
筆談ボード設置店一覧
2023年4月28日

店　舗　名　（事　業　所　名）　　 所　　　在　　　地　　　　　　　　 電話（上）／FAX（下）No 業種目

TSURUGI美容室 明石市松が丘2丁目3－3 078-914-9155

078-914-9155

1 理美容

明石酒類醸造株式会社 明石市大蔵八幡町１番３号 078-919-0277

078-919-4377

2 酒造

ダンマルシェ朝霧台店 明石市朝霧台3783-136 078-555-7711

078-219-8375

3 パン

お好み焼き　こいち 明石市朝霧南町3丁目1-35 078-917-0087

掲載なし

4 お好み焼

ダンマルシェ本店 明石市硯町3丁目4番23号 078-923-3231

078-923-3022

5 パン

株式会社　明石菊水 明石市桜町12番22号 078-911-7755

078-911-2121

6 お寿司

永楽堂　明石銀座通り店 明石市桜町14-19 078-912-3567

078-912-3567

7 和菓子

GF Kitchen 明石市上ノ丸3丁目10-10 078-917-9610

078-939-6960

8 カフェ、洋菓
子

就労継続支援Ａ型　ハートタイム 明石市西新町2-1-10-101 078-917-7803

078-917-7600

9 就労継続支
援Ａ型

株式会社柏原電機 明石市西新町3丁目7番21号 078-922-2767

078-922-2769

10 電気屋

かね正 明石市相生町1丁目10－16 078-911-2177

078-911-2177

11 魚介料理

稲爪神社 明石市大蔵本町6番10号 078-911-3143

078-914-6055

12 神社

パントリー　明石店 明石市大明石町1-4-20 078-911-3977

掲載なし

13 スーパー

シバニ化粧品店　本店 明石市大明石町1-6-14 078-918-1001

078-918-0482

14 化粧品

クロロフイル　シバニ美顔教室 明石市大明石町1-6-17

いとうビル3F

078-918-4616

078-918-0482

15 美顔教室

串処　満蔵 明石市大明石町1丁目13番33号 078-914-2200

078-912-0024

16 串揚げ

オカノ薬局明石駅店 明石市大明石町1丁目3－3 078-918-7624

掲載なし

17 薬局
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いとう薬局 明石市大明石町1丁目6-16 078-911-5255

掲載なし

18 薬局

くすり屋いとう 明石市大明石町1丁目6-17 078-911-3238

掲載なし

19 薬局

グリーンヒルホテル明石 明石市大明石町2丁目1番1号 078-912-0111

078-912-0120

20 宿泊

株式会社　魚作 明石市鍛冶屋町4-24 078-912-2534

078-912-2534

21 季節料理、
会席料理

8カフェ 明石市中崎１丁目3-1 090-5641-0950

掲載なし

22 喫茶

セブン-イレブン明石市役所店 明石市中崎1丁目5－1

明石市役所本庁舎2階ロビー北側

078-914-6226

掲載なし

23 コンビニ

ベーカリーののはな 明石市天文町１丁目3-4 078-995-8744

掲載なし

24 パン

ヘアーエステリエート 明石市天文町1丁目4-15 078-914-2230

掲載なし

25 理美容

たこ左衛門 明石市本町1-1-17 050-7132-6787

掲載なし

26

うお左衛門 明石市本町1-1-21 078-940-6522

掲載なし

27 飲食店

和ごころ　万彩 明石市本町1-3-14 078-920-8535

掲載なし

28 和食

No123 明石市本町1-4-15 078-911-3361

078-911-3361

29 マフィン

白川南店 明石市本町1-4-17 078-911-2689

078-911-2689

30 海産物

すし左衛門 明石市本町1-5-18 078-939-5486

掲載なし

31 寿司、天ぷ
ら

ほのぼの 明石市本町1-6-3 078-913-5315

078-913-5315

32 福祉

レストランバー　オオタニ 明石市本町1丁目1-13 078-911-5181

掲載なし

33 イタリアン、
ダイニング
バー

みどり食堂 明石市本町1丁目12－11 078-911-3579

掲載なし

34 食堂

魚の棚パスタバール 明石市本町1丁目1-22 078-918-0020

078-918-0020

35 イタリアン
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富士の山菓舗 明石市本町1丁目13-20 078-911-2479

掲載なし

36 せんべい

貞楽 明石市本町1丁目1－5 078-911-8051

078-911-8051

37 寿司

おのや 明石市本町1丁目15-16 078-911-0255

078-911-3571

38 神具

チーロ 明石市本町1丁目17-3

ゑびや第2ビル1階

078-912-9400

078-912-9400

39 イタリアン

株式会社　くるみや 明石市本町１丁目19番3号 078-911-2468

掲載なし

40 洋菓子

溶岩石焼おかもと 明石市本町1丁目1番9号

シーサイドマンション１階

078-912-1414

078-912-1414

41 焼鳥

ギャラリーであい 明石市本町１丁目2-11 078-914-5728

078-914-5728

42 明石焼

安井無線電器商会 明石市本町１丁目2-20 078-911-3172

078-911-3172

43 電器

昼網和膳穂の花 明石市本町1丁目2-7

（魚の棚商店街）

078-918-3949

掲載なし

44 居酒屋

永楽堂　魚の棚店 明石市本町1丁目2-9 078-912-3977

078-912-3977

45 和菓子

中國菜　おおつか 明石市本町１丁目4-16 078-918-6051

078-918-6051

46 中華料理

林喜商店 明石市本町１丁目4番20号 078-911-3378

078-911-0831

47 穴子

あかし多幸 明石市本町１丁目5-17 078-911-2241

078-911-2241

48 明石焼

有限会社　ハセ蒲鉾 明石市本町1丁目5-8 078-911-2215

078-913-3123

49 蒲鉾

有限会社　未来 明石市本町1丁目6-16 078-913-7422

078-940-9826

50 海産物

パティスリー　ヤマチョウ 明石市本町１丁目6番3号 078-911-3359

掲載なし

51 洋菓子

喫茶エール 明石市本町2-9-6

RS本町ビル2F

078-203-5655

078-203-5655

52 喫茶

のびあに 明石市本町2丁目1-18 078-918-1118

掲載なし

53 焼肉
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喫茶セントローレンス 明石市本町2丁目5-32 078-911-6671

掲載なし

54 喫茶店

こかく庵 明石市本町2丁目5-6 078-912-2118

078-913-1034

55 うどん

京作商店 明石市本町2丁目5-8 078-911-2194

078-911-2194

56 こうじ

亀屋昌信　亀井堂 明石市本町2丁目6-13 078-911-3027

掲載なし

57 和菓子

黒毛和牛焼肉と海鮮浜焼き　たに
やん

明石市本町2丁目9-6

RS本町ビル1F

078-911-5110

記載なし

58 焼肉、居酒
屋、魚介料
理・海鮮料
理

林校区まちづくり協議会 明石市林崎町1丁目11番2号

林コミセン

078-923-7314

078-923-7362

59 自治会館

3COINS　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-965-6050

掲載なし

60 雑貨

café MUJI 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-911-0026

掲載なし

61 喫茶

COSMETIC はなびし 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-918-7475

078-918-7475

62 化粧品

Dion Dion　明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-995-5151

078-995-5151

63 ネイル

Heart dance ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-918-7660

078-918-7660

64 アクセサ
リー

ＪＩＮＳ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-914-9140

078-914-9140

65 眼鏡

LEE 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-917-1580

掲載なし

66 衣料品

POU DOU DOU 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-915-2188

078-915-2188

67 衣料品

SM2 keittio 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-912-0777

掲載なし

68 衣料品

エービーシー・マート 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-915-0325

078-915-0326

69 靴

オルビス 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-911-2030

078-911-2030

70 化粧品
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キートス　明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-939-2130

掲載なし

71 雑貨

ココシュカ　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-915-7059

078-915-7059

72 化粧品

サックスバー　ジーン　明石駅店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-915-7425

078-915-7425

73 バッグ

シャポード　明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-917-0010

078-917-0010

74 ウイッグ

ストロベリーフィールズ　ピオレ明
石店

明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-917-5200

078-917-5200

75 衣料品

セポスターチス　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-918-1881

掲載なし

76 衣料品

チュチュアンナ　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-939-5254

078-939-5254

77 靴下

ニューヤマモト 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-917-2389

掲載なし

78 衣料品

ハウスオブローゼ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-919-4816

078-919-4816

79 化粧品

ハンズ　ビー　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-918-1550

掲載なし

80 文房具

ビースリー　明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-919-4747

078-919-4747

81 衣料品

ビックママ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-945-6001

掲載なし

82 リフォーム

ベリテ　明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-919-2455

078-919-2456

83 ジュエリー

ラフィネ　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-920-9151

掲載なし

84 リラクゼー
ション

喜久屋書店　明石駅ビル店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-915-2622

掲載なし

85 書店

中央コンタクト　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-915-2722

掲載なし

86 コンタクト

薬マツモトキヨシ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-915-0380

掲載なし

87 薬局

澤田帽子専門店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石西館

078-911-2539

078-911-2539

88 帽子
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こだま 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-913-0160

078-913-0160

89 明石焼

こなな　明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-964-5336

掲載なし

90 パスタ

ゴンチャロフ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-914-2722

掲載なし

91 洋菓子

すし処酒処　道場 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-911-8081

掲載なし

92 寿司

ダンマルシェ明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-920-8666

078-920-8606

93 パン

チョコレートハウスモンロワール　
明石店

明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

掲載なし

掲載なし

94 洋菓子

とんかつ新宿さぼてん 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-920-9557

掲載なし

95 とんかつ

ピオレ明石インフォメーション 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-911-1115

078-911-2644

96 ショッピング
センター

ママンユキ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-995-9913

掲載なし

97 洋菓子

ミャムミャムボンボンフォーレ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-911-0055

078-911-0055

98 洋菓子

モロゾフ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-913-3669

078-913-3669

99 洋菓子

レーブドゥシェフ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-939-6120

掲載なし

100 洋菓子

ワッフル・ケーキの店　エール・エ
ル

明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-917-0007

078-917-0007

101 洋菓子

菓匠　清閑院 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-995-8005

078-995-8005

102 和菓子

金沢治与門窯スッポン堂 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-911-3228

078-911-3228

103 食品(健康
食品)

鶏膳明石総本店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-912-1055

078-912-1055

104 居酒屋

鶏太郎 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-939-6099

掲載なし

105 焼鳥

成城石井　明石店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-915-1886

掲載なし

106 スーパー
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中央食彩　八喜園 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-912-1515

078-912-1515

107 食品

都きしめん　明石本店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-917-3851

078-914-0385

108 きしめん

藤江屋分大 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-913-0156

078-913-6631

109 和菓子

播磨昆布　潮づくし　みどり食品 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-945-5903

978-945-5903

110 食品

文明堂 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-912-5788

078-912-5788

111 和菓子

本神戸肉　森谷商店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-917-4129

掲載なし

112 食品

明石菊水　明石駅前店 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-911-3322

掲載なし

113 寿司

明石名産ギフトしらかわ 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-915-2310

078-915-2310

114 食品

和菓子司　大栄堂本舗 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-918-7639

掲載なし

115 和菓子

珈琲駅　サンロード 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館1F

078-917-5533

掲載なし

116 喫茶

コリアンキッチン　シジャン 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館2F

078-915-0315

掲載なし

117 韓国料理

リストランテ　アンティーコ　アルベ
ルゴ　明石

明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館2F

078-915-8665

078-915-8665

118 イタリアン

紅虎餃子房 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館2F

078-939-5244

掲載なし

119 中華料理

自家製麵杵屋 明石市大明石町1-1-23

ピオレ明石東館2F

078-915-2312

078-915-2312

120 うどん

イストワール 明石市大明石町1‐1‐23

ピオレ明石西館

070-8988－4856

掲載なし

121 バッグ

マザームーンカフェ 明石市大明石町1‐1‐23

ピオレ明石西館

078‐964-6180

掲載なし

122 カフェ

ルナアース　ピオレ明石店 明石市大明石町1-1-23ピオレ明石西館 078-962-5582

078-962-5582

123 服飾雑貨

鎌倉パスタ ピオレ明石 明石市大明石町1-4-20

ピオレ明石南館2F

078-915-0309

掲載なし

124 パスタ
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店　舗　名　（事　業　所　名）　　 所　　　在　　　地　　　　　　　　 電話（上）／FAX（下）No 業種目

CAFÉ de CRIE パピオスあかし店 明石市大明石町1-6-1 078-940-8585

掲載なし

125 喫茶

オカノ薬局パピオス西店 明石市大明石町1-6-1 078-915-8577

掲載なし

126 薬局

オカノ薬局パピオス東店 明石市大明石町1-6-1 078-915-8555

掲載なし

127 薬局

かなもり眼科クリニック 明石市大明石町1-6-1 078-911-1146

078-911-1148

128 眼科

ドコモショップ明石店 明石市大明石町1-6-1 0120-395-257

掲載なし

129 携帯電話

パピオスあかし管理組合法人 明石市大明石町1-6-1 078-917-8139

078-917-8149

130 複合用途施
設

メガネの三城 明石駅前店 明石市大明石町1-6-1 078-914-3250

掲載なし

131 眼鏡

よこた内科クリニック 明石市大明石町1-6-1 078-915-0377

078-915-0378

132 内科

鷲尾皮フ科 明石市大明石町1-6-1 078-913-0070

078-913-0070

133 皮膚科

お好み焼道場 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし1F

078-911-8084

078-913-0160

134 お好み焼

こて屋 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし1F

078-917-3717

078-917-3717

135 お好み焼

ローソン　パピオスあかし店 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし2050

078-915-2060136 ローソン

シュシュポルト 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし2F

078-925-9100

掲載なし

137 写真

ジュンク堂書店 明石店 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし2F

078-918-6670

078-918-6671

138 書店

ナガサワ文具センター 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし2F

078-915-5288

078-915-5289

139 文房具

マクドナルド　明石店 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし2F

078-912-1558

掲載なし

140 ファストフー
ド

久保整形外科クリニック 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし3F

078-917-6800

078-917-3303

141 整形外科

川畑歯科医院 明石市大明石町1-6-1

パピオスあかし3F

078-915-2525

078-915-2526

142 歯科
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信州そば処　そじ坊 明石市大明石町1-6-1

パピオス明石2階

078-915-2822

078-915-2822

143 そば

UCCカフェプラザ 明石駅前店　　 明石市大明石町1丁目6-1

パピオス明石1F

078-964-5252

078-964-5252

144 喫茶

保険見直し本舗　アスピア明石店 明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石南館3F

078-915-0051

078-915-0052

145 保険

ただいメンタルクリニック 明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石北館2階

078-917-0034

078-917-0035

146 心療内科・
精神科

アスピア明石インフォメーション 明石市東仲ノ町6番1号

アスピア明石1F

078-915-5201

078-915-5205

147 案内所

アスピア明石エポスカードセンター 明石市東仲ノ町6番1号

アスピア明石B1F

078-915-0611

078-915-0612

148 クレジット
カード

ミズノウエルネスショップ 明石市東仲ノ町6番1号

アスピア明石南館1F

078-939-4526

掲載なし

149 スポーツ用
品

よくわかる！ほけん案内　アスピ
ア明石店

明石市東仲ノ町6番1号

アスピア明石南館1F

078-915-7552

078-915-7556

150 保険

Hide and seek 明石市東仲ノ町6番1号

アスピア明石南館2F

078-915-5294

078-915-5294

151 衣料品

スーツセレクト　アスピア明石 明石市東仲ノ町6番1号

アスピア明石南館2F

078-915-0321

掲載なし

152 衣料品

カメヤ 明石市本町1丁目1-32 078-912-5623

掲載なし

153 洋品店

モア 明石市本町1丁目1-32 078-912-5612

掲載なし

154 化粧品

ももいろ麒麟 明石市本町1丁目1-32 078-914-1892

078-914-1892

155 子供服のレ
ンタル

易占塾　実相 明石市本町1丁目1-32 078-917-8115

掲載なし

156 易学鑑定

株式会社　アンベリール 明石市本町1丁目1-32 078-918-7508

078-918-7508

157 衣料品

株式会社サポートホームサービス 明石市本町1丁目1-32 078-913-0002

078-913-0860

158 賃貸

靴修理合カギ　ピット 明石市本町1丁目1-32 078-918-7472

078-918-7472

159 靴修理　合
カギ

ハクジュプラザ　明石店 明石市本町1丁目1-32

らぽす1F

078-380-0217

078-380-0217

160 ヘルストロン
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ジュエリー　スギハラ 明石市本町1丁目1-32

らぽす1階

078-920-8678

078-920-8618

161 ジュエリー

アトリエ　トンちゃん 明石市本町1丁目1-32

らぽす1階売場

090-4497-4208

掲載なし

162 雑貨

明石夢工房　西明石店 明石市花園町3-13 078-929-1188

078-929-1188

163 明石焼

有限会社アンジェ 明石市小久保1丁目4-11

恭和ビル1F

078-929-1939

078-925-6199

164 洋菓子

鮨和 明石市小久保2丁目1-1

YSビル1F101

078-923-4470

掲載なし

165 寿司

コットンベール 明石市小久保2丁目2-13 078-935-0004

掲載なし

166 菓子・雑貨

手打ちうどん　めん棒 明石市小久保2丁目2‐13

山田ビル104

078-922-5376

掲載なし

167 うどん

hair story for Woke 明石市小久保5丁目12-7-102 090-8528-7849

掲載なし

168 美容院

Mama'sキッチンnono 明石市小久保6丁目4-6

グランメゾンアニー1F

078-995-9840

078-995-9840

169 喫茶

菊水鮓西店 明石市松の内1丁目4-15 078-928-7157

078-927-4611

170 寿司

医療法人　愛進会　ゆたに歯科ク
リニック

明石市松の内2-7-3 078-927-1565

掲載なし

171 歯科

ホテルキャッスルプラザ 明石市松の内2丁目2番地 078-927-1111

078-928-9191

172 宿泊

ダンマルシェ西明石店 明石市松の内2丁目3-8 078-927-8224

078-945-6348

173 パン

都きしめん　西明石店 明石市松の内2丁目3-8 078-929-3851

掲載なし

174 きしめん

黒田医院 明石市西新町2丁目4番13号 078-922-3391

078-922-3684

175 耳鼻科

はし処やまじ 明石市西明石南町2丁目2－4

アーバン寿ビル102

070-1772-0050

掲載なし

176 居酒屋

はし処　恵 明石市西明石北町3丁目1-13

岸本ビル102号

078-920-0711

078-920-0711

177 居酒屋

ししだ眼科クリニック 明石市明南町1丁目3番1号 078-928-7911

078-928-7911

178 眼科
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鍼灸マッサージ　あさみ 明石市明南町2丁目18‐25 078-224-1584

078-224-1584

179 鍼灸マッ
サージ

香港旬彩　朋 明石市野々上3丁目15-5

桑の木マンション103

078-925-3110

078-925-3110

180 中華料理

楠本電機株式会社 明石市和坂12－22 078-928-3334

078-928-3335

181 家電販売

ぜんさく 明石市和坂12－7 078-928-0246

078-921-0301

182 割烹

イオン明石ショッピングセンター
　２番街インフォメーション

明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-934-2881

掲載なし

183 ショッピング
センター

おむらいす亭 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-936-6712

掲載なし

184 洋食

キャンドゥ　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-934-9222

078-934-9222

185 百円ショップ

クラウン　カリー&ケバブ 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-935-0712

078-935-0712

186 カレー

クリーニング　ルビー　イオン明石
店

明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-934-9140

掲載なし

187 クリーニング

コナミスポーツクラブ明石大久保 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-934-2619

掲載なし

188 スポーツク
ラブ

サーティーワンアイスクリームイオ
ン明石ＳＣ

明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-934-1731

078-934-1731

189 アイスクリー
ム

サイゼリヤ　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-938-2180

078-938-2178

190 イタリアン

シュープラザ 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-938-0320

078-938-0320

191 靴

はま寿司イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-938-3035

078-938-3036

192 回転寿司

マクドナルド　イオン明石2番街店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-938-3140

掲載なし

193 ファストフー
ド

リンガーハットイオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-938-2110

掲載なし

194 ちゃんぽん

雲水謡 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-935-1757

078-935-1757

195 中華料理

杵屋　イオン明石ショッピングセン
ター店

明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-934-7013

078-934-7013

196 うどん
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四六時中イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-937-0208

078-937-0208

197 和食

天下一品　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-934-7333

078-934-7333

198 ラーメン

未来屋書店明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 078-938-3391

078-938-3392

199 書店

カフェ・ド・ペラゴロ　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1

イオン明石3番街1F

078-937-0207

078-937-0207

200 喫茶

コメダ珈琲店　イオン明石SC2番
街店

明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター2番街1F

078-920-9966

掲載なし

201 喫茶

スガキヤ 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター2番街1F

078-939-2002

掲載なし

202 ラーメン

はなまるうどん　イオン明石２番街
店

明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター2番街1F

078-939-3870

078-939-3870

203 うどん

Mac-House　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター2番街2F

078-939-2227

078-939-2227

204 衣料品

ぺテモ 明石市大久保町ゆりのき通3丁目2 078-938-0513

掲載なし

205 ペットショッ
プ

ＦＩＴ（フィット）明石 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-937-7044

078-937-7044

206 靴修理

ｇｒｏｖｅ 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-3133

掲載なし

207 衣料品

ＪＴＢ 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-3160

掲載なし

208 旅行

アヴェニュー 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-9376

078-934-9376

209 衣料品

イオンリテール株式会社イオン明
石店

明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-2881

078-934-2699

210 ショッピング
センター

イオン銀行　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 0120-13-1089

掲載なし

211 銀行

イオン明石ショッピングセンターＳ
Ｃ事務所

明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-387-6811

078-934-1707

212 ショッピング
センター

カラートレイン　イオン明石ショッピ
ングセンター3番街店

明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 092-732-6693

掲載なし

213 ヘアカラー

コムサイズム　イオン明石 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-3113

掲載なし

214 衣料品
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ザ・クロックハウス　明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-936-5160

078-936-5160

215 時計

シューラルー 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-2841

078-936-5856

216 衣料品

スタジオマリオ　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-0930

078-938-3070

217 写真

ダブルデイ　明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-9486

078-934-9482

218 インテリア

ディッパーダン 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-5255

078-934-5255

219 クレープ

パリス・デ・スキン 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 0120-34-8871

0120-34-8871

220 脱毛エステ

はん・印刷のＯＴＡＮＩ 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-2337

078-934-2337

221 印鑑

ブランシェス 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-9162

078-934-9162

222 衣料品

ベリーキッス 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-6550

078-934-6550

223 衣料品

ほけんの窓口 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-2115

078-938-2125

224 保険

ミスタードーナツイオン明石ショッ
プ

明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-3336

078-938-3336

225 ファストフー
ド

モーリーファンタジー明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 070-3100-3721

掲載なし

226 室内遊園地

ライトオン 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-0121

掲載なし

227 衣料品

リサイクルキング 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-939-4820

掲載なし

228 貴金属

リフォームブティック　フォルムアイ 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-9480

掲載なし

229 リフォーム

株式会社ベリテ　明石イオン店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-3551

掲載なし

230 ジュエリー

金久右衛門 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-7118

掲載なし

231 ラーメン

小川珈琲 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-1339

078-934-1339

232 喫茶
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味工房 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-934-8801

掲載なし

233 食品

明石カルチャーセンター 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1 078-938-2411

掲載なし

234 カルチャー
センター

エステール明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1

イオン明石3番街2F

078-934-1294

078-934-1294

235 ジュエリー

(有)ミヤケ　モンチビ 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1

イオン明石4F「モンチビ」

078-934-0345

078-934-0345

236 ペットショッ
プ

いきなりステーキ　イオン明石
ショッピングセンター店

明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター

078-964-5529

078-964-5529

237 ステーキ

食彩館ひのき 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター1F

078-962-5806

078-962-5806

238 弁当・惣菜

愛眼株式会社 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター3番街4F

078-936-8601

掲載なし

239 眼鏡

スマートクール　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター4F

078-920-8887

078-920-8887

240 iPhone修理
業

ブブアブ　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通3丁目3-1

イオン明石ショッピングセンター4F

078-934-2377

078-940-6531

241 リラクゼー
ション

SM2　keittio　明石ビブレ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-940-6333

掲載なし

242 衣料品

アイシティ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-938-2970

掲載なし

243 コンタクト

イオンシネマ明石 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-934-4944

掲載なし

244 映画館

エリプス　明石ビブレ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-936-1961

掲載なし

245 衣料品

ジュピター　明石ビブレ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-937-2131

掲載なし

246 コーヒー挽
き売り、輸入
食品販売

タベルト明石店 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-936-0183

掲載なし

247 スーパー

ハニーズ・ディーストア 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-940-8277

掲載なし

248 衣料品

ファクトリーシン 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-934-3255

掲載なし

249 洋菓子

ブーランジェリーバリュックプリュス 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-920-8257

掲載なし

250 パン
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店　舗　名　（事　業　所　名）　　 所　　　在　　　地　　　　　　　　 電話（上）／FAX（下）No 業種目

ブルーエクリュ　明石ビブレ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-936-1962

掲載なし

251 衣料品

ブルーブルーエ　明石ビブレ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-934-3300

掲載なし

252 雑貨

株式会社　文明堂　神戸店　大久
保店

明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-936-2569

078-936-2569

253 和菓子

株式会社オンワード樫山
　Feroux･anysis

明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-938-1066

掲載なし

254 衣料品

三國屋善五郎 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-934-4621

掲載なし

255 お茶

明石ビブレ　アンジュドゥブラン
シュ

明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-936-1996

掲載なし

256 雑貨

明石ビブレ　エスパリエ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-936-1960

掲載なし

257 衣料品

明石ビブレ　カフェモロゾフ 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-935-6332

掲載なし

258 喫茶

有限会社　神戸ふたみ堂 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-2 078-935-5749

掲載なし

259 和菓子

西田花店 明石市大久保町江井島 078-946-1017

掲載なし

260 生花店

ファミリーファッション　西出屋　江
井島店

明石市大久保町江井島752-5 078-946-2163

078-946-2163

261 紳士婦人
服・雑貨・ス
クール用品

きくや菓子店 明石市大久保町江井島763-1 078-946-1016

掲載なし

262 駄菓子

ふじいち鮮魚店 明石市大久保町江井島763-1 078-946-2161

078-946-2161

263 鮮魚卸売小
売業

ホームベーカリーＳアンドＨ 明石市大久保町江井島763-1 070-2282-2984

掲載なし

264 パン

ぼっかけ 明石市大久保町江井島763-1 078-946-8848

掲載なし

265 うどん

株式会社　ＧＯＷＥＬＬ　こねっと 明石市大久保町江井島763-1 078-946-3100

078-946-3210

266 介護事業所
(訪問介護)

宮本漬物 明石市大久保町江井島763-1 078-946-2537

078-946-2537

267 漬物小売

有限会社　サクセスフーズ 明石市大久保町江井島763-1 078-946-3516

078-946-3516

268 精肉店
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有限会社　まるなか 明石市大久保町江井島763-1 078-946-2535

掲載なし

269 鶏肉・焼き
鳥販売

タマヤ 明石市大久保町江井島763-1

江井ヶ島綜合市場

078-946-0540

掲載なし

270 化粧品

さくらデイサービス 明石市大久保町江井島763-3 078-946-5881

078-946-5881

271 介護事業所
(通所介護）

志互都人 明石市大久保町江井島763-5

江井ヶ島綜合市場

078-946-3579

掲載なし

272 自転車・便
利屋

江井ヶ島綜合市場運営委員会 明石市大久保町江井島763番地の6 078-946-3579

掲載なし

273 事務所

Cafe　and pudding 晴れ晴れ 兵庫県明石市大久保町江井島1033-4 080-6175-9230

掲載なし

274 カフェ

串くし本舗　大久保店 明石市大久保町ゆりのき通1丁目2-2-2-1 078-935-3456

掲載なし

275 居酒屋

鳥貴族　兵庫大久保店 明石市大久保町ゆりのき通１丁目2-3 078-935-1428

078-935-1428

276 焼鳥

ヘアーズゲート　ビエラ大久保店 明石市大久保町ゆりのき通１丁目3-1

ビエラ大久保2F

078-935-3355

078-935-3355

277 理美容

きひら耳鼻咽喉科 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2

ウエストスクエア3番館103

078-935-8733

078-935-3321

278 耳鼻科

ダンマルシェ大久保北店 明石市大久保町茜1丁目3-22 078-934-8780

078-934-8781

279 パン

花雅 明石市大久保町茜3-16-5 078-938-0333

078-938-0393

280 花屋

トミヤ　大久保駅前店 明石市大久保町駅前1丁目11-1-101 078-935-2002

078-935-2002

281 化粧品

株式会社　水田種苗園 明石市大久保町駅前1丁目13-6 078-936-1166

078-936-1167

282 種苗販売と
花

F's salon 明石市大久保町駅前1丁目16-10

グランシャリオSATOH106号

078-934-7337

掲載なし

283 理美容

骨格プロポーション 明石市大久保町駅前1丁目5-10-402 078-934-1616

078-934-1616

284 カイロプラク
ティック

医療法人社団野瀬耳鼻咽喉科 明石市大久保町駅前1丁目5-11 078-934-8733

078-934-8734

285 耳鼻科

喫茶　コケシ 明石市大久保町駅前1丁目7-5 078-935-0522

掲載なし

286 喫茶
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着物・婦人服はいの 明石市大久保町駅前1丁目8番地の5 078-936-0055

078-935-5355

287 衣料品

有限会社　よしかわ 明石市大久保町駅前1丁目9番地12 078-936-0030

078-936-0085

288 食品

パン工房　こむぎ堂 明石市大久保町駅前2丁目1-10 078-936-7763

078-936-7763

289 パン

金扇堂 明石市大久保町駅前2丁目1－10

パレロワイヤル壱番館

078-936-2614

078-936-2614

290 和菓子

株式会社　大久保スーパー 明石市大久保町駅前2丁目1番地の1 078-936-0076

078-936-1629

291 スーパー

株式会社　木村屋 明石市大久保町駅前2丁目1番地の5 078-935-0151

078-935-2100

292 金物

株式会社　めい美 明石市大久保町駅前2丁目2-17 078-934-1515

掲載なし

293 衣料品

西海商店 明石市大久保町高丘3丁目12-1 078-935-0265

078-935-0268

294 食品

りらく鍼灸整骨院 明石市大久保町松陰1115-1-101 078-935-8560

078-935-8560

295 鍼灸整骨院

フードコート明石食堂 明石市大久保町松陰1126-50

（第二神明明石サービスエリア内）

078-935-3333

掲載なし

296 フードコート

レストラン神戸食堂 明石市大久保町松陰1126-50

（第二神明明石サービスエリア内）

078-935-3333

掲載なし

297 レストラン

別館　西蔵うどん 明石市大久保町松陰1126-50

（第二神明明石サービスエリア内）

078-935-3333

掲載なし

298 うどん

別館　東蔵うどん 明石市大久保町松陰1126-50

（第二神明明石サービスエリア内）

078-935-3333

掲載なし

299 うどん

都きしめん　大久保店 明石市大久保町大久保駅前1-13-27

オギノビル1階

078-934-0385

掲載なし

300 きしめん

へあ　あんじぇ 明石市大久保町大久保町270-8 078-938-0883

078-938-0883

301 美容室

さぶちゃん 明石市大久保町大久保町880－1 078-920-9255

掲載なし

302 明石焼き

まる福整骨院 明石市大久保町大窪1521-1 078-964-5005

078-964-5005

303 整骨院

お好焼　くいなっせ 明石市大久保町大窪825の6 078-935-7074

記載なし

304 お好み焼き
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カワイハウジング株式会社 明石市大久保町大窪826番地の1 078-935-2391

078-934-7237

305 住宅

社会福祉法人三幸福祉会 明石市大久保町大窪字戌亥谷3104番1 078-934-0800

078-934-0830

306 福祉

Sweets Cafe　いろは 明石市魚住町清水176

第3増田マンション101

078-945-5822

078-945-5822

307 喫茶

こびとぱん 明石市魚住町清水457 078-779-7488

078-942-6468

308 パン屋

清水ヶ丘自治会 明石市魚住町西岡579-12 078-942-8625

078-942-8625

309 自治会館

ダンマルシェJR魚住店 明石市魚住町中尾607番地の1

JR魚住駅構内

078-947-7002

078-940-8023

310 パン

株式会社ロッテリア 明石市二見町西二見1丁目18 078-949-0710

078-949-0710

311 ファストフー
ド

ａ.ｖ.ｖ 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-0730

掲載なし

312 衣料品

SYZ  明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-944-8381

078-944-8382

313 眼鏡

THE SHOP TK イトーヨーカドー明
石店

明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-0575

掲載なし

314 衣料品

アカチャンホンポ 明石イトーヨーカ
ドー店

明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-2124

掲載なし

315 衣料品

イトーヨーカドー明石店プラスハー
ト

明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-939-2525

078-939-2525

316 雑貨

ヴィレッジヴァンガード　イトーヨー
カドー明石

明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-944-8450

掲載なし

317 書店

カーブス　イトーヨカドー明石 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-2929

078-949-2929

318 ジム

カルディコーヒーファーム 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-944-8688

掲載なし

319 食品

くまざわ書店　明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-0717

708-949-0718

320 書店

ケンタッキーフライドチキン 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-0310

078-949-0310

321 ファストフー
ド

コムサイズム　明石イトーヨーカ
ドー

明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-0321

078-949-0322

322 衣料品
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ザ・クロックハウス　明石西二見店 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-941-7664

掲載なし

323 時計

パンタジーカフェ 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-942-0401

078-942-0401

324 パン

ピーチクラブ明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-3325

掲載なし

325 雑貨

ペッパーランチ 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-2339

掲載なし

326 ファストフー
ド

レフボン 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-944-2217

078-944-2217

327 パン

株式会社イトーヨーカ堂明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-941-5111

掲載なし

328 ショッピング
モール

株式会社エービーシー・マート 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-949-0751

078-949-0752

329 靴

丸亀製麺 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-941-0169

掲載なし

330 うどん

青い鳥クリーニング 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-943-2911

掲載なし

331 クリーニング

長田本庄軒 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-941-0286

078-941-0286

332 やきそば

文寶堂　明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-943-3401

078-943-3401

333 雑貨

保険テラス 明石市二見町西二見駅前1丁目18 078-939-7031

掲載なし

334 保険

ジュエルカフェ イトーヨーカドー明
石店

明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店 1階

078-949-1131

掲載なし

335 買取業務

Franc franc明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店1F

078-949-1290

078-949-1291

336 雑貨

Leaf　明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店1F

078-995-5615

078-995-5615

337 雑貨

Luce 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店1F

078-942-5231

078-942-5231

338 かばん

エメフィール 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店1F

078-944-6411

078-944-6411

339 衣料品

クラフトハート トーカイ イトーヨー
カドー明石店

明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店1F

078-944-3253

050-7505-3201

340 手芸
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サーティワンアイスクリーム 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店1F

078-943-0731

078-943-0731

341 アイスクリー
ム

ポッポ 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店1F

078-941-5200

掲載なし

342 ファストフー
ド

HUSHUSH 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店2F

078-949-0365

078-949-0365

343 衣料品

Mac-House　イトーヨカドー明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店2F

078-941-0601

078-941-0601

344 衣料品

ピンクアドベ 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店2F

078-949-0565

078-949-0565

345 衣料品

スタジオマリオ　イトーヨーカドー
明石店

明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店3F

078-944-1634

078-944-1638

346 写真

ペットの専門店コジマ明石店 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店3F

078-949-0650

078-949-0652

347 ペットショッ
プ

楽膳 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店3F

078-943-0232

掲載なし

348 とんかつ

新星堂　明石イトーヨーカドー店 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店3F

078-941-0331

078-941-0332

349 ＣＤ、ＤＶＤ

珈琲館 明石市二見町西二見駅前1丁目18

イトーヨーカドー明石店3F

078-949-3539

078-949-3539

350 喫茶

都きしめん　土山店 明石市二見町西二見2085-2 078-943-0385

掲載なし

351 きしめん

御料理　図子 明石市二見町西二見591 078-943-0500

078-943-0500

352 仕出し

浜小町 明石市二見町東二見1330－2 078-941-3722

078-941-3722

353 飲食

東二見漁業協同組合 明石市二見町東二見2017-7 078-942-2020

078-942-2021

354 漁協

バーバーまこと 明石市二見町東二見2019 078-941-1598

078-941-1598

355 理美容

株式会社　栽培屋はなきょう 明石市二見町東二見359-2 078-939-2556

078-939-2546

356 福祉

有限会社てんしん 明石市二見町東二見409番地の15 078-942-3109

078-942-3109

357 お好み焼

お好み焼き　あ～ぼ～ 明石市二見町東二見４２５－１ 078-944-0117358 飲食店
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店　舗　名　（事　業　所　名）　　 所　　　在　　　地　　　　　　　　 電話（上）／FAX（下）No 業種目

クオリティー　ヘア　ミント 明石市二見町東二見716-10 078-942-2293

078-942-2293

359 理美容
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