店
ｶﾗｵｹ喫茶 野路菊
ｶﾌｪﾛｯｼﾞﾊﾟﾙﾁｻﾞﾝ
ﾗｰ麺ずんどう屋高砂店
旬彩料理 綴り
ｶﾗｵｹ喫茶ｼｬﾝﾃ
恋来恋
焼鳥かっちゃん
ﾗｳﾝｼﾞ ﾆｭｰ ﾋﾟｯｹﾙ
ｶﾗｵｹ ｽﾅｯｸ れんげ
焼酎BAR 華美
八重垣
ｶﾗｵｹ喫茶 ｶﾄﾚｱ
ｽﾅｯｸ麻いろ
居酒屋 坊主
牡蛎処 桝政高砂店
創作鉄板串 道~Re~ ﾄﾞｳﾘ
鉄板焼きお好み焼きふうふう
焼酎BAR 華美
ｶﾗｵｹ喫茶ｾﾚｰﾈ
織食堂
ｽﾅｯｸｶﾗｵｹ NEWﾙﾋﾞｰ
ｶﾗｵｹ喫茶 ふらふｰぷ
福斗食堂
ﾘﾄﾙｼｪﾌ
give me smile
ろ庵
益田食堂
中華料理 天山閣
ｶﾗｵｹ喫茶 たいむ
お好み焼 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 田鶴
ｶﾞｽﾄ高砂市役所前
ｶﾗｵｹ喫茶&ｽﾅｯｸforyou...
母ちゃんの食堂
ｹﾞｽﾄﾊｳｽ
唐々鍋の店 荒井店
お好み焼ﾐﾅﾐ
ｶﾌｪ&ｱﾛﾏｵﾝﾌﾞﾗｰｼﾞｭ

舗

名

住
高砂市北浜町北脇62-7
高砂市北浜町西浜253-1
高砂市中島1-15
高砂市中島1-2-11
高砂市中島2-3-10
高砂市中島2-3-10
高砂市中島2-3-10
高砂市中島2-3-10
高砂市中島2-3-10
高砂市中島2-3-10
高砂市中島2-3-102
高砂市中島2-3-10-2
高砂市中島2-3-14
高砂市中島2-3-14高砂市第3みふくﾋﾞﾙ1F
高砂市中島2-3-3
高砂市中島2-3-3-2F
高砂市中島2-4-43-3
高砂市中島2-4-44-1
高砂市中島2-4-60
高砂市中島3-3-36-2
高砂市中島3-599-3
高砂市中島3-599-3
高砂市中島町2-3-11
高砂市末広町2-2YOﾋﾞﾙ1F
高砂市荒井町千鳥1-2-5
高砂市荒井町千鳥1-5-3
高砂市荒井町千鳥2-14-12
高砂市荒井町千鳥2-2-18
高砂市荒井町千鳥2-6-13
高砂市荒井町千鳥2-7-13
高砂市荒井町千鳥3-3-5
高砂市荒井町千鳥3-7-9
高砂市荒井町御旅1-4-5ｶﾄﾞﾔﾋﾞﾙ1階
高砂市荒井町新浜2-8-25第一菱興ﾋﾞﾙ6F
高砂市荒井町小松原5-14-2
高砂市荒井町中新町6-25
高砂市荒井町中新町6-25

所

店
居酒屋 伊織
居酒屋くせもん
串焼き酒場 とり基地
本家串焼忠助
和創作典
Viton
ｶﾗｵｹ喫茶ｺｺ
いち吉
洋食ぱるgin串
ぢどり軒
だるま
やきとり 大吉 荒井店
喫茶蘭
蕗の薹
ﾐｽﾀｰ中華
あおい寿司
人生乃楽園
しのぶ食堂
だんらん
喫茶&Bar my Life
居酒屋のんき
Luana
ｽﾅｯｸ函館
お食事処･居酒屋 わらじ家
家庭料理 縁
お食事処ねえちゃん
焼鳥やまもと
ｶﾗｵｹ喫茶M
居酒屋千枝
seven's cafe
歌う聖
樹
旬菜 きたむら
ｸﾛｰﾊﾞｰ
おいしんぼう あっ
あとりえここ
ちょうたり

舗

名

住
高砂市荒井町日之出町10-24
高砂市荒井町扇町10-22
高砂市荒井町扇町10-9
高砂市荒井町扇町11-18
高砂市荒井町扇町13-15
高砂市荒井町扇町13-15
高砂市荒井町扇町13-15
高砂市荒井町扇町13-20
高砂市荒井町扇町13-23
高砂市荒井町扇町14-14
高砂市荒井町扇町14-17
高砂市荒井町扇町14-4
高砂市荒井町扇町14-5
高砂市荒井町扇町14-6
高砂市荒井町扇町14-8
高砂市荒井町扇町15-9
高砂市荒井町扇町15-9
高砂市荒井町扇町15-9
高砂市荒井町扇町19-2
高砂市荒井町扇町19-7
高砂市荒井町扇町19-7ｶﾄﾞﾔﾋﾞﾙ103
高砂市荒井町扇町19-7かどやﾋﾞﾙ2F-A号
高砂市荒井町扇町19-7かどやﾋﾞﾙ2階E号室
高砂市荒井町扇町20-11
高砂市荒井町扇町20-14
高砂市荒井町扇町20-14
高砂市荒井町東本町16-14
高砂市荒井町東本町5-22
高砂市荒井町東本町6-19-2
高砂市荒井町若宮12-22木村ﾋﾞﾙ
高砂市荒井町若宮町10-3
高砂市荒井町若宮町13-13
高砂市荒井町若宮町2-11
高砂市緑丘2-1-40
高砂市高砂町朝日町2-7-16
高砂市高砂町朝日町3-192
高砂市高砂町朝日町3-2-192-7

所

店
舗
じゅぽん ｶﾗｵｹ喫茶
ひょうたん
dining bar HARNESS barrel
お食事処 和
いちばん
天平
らあめん房
ｶﾗｵｹ ﾊﾋﾟﾈｽ
ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞﾗｳﾝｼﾞ ﾘｰﾍﾞ
播州夢街道 高砂物語
辛
ｽﾅｯｸ あい
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 有宏
魚亭やつか
ｽﾅｯｸ ｱｲｼｬﾄﾞｰ
和歌山おでんと焼酎専門店 ｾｲｴｲｶﾝ
お好み焼き店 たんぽぽ
nakano
居酒屋ひなた
竹葉
ｽﾅｯｸ ﾁｮｯﾊﾟｰ
韓国料理 あみ
呑み喰い処ほっこり
花きゃべつ
ｼﾘｳｽ
焼肉陽なた
木陰
路地裏のｶﾌｪｺﾃｨ
鉄板居酒屋 花菖蒲
まどいせん
桜蒼
むつごろう
ｽﾅｯｸ 喜美
やきとり大吉高砂北本町店
おもいで
ｽｰﾌﾟｶﾌｪ すうぷ
SaKaBa夢絆

名

住
高砂市高砂町浜田町1-2-18
高砂市高砂町浜田町1-3-15
高砂市高砂町浜田町1-5-1ｼｬﾚ-ﾄﾞ高砂1階
高砂市高砂町浜田町1-5-6
高砂市高砂町浜田町2-2-2
高砂市高砂町浜田町2-2-3
高砂市高砂町浜田町2-2−3
高砂市高砂町浜田町2-4-13
高砂市高砂町浜田町2-8-11
高砂市高砂町浜田町2-9
高砂市高砂町浜田町2-9-16
高砂市高砂町浜田町2-9-16
高砂市高砂町浜田町2-9-21
高砂市高砂町浜田町9-20
高砂市浜田町2-5-10
高砂市清水町1481-1
高砂市高砂町高瀬町1551
高砂市高砂栄町318-16
高砂市高砂栄町373-1
高砂市高砂町栄町318
高砂市高砂町栄町369-13
高砂市高砂町栄町370-13
高砂市高砂町栄町370-16
高砂市高砂町栄町370-23
高砂市高砂町栄町371-4
高砂市高砂町栄町373−1
高砂市高砂町今津町535-1
高砂市高砂町田町465-1
高砂市高砂町横町1066
高砂市高砂町魚町545
高砂市高砂町農人町1794-1
高砂市高砂町農人町1796-1
高砂市高浜町農人町1791-1
高砂市高砂町北本町1130-3
高砂市高砂町北本町1160-1
高砂市高砂町細工町1351
高砂市高砂町細工町1351YMｺ-ﾎﾟ103

所

店
鈴美
うな髙
力丸高砂店
株式会社一平
とりみち
鳥秀
明日香
お好み焼 すみ
鉄板幸房 弐伍屋
とり六
高砂大和会館
歌謡ｽﾃｰｼﾞ ﾁｬｵ
季節料理 よねざわ
末広焼肉店
すまいる
むらたのｶｽﾃﾗまんじゅう
ただの珈琲
炭火焼鳥ときどき鮮魚
ｽﾅｯｸあんばらんす
ｴｸｾﾙ
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ 和
おかん家
ｽﾅｯｸじゅん
BAR MAN
ｽﾅｯｸ一休
喫茶店 のじぎく
凛々と
ｽﾅｯｸsora
焼肉 貴美
terho
酒処 垂綸
魚料理 太助
ｽﾅｯｸﾗﾌﾞﾘｰ
ﾓﾅﾝ
ｽﾅｯｸ 美奈
ﾊﾞｰﾑｰﾝｷｬｯﾄ
ｽﾅｯｸDEAR

舗

名

住
高砂市高砂町細工町1374-4
高砂市高砂町鍛冶屋町1396
高砂市伊保東2-290-1
高砂市伊保港町1-4-24
高砂市伊保港町1-9-10
高砂市伊保港町2-1-22f
高砂市伊保港町2299-1
高砂市梅井1-8-3
高砂市松陽1-13-1
高砂市松陽1-9-13-1
高砂市松陽3-89-1
高砂市伊保1-1646-1
高砂市伊保町中筋1247-3
高砂市曽根町2239-5
高砂市曽根町2284-7曽根総合市場内
高砂市曽根町2299-1
高砂市曽根町2505-1
高砂市曽根町2505-2
高砂市曽根町2554
高砂市曽根町2554
高砂市曽根町2554-38
高砂市曽根町2554-39
高砂市曽根町2554-44
高砂市曽根町666-2
高砂市曽根町759-3
高砂市曽根町803-4
高砂市曽根町846-7
高砂市曽根町日笠通2554
高砂市米田町米田新23-1
高砂市百合丘1-38
高砂市百合丘1-54
高砂市百合丘2-12
高砂市美保里25-20
高砂市美保里25-20
高砂市美保里25-20ｻﾝｼｬｲﾝ91303
高砂市美保里25-20ｻﾝｼｬｲﾝ'914F401
高砂市美保里25-20ｻﾝｼｬｲﾝ91ﾋﾞﾙ101

所

店

舗

Shanti
ｽﾅｯｸ COLLECTION
SNACK DX
凛
釜吉
お好焼おぼん
和処 斗
民芸居酒屋 庄助
すなっく ゆこゆこ
ｽﾅｯｸ ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ
居酒屋 弥貴
ｶﾗｵｹ喫茶.ｽﾅｯｸふたば
ETERNAL
ｶﾗｵｹｻﾛﾝ美銀
しまんちゅう
居酒屋 伸
ｶﾗｵｹ喫茶 ｸﾗｳﾝ
ｶﾗｵｹ喫茶まゆ
日本料理 銀や
ｶﾗｵｹ喫茶ﾛﾏﾝﾁｶ
ｽﾅｯｸ まどか
ごんﾏﾏｷﾑﾁ
居酒屋 恋平
lunch & cafe nene
らんぷ
まるき食堂
味彩館みきや
｢美味しいお酒とゆみこ料理｣ヴｧｹｰｼｮﾝ
居酒屋おｰちゃん
焼とり ゆう作
炭火焼鳥うっとり家
ﾘﾘｰ
ひろみちゃん
ｶﾗｵｹ喫茶ひろみちゃん
酒処いい友
花子倶楽部
居酒屋暴れん坊

名

住
高砂市美保里25-20ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ206号
高砂市美保里25-20ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ91高砂市204号
高砂市美保里25-20ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ91高砂市2F
高砂市美保里25-20高砂市ｻﾝｼｬｲﾝ91高砂市1階
高砂市美保里25-23
高砂市美保里25-25
高砂市美保里25-25
高砂市美保里25-28
高砂市美保里ｻﾝｼｬｲﾝ91302号
高砂市美保里町25-20高砂市ｻﾝｼｬｲﾝ91
高砂市米田町米田1174−27
高砂市米田町米田118-5
高砂市米田町米田118-5
高砂市米田町米田118-5
高砂市米田町米田127-8
高砂市米田町米田200-1
高砂市米田町米田203-9
高砂市米田町米田207-15
高砂市米田町米田237-1
高砂市米田町米田251-3
高砂市米田町米田251-3
高砂市米田町米田399-2
高砂市米田町米田722-36
高砂市米田町米田722-59
高砂市米田町米田743-1
高砂市米田町米田872-51
高砂市米田町米田872-52
高砂市米田町米田872-55
高砂市米田町米田88-2
高砂市米田町米田91-2高砂市ｳｯﾃﾞｨﾌﾟﾚｲｽ1-A
高砂市米田町米田933-33
高砂市米田町米田942-2
高砂市米田町米田942-6
高砂市米田町米田942-7
高砂市米田町米田942-8
高砂市米田町塩市201-1
高砂市米田町塩市201-1

所

店
舗
呑み屋 おばっちゃん
喫茶和
まつぼっくり
お好み焼き ことり
中華料理 華馬家
創作家庭料理木槿〜むくげ〜
夜cafe &ゆるBar M's coco
本の香り
炉端ふきよせ
酒家 山葵
お好み焼き 大
串ｶﾂ 釣吉
お好み焼き cocoya
炭火串焼ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞちきりや
お勝手 とりとんたん宝殿店
kitchen21
ﾄﾞｲﾂ菓子 ﾎｰｹﾞﾙ
串揚げの店 あき
西山荘
川美幾
Cafe & Dining Chasora
音楽空間 木の香
ｶﾗｵｹ喫茶ひまわり
ﾗｰﾒﾝ飛
家庭料理 和み
ごちそう村 高砂店
一家言
魚伸
ｿｳﾙﾒｲﾄ
洋風居酒屋 いちぐらむ
居酒屋げんちゃん
讃岐うどん将 高砂店
ﾌｧｰﾏｰｽﾞｷｯﾁﾝ ｲﾇｲｯﾄ
chacoｻﾞｯｶ&ﾅﾁｭﾗﾙｶﾌｪ(JR曽根駅)
鹿嶋興産ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟﾚｽ鹿島殿
お好み焼 鉄板焼 としろ
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋 高砂北ｲﾝﾀｰ

名

住
高砂市米田町島
高砂市米田町島526(高砂市総合体育館内)
高砂市米田町島64-4
高砂市神爪1-1-18
高砂市神爪1-12-5
高砂市神爪1-13-6ﾌﾟﾘｵ-ﾙ宝殿1階
高砂市神爪1-14-33
高砂市神爪1-2−111F
高砂市神爪1-2-3-1五反田ﾋﾞﾙ1階
高砂市神爪1-3-7
高砂市神爪1-3-7ﾉ-ｽﾋﾞﾙ104
高砂市神爪1-5−1
高砂市神爪1-7-10ｸﾞﾗﾝﾋﾞｭ-北野101
高砂市神爪1-7-1宝殿北ﾔﾝｸﾞﾋﾞﾙ102
高砂市神爪1-9-1
高砂市神爪1-9-4ｼﾞｭﾈｽ宝殿
高砂市神爪2-2-10
高砂市米田町神瓜1-3-7ﾉ-ｽﾋﾞﾙ105
高砂市竜山2-170-26
高砂市中筋2-7-7
高砂市中筋5-1-25
高砂市時光寺町11-15
高砂市春日野町2967-1
高砂市阿弥陀1-2523-6第6ｱ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙ
高砂市阿弥陀1-7-7
高砂市阿弥陀町魚橋1048-1
高砂市阿弥陀町魚橋207-89
高砂市阿弥陀町南池317-6
高砂市阿弥陀町阿弥陀1034-2
高砂市阿弥陀町阿弥陀1888-24
高砂市阿弥陀町阿弥陀2424-2
高砂市阿弥陀町阿弥陀923-2
高砂市阿弥陀町阿弥陀99-1
高砂市阿弥陀町阿弥陀町679-3
高砂市阿弥陀町地徳275-3
高砂市阿弥陀町北池1-1
高砂市阿弥陀町北池13-2

所

店
ｶﾌｪﾘｱﾝ

舗

名

住
高砂市阿弥陀町地徳189-1

所

