
  

 
 

加盟店一覧（令和５年２月１日現在） 

 店名 業種 所在地等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加古川町 

美食美菜 ROCO’S 弁当・配達・飲食店 北在家 2565 

メガネギャラリー Primo メガネ小売 北在家 2285 ツーサム北在家 

馬馬家 飲食店 寺家町 362-１ ビアンテビル 1 階 

N きっちん 

  ※昼のみ営業 
飲食店 寺家町 163-5 スギビル１階 

おばんざい・お酒の Voir 

  ※夜のみ営業 
飲食店 寺家町 163-5 スギビル１階 

ステフォレ 文房具小売・飲食店 北在家 793-1 

ステフォレ nino 文房具小売・飲食店 篠原町 21-8 

ごくらくや佛壇店 本店 仏壇・仏具販売店 備後 299 

Superb Hair Collection 美容院 備後 60-２ 

CafeRob 加古川店 飲食店 河原 178-１ 

有機茶房 ごえん 飲食店 美乃利 706-1 森本ビル１階 

Sea・Star（シスター） 

salon＆ﾘｻｲｸﾙﾌｧｯｼｮﾝ＆結婚相談所 
ﾘｻｲｸﾙ品販売 備後 77-2 

宮脇種苗店 種苗小売 寺家町 18 

古民家カフェ 七宝 飲食店 木村 227 

株式会社 いぬい楽器 楽器販売・音楽教室 篠原町 21-8 カピル 21 5 階 

Patisserie Momo 洋菓子店 大野 1183-2 

有限会社 西村商店 ＬＰガス・都市ガス 本町 30-1 

POLA 加古川駅南 Milky way エステ・化粧品販売 溝之口 756 

炭ダイニング ととや 飲食店 粟津 1122 ルシャブラ粟津 101 

アン・ガトー 

加古川パンシュー店 
飲食店 粟津 438-2 

味季料理 りんどう 飲食店 木村 474-2 

肉そば麺達本店 飲食店 寺家町 141 

肉バル コズチ 飲食店 篠原町 68-3 玉ビル 2 階 

ビストロしゃかりき 北在家店 飲食店 北在家 2052 

ROOM2  

COFFEE＆ROASTER 
飲食店 寺家町 25-2 

神野町 フレッシュピックル パン販売・飲食店 西之山 102-2 

新神野 magnolia（マグノリア） 飲食店 6 丁目 25-14 

野口町 cocotiers（ココティエ） 洋服・雑貨 良野 1781 セントラルハイツ N103 

ウェルピーポイントが 1 ポイント 1 円で、ポイント加盟店の支払いに利用できます。 

また、加盟店で買い物などをすると、「ウェルピーカード」にポイントがたまります！ 
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浜屋鍼灸院 鍼灸院 二屋 108-3 

喫茶 Peck（ペック） 飲食店 良野 1782 

平岡町 

パティスリー ル・グランディ 洋菓子店 つつじ野 2-2 

かとう不動産 不動産 新在家 1372-21 

TAKE ONE 女性専用ジム 新在家 1-263-5 

おばんざい良平家 飲食店 新在家 2-264-4 メゾン東加古川 103 

キャサリンの店 

 Cafe＆Dining Bless 
飲食店 二俣６-１ 

播磨スポーツ スポーツ用品販売 新在家 3-288-9 

Liten COFFEE 喫茶店 新在家 1-257-2 ブレーンビル１階 

株式会社松下電気商会 電気工事業／家電販売 高畑 801-8 

スペースアップ加古川 建設・工事 高畑 207-1 エクセル東加古川 

播磨珈琲倶楽部 

   平岡公民館内喫茶室 
飲食店 平岡町土山 699-2 

尾上町 

お好み焼き・もんじゃ あーるだー 飲食店 口里 814 

café Pit 飲食店 旭 2-60-1 

明昭工業株式会社 商品販売 長田 517-23 

ふれあいの店 おちあい 健康・化粧品販売 池田 327 

きっちん工房りあん 飲食店 池田 1834 

肉のしみず 食肉販売 安田 282-3 

くりーむ堂 加古川店 飲食店 安田 920 ハイツ神楽田 1 階Ｂ 

別府町 

とんかつ きりしま 飲食店 新野辺 1150-11 

焼肉 志方亭 本店 飲食店 新野辺北町 6-43 

別亭石窯ステーキ志方亭 飲食店 新野辺北町 6-44 

和牛 いぐち 食肉販売 緑町 2 アリオ加古川グリーンマート内 

八幡町 明日香 宗佐店 飲食店 宗佐 783-1 

上荘町 オニキスフラット７加古川 自動車販売 都染 326 

東神吉町 

カフェ リリーベル 飲食店 神吉 1317-1 

株式会社 喜多農機 農機販売・農業全般 神吉 939-3 

米田町 株式会社 山本工務店 工務店 平津 450-12 

【問合せ先】 

まいぷれ加古川 

電話：079-440-9039 

所在地：加古川町溝之口 507 サンライズ加古川ビル 2 階 

かこっピ 検索 
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