
1  第一ガスサービスショップ㈱
 相生  ☎22-1635

プロパンガス・ガス機器等販
売・工事他

相生小学校区

那波小学校区

中央小学校区
（旭地区）

2  はぎの内科クリニック
 川原町  ☎24-3333

医療機関（内科・小児科・消化
器内科）

3  HOTEL  万葉岬
 相生字金ケ崎  ☎22-1413

宿泊・レストラン

5  相生神姫第一交通㈱
 大島町  ☎22-5333

タクシー事業

4 相生園芸センター㈱
 生花店

 大島町  ☎22-5336
生花

6  ㈲相生鈑金
 那波大浜町  ☎22-1441

軽四オイル交換2500円ポッキ
リ！お気軽にお越しください。

7  イトウゴフク  相生店
 那波南本町  ☎24-3822

婦人・紳士・子供服・肌着・寝
具・雑貨等の小売業

8  井上歯科医院
 那波大浜町  ☎22-6084

歯科診療所

9  岡本写真館
 那波大浜町  ☎22-5331

サービス業

10  ㈱カワベ相生本店
 大島町  ☎23-3335

食料品、雑貨、酒等

11  キリン堂  相生店
 大島町  ☎24-7120

ドラッグストア

12  ゴダイドラッグ相生店
 那波南本町  ☎24-3015

ドラッグストア

14  セブンイレブン相生竜泉店
 竜泉町  ☎22-4712

コンビニエンスストア

28  ㈱和田電波
 大島町  ☎23-3636

家電製品は、もちろん！おうちの
どんなことでもお任せください。

39 ザ・ダイソー
 コープデイズ相生店

 旭  ☎24-7607
100円ショップ

17  Coeur Doux ドゥ
 那波大浜町  ☎23-5030

洋菓子製造販売

29  ＩＨＩ播磨病院
 旭  ☎22-0380

病院（整形外科・外科・眼科・内科・耳
鼻咽喉科・皮膚科・麻酔科・泌尿器科）

41 手芸の丸十
 コープデイズ相生店

 旭  ☎23-1236
手芸

19  ㈱原田商事
 那波大浜町  ☎22-1215

OA機器・事務用品・スチール
家具・書籍・雑誌の販売

31  大森薬品
 旭  ☎22-0462

お身体のこと、食事のこと、何
でも相談できるくすり屋です

43 ブックフォーラム
 コープデイズ相生店

 旭  ☎23-6665
書籍

21  ファッションライフ タブチ
 那波大浜町  ☎22-0041

おしゃれ服から実用衣料品、学校用
品、健康グッズを取り扱う小売業

33  喜多商店
 旭  ☎22-0046

食料品､酒類､包装材料販売

45 私のお針箱
 コープデイズ相生店

 旭  ☎23-6120
リフォーム

23  マックスバリュ相生南店
 那波南本町  ☎23-5245

食品を中心に地元密着したサー
ビスを提供し続けるスーパーです

35  現金屋三木
 旭  ☎22-2281

カジュアル・ジーンズ・市内指定
学生用品

13  金剛山
 那波大浜町  ☎22-5564

相生発祥・名物ホルモンうどんと
焼肉の店。この機会に是非一度！

27  メガネの三城相生店
 大島町  ☎23-3279

眼鏡・補聴器

38 クリーニングブーケ
 コープデイズ相生店

 旭  ☎23-6061
クリーニング

15  たばこ屋さん なかほり
 大島町  ☎22-0187

クリーニング

16  ＤＣＭダイキ相生店
 那波南本町  ☎24-3031

ホームセンター

40 サカイシューズ
 コープデイズ相生店

 旭  ☎22-7791
シューズ

18  ノア整形外科クリニック
 那波西本町  ☎56-5700

医療機関（整形外科・リハビリ
テーション科）

30  池内歯科医院
 旭  ☎22-8678

一般歯科治療

42 ジョナサン
 コープデイズ相生店

 旭  ☎22-7077
飲食

32  ㈱おかだ
 旭  ☎22-0951

食肉販売

44 ベーカーズガーデン
 コープデイズ相生店

 旭  ☎22-7618
ベーカリー

22  ㈲マーシ
 大島町  ☎23-2002

婦人服、小物、バッグ、アクセサ
リー等の販売

34  きのした化粧品店
 旭  ☎22-0820

オリーブマノンとワコール製品
を取り扱っています

46  シューズショップ  サタケ
 旭  ☎22-5266

ウォーキング＆健康シューズ、
バッグ、婦人衣料小売り

24  ㈱松三堂
 那波大浜町  ☎23-2020

スポーツ用品販売

36  コープデイズ  相生
 旭  ☎27-2295

小売

26  湊水産㈱
 大島町  ☎23-3710

水産物製造販売

25  道の駅あいおい白龍城
 那波南本町  ☎23-5995

ペーロン温泉・レストラン・道の駅
特産品売場にて使用できます。

37 相生園芸センター
 コープデイズ相生店

 旭  ☎23-5645
生花

相生市プレミアム付商品券取扱店一覧

47  西川畳装飾㈱
 旭  ☎22-0556

畳襖の張替工事　カーテン・クロ
ス・ブラインド等の内装工事全般

48  ハリマ薬局
 旭  ☎22-0290

OTC医薬品、漢方薬、保険調
剤、カネボウ化粧品、他化粧品
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50  古本の店  まんが村
 旭  ☎22-2789

古本の売買と貸本

49 半田中央病院
 旭  ☎22-0656

病院（外科、内科、循環器内科、脳神経外科、整形
外科、眼科、形成外科、泌尿器科、透析室、他）

（商品券の使用に際し、おつりは出ません）


