
使えるお店にはピンクのステッカーが貼って

あります。 
チャージできるお店にはブルーのステッカー 
☝（★印のついているお店です） 

 

 

 

 

 

 

（飲食・サービス関連） 
飲食店・居酒屋      

★いづみ 

・ILBINARIODIORO 

・インドネパールダイニング

カフェムナール 

・魚彩庵 あづま屋 

・うまいもん横丁 加西店 

★えぇもん王国 

・お好み焼きじゅうじゅう 

★お好み焼 とよだ 

・お食事お酒の店ぐいぐい 

・オリエンティーマキ 

・加西創作イタリアン gottuo 

・割烹四ツ目 

・カフェえん 

・Cafe &Diner West 

・Cafe de 70 

・カフェロッジ エデン 

・カラオケ BOXエリーゼ 

・唐から牛旨 

・㈲喫茶グランド 

・喫茶 鈴 

・喫茶ティンカーベル 

・喫茶・花みずき 

・くいしんぼう 

★CODATE293 

・ごはん家カフェ AOI 

・彩食呑処 松風 

・山陰海鮮炉端かば 加西店 

★地どり家由輝鳥 

・酒楽 

・すぱ屋 でんばー 

★セブンリーフクローバー 

・創作キッチン紡 

・dinnig BUS STOP 

・たこの壺 

 イオンモール加西北条店 

・中華料理 てんぐラーメン 

★ながさわ 加西店 

・花こよみ 

・花ようび 

・はりまのちっちゃな台所 

・Hawaiian Café 

魔法のパンケーキ 加西本店 

・びーどろはうす 

・公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 

兵庫県立フラワーセンター 

・ふく蔵 

・Bowl cafe Rotta 

・豆茶房 紋や 

・焼肉あさひ 

・焼肉えびすや 

・焼き肉 味園 

・横浜中華 華星 

 イオンモール加西北条店 

・らーめん八角 

 イオンモール加西北条店 

・ラッキーステーキ 

★和の遊び ひふみ 

 

スイーツ・パン      

・アンプリエ mishima 

・狛犬 gelato 

・サンモーリス 

・シフォンケーキ専門店こっこ 

・パン処森庵 

★有限会社フレッシュ 

ベーカリーグリム 

・ぼくにもクレープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小売業） 
総合スーパー・コンビニ  

★株式会社 荒木商店 

・イオンリテール（株） 

イオン加西北条店 

★ファミリーマート 

西村書店加西店 

★ファミリーマート 加西繁昌店 

・フレッシュバザール加西店 

・マックスバリュ 古坂店 

・マックスバリュ 加西中野店 

 

食料品販売・農産物販売   

・岡田農産株式会社 

★果樹園 碧の空 

・かもの郷ファーム 

・黒毛和牛専門店 

 株式会社たけうち 

★有限会社四季創庫モリ 

・すがの食料品店 

・瀬戸 アスティア店 

・瀬戸 本店 

・鮮魚 西松屋 

★高井製菓 

・高橋醤油株式会社 

★ten 

・吉田農園 いちご直売所 

・よしよし畑株式会社 

・ワイワイワイン 

 

衣料・ファッション    

・有限会社 貴裳苑みずた 

・クリーニングたんぽぽ加西店 

★ジョイあおやま有限会社 

・ダルマヤ 加西店 

・ニコラーフ 

 イオンモール加西北条店 

★ノエル 

・株式会社はたなか 呉服店 

★有限会社ふじわら制服 

★ブティック イヴ 

・ブティック CUBE 

★ボニータ 

★株式会社マリモ 

★モリタ洋品店 

・羅紗や 

・ワコールショップ アサイ 

 

生活用品・小物・雑貨   

・Vitrail＆Jam's Bag 

 イオンモール加西北条店 

・OPTIQUE PARIS MIKI 

 イオンモール加西北条店 

・有限会社カネコメガネ 

・ＫＡＮＤＡ 

 イオンモール加西北条店 

・ｋｏｃｏｅ 

 イオンモール加西北条店 

・コスメドコニシ 

・寝具のにしむら 

・ゼロアンドオー 

 イオンモール加西北条店 

・総合ブライダル館いのうえ 

・西村屋 

・はきもの・雨衣・傘  英賀屋 

・未来屋書店 

 イオンモール加西北条店 

・ヨロズアンティークモール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ディスカウントストア   

    ・ホームセンター 

★酒のスーパー足軽 

・ホームセンターコーナン 

 

家電・家具        

・市場株式会社 

★エディオン 加西東店 

・加西電機 

・有限会社 梶原電器 

・クマクラ電機株式会社 

・玉田電器 

・でんきのしかた 

★有限会社ナカウ電化センター 

★ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 ベスト電器 FC酒見電機 加西店 

・堀江電機 

・まえだでんき 

・ミヤマデンキ加西 

 

薬局・ドラッグストア   

・在田薬局 

 

ガソリンスタンド     

・植田石油株式会社 

・EneJet 加西 SS 

（ガソリン不可・サービスのみ） 

・高部石油㈱ 

・内藤石油店 

★藤本石油株式会社 

 

その他小売店       

・株式会社アガヤ 

★岩本農機株式会社 

★インテリアばんしき 

・大古瀬釣具センター 

・岡田電気商会 

・一般社団法人 加西市観光協会 

★かさいよしだ時計店 

・cafe gallery urumi 

・(有)川上タイヤ商会加西店 

・株式会社コタニ 

・シーシーエフ 

・Ｊ－ＰＩＣモバイル 

ステーション 加西北条 

・写真のすみよし 

・株式会社高見商会 

・Tobira Records 

★株式会社ハヤシ化粧品店 

・プリーシュア 

★（株）紅善 

・三宅酒造株式会社 

・メガネ HOUSEイトウ 

★メガネランド原田 

・メナード フェイシャルサロン 

 ラクーラフォンテ 

★有限会社毛利書店 

・もりあん 花の店 

・㈱ライズアップ 

★Life Photo STUDIO栄光社 

★ロイヤルフラワー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サービス業） 
自動車・サイクル     

★アリタサイクル 

・エム・ケー自工株式会社 

・オートサービス ノブ 

★小田商会 

・Caradvice MIKAMI 

・カーホスピタル トリッキー 

★CarRelation SAEGUSA 

・加門自動車 

★神田モータース 

・衣笠モーターサイクル 

・株式会社黒田モータース 

★株式会社 工和自動車 

・小谷モータース 

・三光自動車株式会社 

・株式会社 千石自動車 

・株式会社 高井自動車 

・株式会社 タカシマカーズ 

★有限会社タカハシ 

★株式会社 高見モータース 

・竹原商店 

・常峰モータース 

★道進自動車 株式会社 

・中村オートサービス 

★兵庫輪業社 

★株式会社広田自動車 

・ホンダカーズ 加西 

・ミスタータイヤマン井上 

・宮永モータース 

・モト・スパジオ 

・山本モータース 

★（有）渡辺車輌工業所 

 

理美容・健康サービス   

・カットまん 

・color room arnica 

★Clover 

・げんき整体院 

・cotti hair&eye 

・サラジュ 加西店 

・Salon de BONHEUR 

・ながたに整体院 

★ネイルサロン&スクール

M's＊Blossom 

・BARBERshop OLLIE 

・Balinese relaxation mapun 

★peony 

・ビューティハウス にしやま 

・美容室 モリワキ 

★美容室ラスタ 

・hirari 

★Fit‐STEP 

・Broom 

・hair collection nexus 

・hair salon atelier 

・ヘア サロン クロダ 

・Hair Salon KOSHIO 

・ヘアーサロンフジモト 

・hair design Clutch 

★POLA 華夢 fleurs 

★マスダ美容室 

★YOSAPARK美月 加西店 

・リラクゼーションサロン flavor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
娯楽・レジャー・スポーツ 

★アスも 

★有限会社加西平和堂スポーツ 

 

医療・福祉        

・NPO法人 庵ノ上 

・エル・ファーロ 

・おひさま整骨院 Plus30 fitness 

 

宿泊施設         

・いこいの村はりま 

・HOJO MACHI HOSTEL 

★民泊Ｄream千石 

 

建築・リフォーム     

・株式会社伊藤製材所 

・有限会社 井上製材所 

・MK電気株式会社 

・有限会社加西金物センター 

・小林電機商会 

★高電商会 

・有限会社松尾電気 

・株式会社森川住宅 

 

その他サービス      

・アート観光株式会社 

 イオンモール加西北条店 

・株式会社 RT工業 

・アリエス システムソリューション  

★かぐや農園 

・加西ギフトセンター 

・加西自動車学院 

・CAMILLE 

・株式会社キシモト 

★（有）大西洋ツーリスト 

★ポーラ化粧品上野ショップ・

エステンポユリリン 

・リスペア イオンモール加西北条店 

 

【加西市役所/公共施設】 

・市民課（住民票、印鑑登録 

 証明書、戸籍謄本・抄本など） 

・税務課（課税証明書、納税 

証明書、評価証明書など） 

・ふるさと創造課 

・農政課 

・環境課 

・教育総務課 

・生涯学習課 

・中央公民館 

・善防公民館 

・南部公民館 

・北部公民館 

・オークタウン加西 

・市民会館 

・地域交流センター 

・健康福祉会館 

・勤労者体育センター 

・クリーンセンター 

 

（以下、チャージのみ） 

【ねっぴ～Ｐａｙ事務局】 

★加西商工会議所 

 

（2022年 12月末現在） 

 

 

加西市ねっぴ～Ｐａｙ加盟店リスト 
★印はチャージ協力店 

★印のお店で現金チャージしてお使いいただけます。 


