸交換・畳表替え・襖・クロス貼替え等
小規模～リフォーム一式


