
店 舗 名 住　　所 電話番号

小
　
　
　
売
　
　
　
業

食 料 品

射延酒店 山手1丁目186 23-3551

市立水産物市場㈱魚稚 相生6丁目 相生市立水産物市場内 23-1501

えびすファーム 大石町17-17 090-9861-8097

江見屋深井食料品店 栄町16-3 22-0735

おかだ 旭4丁目10-22 22-0951

おかだ港店 相生2丁目4-14 22-0201

かじかわ鮮魚店 緑ヶ丘1丁目5-12 22-3367

岸本かき工房 相生5148 23-2354

喜多商店 旭3丁目12-5 22-0046

㈱ハローランチ・コーワ 大島町3-15 22-2567

㈱潮見堂本店 本郷町2-19 22-0260

杉尾食料品店 佐方2丁目11-1 22-0648

パン工房笑顔（すまいる）矢野町小河212-1 25-7687

セブンイレブン相生垣内店 垣内町1-7 23-5771

セブンイレブン相生西谷町店 西谷町1961-1 22-6780

セブンイレブン相生山手店 山手1丁目150 22-6300

セブンイレブン相生竜泉店 竜泉町177-7 22-4712

とうふ庵（三木食品） 赤坂2丁目18-23 22-1025

はま勝 相生3丁目2-22 22-5151

マルイ 青果 大島町11-24 22-3497

宮崎食料品店 相生3丁目1-14 22-0209

衣 料 品

ウエダヤ 旭4丁目11-6 22-0097

美しい仲間たちファッション
ハウスヌウ㈱ 大島町11-38 23-4238

サロンド現金屋 旭4丁目10-13 22-2788

現金屋ミキ 旭4丁目11-11 22-2281

ファッションライフ タブチ 那波大浜町18-11 22-0041

MA/SI（マーシ） 大島町6-29 23-2002

生 活 用 品

㈲大西輪業社 陸本町7-31 22-0280

大森薬品 旭3丁目9-5 22-0462

キタモト㈱ 那波大浜町24-28 22-0048

サイクルショップコーヤマ 垣内町10-1 22-3319

シューズサカイ相生店 旭3丁目7-6 コープデイズ相生2F 22-7791

シューズショップ サタケ 旭4丁目11-22 22-5266

高橋カメラ店 旭2丁目1-7 22-2222

サイクルショップ滝井 佐方1丁目5-5 22-3172

たばこ屋さんなかほり 大島町5-4 22-0187

㈱原田商事 那波大浜町18-10 22-1215

ハリマ薬局 旭4丁目2-3 22-0290

fil 大石町5-10 090-8232-6934

松三堂 那波大浜町18-18 23-2020

メガネの三城相生店 大島町2-25 23-3279

メガネのルックワン相生店 大島町1-9 22-9321

メナード化粧品播磨西 那波大浜町15-8 23-3976

㈱和田電波 大島町3-26 23-3636

店 舗 名 住　　所 電話番号

小
　
　
　
売
　
　
　
業

介 護 用 品

介護支援あい 那波大浜町7-3 23-0805

リーステップ 赤坂1丁目13-11 24-7039

そ の 他

相生園芸センター㈱園芸店 大石町11-11 22-2957

相生園芸センター㈱コープ店 旭3丁目7-6 コープデイズ相生1F 23-5645

相生園芸センター㈱生花店 大島町1-15 22-5336

鰯浜釣具店 相生4972 23-1639

ぎゃらりー表 双葉3丁目4-17 22-4515

喜多包材 旭3丁目3-23 22-7276

金魚や本舗 大島町7-12 23-5026

㈱作業用品かくい 旭1丁目10-5 23-3588

高宏電工 旭4丁目4-7 080-1403-8313

竹内ルーフ施工店 赤坂2丁目4-17 23-3745

西川畳装飾㈱ 旭4丁目10-7 22-0556

㈲まつでん 池之内1024 23-7994

古本の店 まんが村 旭1丁目5-14 22-2789

㈲モリデンキ 古池本町12-3 22-7883

よろずや 大島町11-25 22-0674

THE ONE デザイン 那波本町7-9 24-7008

飲
　
　
　
食
　
　
　
業

喫 茶 店

喫茶 あいあい 那波大浜町8-15 23-7858

カームハウス 蟻巣 那波大浜町9-11 22-4656

苺いちえ 矢野町菅谷469 25-4915

Ven美RA 相生6丁目1-1 相生市文化会館 23-0707

珈琲の観世 大島町2-28 23-5152

珈琲コアラ&ギャラリー瑚亜羅 旭4丁目4-7 22-6602

cafe 空豆 那波西本町10-22 22-1918

タートル 旭4丁目1-3 23-4550

自家焙煎の店 だるま珈琲 大石町19-10 22-7880

喫茶パール 旭4丁目11-7 22-0956

cafe Dining ブルボン 本郷町6-23 22-8103

カフェレストラン ママーズ
キッチン 旭4丁目10-22 22-2122

momo cafe 若狭野町西後明173-1 25-5012

らんぶる本店 旭1丁目17-5 23-0115

らんぶる商工会議所店 旭3丁目1-23 相生商工会議所1F 22-8655

一 般 飲 食 店

相生飯店 旭1丁目8-6 22-4345

中華料理 あさひ 旭3丁目3-25 22-3881

相生ステーションホテル
アネックス 本郷町5-3 24-3000

煮売り屋一 陸本町7-32 サンヴェール21 22-1700

居食屋 魚萬 向陽台3-11 23-4775

美味いもんや 旭1丁目15-6 090-4283-0400

江戸屋 本郷町6-24 22-0678

縁粋 栄町2-21 23-7274

韓国家庭料理 オモニ 陸本町5-1 23-5566

店 舗 名 住　　所 電話番号

飲
　
　
　
食
　
　
　
業

喜むら 旭3丁目8-27 23-3051

居酒屋．食堂げんき 大石町9-17 22-3589

居酒ヤげんげん 那波大浜町22-37 23-7006

お好み焼 こころ 古池本町7-4 グランボア1F 23-5223

ごとう 那波大浜町7-8 22-5588

金剛山 那波大浜町20-2 22-5564

炭火やきとりの店しまたろう 本郷町4-17-103 23-4560

中華キッチンの店 朱 旭5丁目14-7 22-8000

レストラン ジョナサン 旭3丁目7-6 コープデイズ相生1F 22-7077

しちりん焼肉だい 旭1丁目17-1 22-3780

やきとり大吉 相生店 向陽台3-3 22-5704

焼肉大門 旭1丁目8-13 23-2073

地鶏串焼き・季節料理の店 匠 古池本町7-4 グランボア1F 22-1223

お食事処 だるく亭 陸本町4-33 22-1219

味自慢の店 だん 旭1丁目15-8 22-5373

焼鳥居酒屋 美ん美ん 本郷町6-3 22-1222

Kitchenにこにこ 旭4丁目11-18 23-7890

お好み焼 ねじめ 双葉1丁目8-22 23-3123

和食 華屋 旭1丁目7-22 23-0787

播匠 旭1丁目13-14 22-3589

ふきのとう 那波野2丁目11-40 22-1919

和ダイニングまねき白龍城店 那波南本町8-55 23-3360

まん福 旭1丁目8-14

HOTEL 万葉岬 相生字金ケ崎5321 22-1413

味道園 旭2丁目21-9 22-3448

海鮮料理みやざき 相生5323 23-7075

旬和食・魚の店 山桜 向陽台4-8 ツインズ向陽102 22-8667

Loca 1/3 垣内町他（移動販売） 070-1802-0711

ス ナ ッ ク ・ バ ー

ぷちサロンエニー 旭1丁目7-19 22-1045

ef ー エフ ー 旭1丁目9-6 56-5288

縁 旭1丁目7-5 55-9955

スナック クリスタル 旭1丁目9-6 岡本ビル201 23-1388

ラウンジ 小磯 旭1丁目7-19 23-0703

こすもす 旭1丁目15-14 24-2919

XAI 旭1丁目8-11 飯店松ノ浦ビル２F 24-7020

すなっく サテンドール 那波大浜町8-15 22-4326

スナック サンローズ 旭1丁目15-16 夏山ビル 23-7334

サロン･ド･シェーン 旭1丁目8-12 ハーバーライトビル2F 22-2256

スナック 酒粋夢 旭1丁目9-6 岡本ビル1F 24-0429

JEWEL 旭1丁目8-11 飯店松ノ浦ビル1F

スナック ジョーカー 旭1丁目8-11 飯店松ノ浦ビル2F 090-4649-3313

Zen 旭1丁目8-11 飯店松ノ浦ビル1F 22-3322

TIARA 旭1丁目8-14 56-5527

ラウンジ トマト 旭1丁目15-9 23-2111

スナック ノア 旭1丁目8-14 青山ビル1F 22-6370

Para 旭1丁目10-3 080-5312-5182

スナック 氷雨 旭1丁目10-12 23-5199

BECK 524 旭1丁目7-5 080-3032-7769

スナック 星組 旭1丁目8-12 ハーバーライトビル 22-0607

スナック マーらいおん 旭1丁目10-5 南部産業ビル1F　 22-3301

店 舗 名 住　　所 電話番号

飲
　
　
　
食
　
　
　
業

スナック まこ 旭1丁目8-2 木村ビル1F 23-6067

みちのく 旭4丁目4-10 22-1840

みんくす 旭1丁目10-13 090-8939-3577

Moomin 旭1丁目8-12 ハーバーライトビル1F

MooN 旭1丁目15-6

スナック 夢・夢 旭1丁目8-2 23-6675

ラウンジ・ラ・セーヌ 旭1丁目8-11 飯店松ノ浦ビル1F 22-7213

サ
　
　
ー
　
　
ビ
　
　
ス
　
　
業

美 容 室

アップル理美容室 矢野町真広352-1 29-0137

ウィード美容室 山手2丁目57-5 22-0239

大北美容室 佐方1丁目7-13 22-2780

サロンド･オオツ 古池2丁目5-12 23-1803

美容室かずきくんの店 栄町1-2 23-5277

hair place KOU 那波大浜町11-15

とき美容室 緑ヶ丘1丁目3-17 22-3372

トモ美容室 赤坂2丁目4-21 22-5567

ビューティサロンドリーム 旭3丁目8-2 22-0821

hair design NaNa 緑ヶ丘3丁目5-8 22-6454

ビューティーサロン ナバ 那波南本町6-45 23-1723

niko 赤坂2丁目19-2 080-4485-9735

Organic Salon BUBB. 那波大浜町19-7 22-9230

パルコ美容室 山手2丁目86 23-3263

美保美容室 古池本町8-12 23-1456

髪処モナ 旭5丁目5-3 22-1317

モ奈里ザ美容室 若狭野町入野1257-256 28-1505

ヘアメイク ルーム 旭1丁目15-9 22-4064

ヘアーメイクワシントン相生店 旭3丁目8-14 23-5190

か ら だ

鍼灸マッサージSAKU 旭3丁目10-3 56-5789

aiエステティックサロン
La gemme 池之内1029-1 070-8516-6202

天国に触れる一日 ヌウ 大島町11-38 23-4238

美容カイロサロン tutti felici 旭5丁目3-2 090-1138-0551

ポーラ 相生中央通り店 大島町6-26 23-6760

自 動 車

多田オート 池之内1020 56-9730

ドラゴンオート 若狭野町野々250-1 24-8515

西川技研 矢野町真広208-2 29-1300

光寺モータース 陸本町11-7 22-2174

そ の 他

あいおい観光バス 汐見台6-8 23-3100

相生神姫第一交通㈱ 大島町11-29 22-5333

希望社 双葉2丁目8-10 エースワンビル1F 24-2819

Suma Qpid 相生店 垣内町7-25 55-9155

ツーリストジャパン／
珈琲舎 クレッセンド 垣内町8-20 23-0297

冨士屋クリーニング店 相生1丁目7-19 22-6384

ペーロン温泉･道の駅
あいおい白龍城特産品売場 那波南本町8-55 23-5995

カラオケ ミチ 旭3丁目8-23 22-5662

都湯 相生3丁目6-19 22-6108

吉岡道場相生教室 陸本町10-21 カリーノカーサ201

取扱店一覧
（市外局番：0791）

このリーフレットに記載の店舗のほか、商品券取扱店の登録を随時受付しています。商品券取扱の登録申込を
希望する市内事業者の方は、相生市または相生商工会議所へ直接お申し込みください。
商品券取扱登録店は、相生市及び相生商工会議所の「あいおい絆で応援商品券」ホームページに掲載します。


