
 
 

８月３０日（日）より下記取扱登録店でご利用いただけます！！ 

               

取扱登録店についても引き続き受付しております 

 

  
H28.1.4 現在（順不同） 

大型小売店 
【旅館・ホテル・飲食】 【食料品・酒類】 
力食堂 梅田商店 

アグロガーデン 新赤穂店 鉄板居酒屋 まつ 岡田鮮魚店 

イオンリテール㈱ イオン赤穂店 とみはら 寒川商店 

エディオン 赤穂店 酉鳥家 赤穂店 酒三木 

サイクルヒット 赤穂店 喃風 赤穂店 ㈲柴田洋酒店 

ザグザグ 赤穂尾崎店 日本料理 万るやま 主婦の店 塩屋店 

ザグザグ 赤穂中広店 美食処 主税 旬鮮食彩館 パオーネ塩屋店 

主婦の店 赤穂店 ぷち・おるごーる 綜合食品 いづみや 

主婦の店 尾崎店 ブライヤゲート 茶舗 わかさ 

ジョイハシモト 赤穂店 北京楼 長安商店 

ダイソー フレスポ赤穂店 芳侖庵 はしもと鮮魚 

ナフコ 赤穂店 ほっとたいむ はまだ酒店 

 美鶴 ファミリー福本 

一 般 店 
みなと屋 ㈲フォーティセブンリカーズ 

木筋堂 矢野米穀店 

【旅館・ホテル・飲食】 ゆ鳥 赤穂駅前店 【家電・携帯電話】 
あこう蕎麦 衣笠 養老の瀧 赤穂店 赤穂三洋㈱（サンプラネット赤穂） 

赤穂パークホテル レストラン 銀波荘 梅本電機設備㈱ 

赤穂飯店 レストラン 鳥安 ＳＢ赤穂 

あこうビジネスホテル桜館 レストラン 初音 キムラデンキ 

赤穂らーめん 麺坊 和伊和伊 クオリティライフうえだ 

赤穂ロイヤルホテル 【菓子・パン】 ジョーシン 赤穂店 

アサヒフーズ 赤穂のお菓子・プリエール ドコモショップ 赤穂店 

味な店 葵 あこうぱん 西本電器 

おさきかもめ屋 岩佐屋 イオン店 フジタデンキ㈱ 

お食事処 一粋 岩佐屋 お城通り店 フナモトデンキ 

廻鮮寿し たいの鯛 岩佐屋 本店 Place おさべ 

鹿久居荘 赤穂 おかし畑 いちごの実 Place やまの 

華水＆カラオケスウィング ㈲かみや製菓本舗 Place ヤマモト 

割烹魚正 かん川本舗 駅前本店 ㈲本庄電器 

かふぇ・ど・くら かん川本舗 大手門前店 ㈲室井電機 

かましま シェ・ザッコ ヤマダ電機 テックランド赤穂店 

河原商店 ㈱潮見堂本店 【衣料品・呉服】 

元祖かもめ屋 赤穂本店 総本家かん川 駅前店 ASUKA ピエ・ド・プール 

かんぽの宿 赤穂 総本家かん川 尾崎店 いかりや 赤穂店 

生そば更科 総本家かん川 新田店 エフワンミナト 

喫茶 駅前 天と海と菓子とＳＡＮＰＯＵ カントリーストアー ５０１ 

喫茶 バロン パティスリー ノア キッズ・ハルタ 

銀波荘 播磨屋 (有)つまい呉服店 

喰い処 まるはち 三島製菓㈱ ㈱津村呉服店 

ぐらんだぁ～ぶる 山野製菓舗 テイスティ 

珈琲館 赤穂店 ラ・セーヌ洋菓子店 手づくりの店 いろは 

三弥 【食料品・酒類】 はるやま 赤穂店 

地鶏と沖縄料理の店 赤穂や 青木酒店 ビゼンヤ 

食彩どんぐり 芦田精肉店 美装・花時計 

食事処 いさりび 尼崎酒店 婦人服 ハルタ 

しょくどうえん 魚住米穀店 ブティック クレパス 

すし若 いづみ精肉店  

赤穂市プレミアム商品券 
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H28.1.4 現在（順不同） 

一 般 店 
【建設・住宅関連】 【書籍・文具・印章】 

㈱セルビーハウジング 赤穂書房 

【理容・美容】 トータルインテリア セルビー 井筒書店 

FREE TALK ㈲ナカタサッシ販売 ㈱田原文具センター 

安藤理容所 長棟造園 森谷印房 

カットハウス アルバ はやしでんき工事 ヨコガワ文具店 

きのした理容 播磨トーヨー住器㈱ 【健康・療術】 

K's OHANA ベクターワークス アコール 

ソレイユ 山商 しまたに接骨院 

タカモリヘアチェーン 上仮屋店 山田造園 整骨院リュクス 

タカモリヘアチェーン ディムスフ

 

ＢＴＳ ＳＡＫＡＭＯＴＯ ヒライ接骨院 

タカモリヘアチェーン 山手店 【コンビニ】 【家具・寝具】 
ヒデタニ理容 サークルＫ 赤穂加里屋中洲店 あいぞめ布団店 

ヘアーアトリエ プレイフル サークルＫ 赤穂警察署前店 家具ショップ きむら 

ヘアーサロン 大西 サークルＫ 赤穂さくら通り店 寝具のはしもと 

ヘアーサロン ブリーズ サークルＫ 赤穂新田店 ㈲山本タンス店 

ヘアーシャングリラ マツバラ サークルＫ 赤穂東浜町店 【ギフト・百貨店】 

HAIRDESIGN WARDROBE ファミリーマート 赤穂ちくさ川店 ギフト＆プレゼント ココマルコ 

 ヘアーメイクワシントン 赤穂店 ファミリーマート 赤穂中広店 ギフトショップ ＡＩＭ 

 メンズヘアーシークレットベース ローソン 赤穂市民病院店 ㈱山陽百貨店 赤穂ショップ 

 【医薬品・化粧品】 ローソン 赤穂惣門町店 【タクシー】 

かねと調剤薬局 ローソン 赤穂中広店 赤穂神姫タクシー㈱ 

かねと調剤薬局 加里屋店 ローソン 赤穂元町店 赤穂タクシー㈱ 

サロンドコスメ PAX ローソン 関西福祉大学前店 【レンタル】 
すみや 【自転車・バイク】 イダ貸衣裳店 

テラダ調剤薬局 ㈲大橋自転車店 ㈲エクセル ダスキンあこう 

テラダ調剤薬局 大学前店 坂本ゴム工業所 【楽器】 
寺田薬局 中西サイクルショップ ㈱ドレミ楽器 

ドラッグマート薬局 バイクショップ てんとうむし 【ゴルフ場】 

中山薬局 萩原サイクル 赤穂カンツリークラブ 

ポーラ化粧品 橋本営業所 浜本自転車店 【武具用品】 
マルナカ YOU SHOP タナカ 日本一堂 武道具店 

【生花・種苗・園芸・農産物】 リンリンハウスもんや 【印刷】 

赤穂営農センター 【自動車】 ウエスト 

尾上種苗 金川工作所／ダイハツ赤穂 【農業機械】 
旬彩蔵赤穂 ＪＡＣＳ赤穂 岡田農機㈱ 

瀨尾種苗園 ニュー・オートヤマモト・サービス㈱ 【行政書士・社会保険労務士】 

田中花店 ㈱不二電装 行政書士山本達也事務所 

たなべ花店 ㈱山本自動車技研企画 【革製品】 
ドリームカントリー 涌元自動車 アルテ ダ アコウ 

花工房 【燃料・ＬＰガス】 【仏壇・仏具】 

フローリスト エミュ ㈱木本ガス設備 福井仏心堂 

【時計・宝石・写真・メガネ】 ジョイハシモト LPガス 【オルゴール】 
大島時計店 杉本商店 赤穂オルゴール館 ル・ヴィーブル 

キムラカメラスタジオ 塚本商店 【結納品】 

１８Ｋ なかにし 前田石油㈱ 赤穂インター給油所 小舟結納人形店 

ジュエリー ＳＥＩＣＯ 前田石油㈱ 赤穂東給油所 【手芸品】 
フォト コデラ ㈱山本商店 手芸・結納センター カナリヤ 

眼鏡市場 赤穂店 ㈲綿田商店 ともや手芸店 

メガネ工房 しみず 【クリーニング】 【教習所】 
メガネの中西 クリーニングハトヤ イオン赤穂店 赤穂自動車教習所 

やの写真館 クリーニングハトヤ 主婦の店赤穂店 【自転車預り】 

【建設・住宅関連】 クリーニングハトヤ 本店 石井自転車預り所 

ISSAロックサービス 黒田クリーニング 【冠婚葬祭】 
㈱エクステリア竹内 しみぬき工房 つづれや あこう典礼館 花みずき 

栄建築㈱ 和田クリーニング 【画材】 
ジーナガーデン  田中画材 
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