
 

 

 

 

  何と交換できるの？  

 

① ポイントを 学校園へ寄附 することができます 

 市立幼稚園・こども園・小・中・養護学校に寄附されたポイントは 1ポイント 1円で 

    学校園が希望する物品に交換されます 

       ※ポイント付与及び学校園への寄附は、各学校園（こども園・中学校を除く）で受付しています 

 

② ポイントを 物品と交換 することができます （原則、物品は後日郵送します） 

 ・300ポイント  ○コーヒーチケット 300 円分 

 ・500ポイント  ○鹿児のもち（5個） ○温泉入浴券  

 ・1,000ポイント ○鹿児のもち（15個） ○くつした ○ジャム 

 ・1,500ポイント ○ネックウォーマー ○はちみつ ○グラノーラ 

 ・3,000ポイント ○コーヒーチケット 3,３00円分 

  ※コーヒーチケットは海洋文化センター・加古川公民館・尾上公民館・平岡公民館・陵南公民館の喫茶 

   コーナーで使用できます。 

 

  いつ・どこで交換できるの？（市立学校園への寄附・物品との交換を受付） 

 

① 持ちもの   ウェルピーカード、ボランティア手帳（お持ちの方のみ）、 

         団体手帳（お持ちの方のみ） 

 

② 常設窓口   「まいぷれ加古川」加古川町寺家町 45  JA ビル１階   

         寺家町商店街入り口近く クリーニング屋向い 

         時間 １０時 から １８時（12 時から 13 時除く） 

③ 臨時窓口   開設日時・会場は 下記のとおり 

 

会 場 開 設 日 時 会 場 開 設 日 時 

加古川北公民館 
７月 19日(木) 

14：00-16：00 
志方公民館 

7月 25 日(水) 
14：00-16：00 

加古川公民館 
7 月 20日(金) 
9：00-11：00 

氷丘公民館 
7月 26 日(木) 
9：00-11：00 

東加古川公民館 
7 月 20日(金) 

14：00-16：00 
陵南公民館 

7月 26 日(木) 
14：00-16：00 

加古川西公民館 
7 月 24日(火) 
9：00-11：00 

尾上公民館 
7月 27 日(金) 
9：00-11：00 

両荘公民館 
7 月 24日(火) 

14：00-16：00 
別府公民館 

7月 27 日(金) 
14：00-16：00 

野口公民館 
7 月 25日(水) 
9：00-11：00 

平岡公民館 
7月 31 日(火) 
9：00-11：00 

かこがわウェルピーポイント 
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  ウェルピーポイントが、 下記店舗で利用できます！ 

 

  ウェルピーポイントが 1ポイント 1円で、地域の加盟店の買い物に利用できます。 

  また、加盟店で買い物すると、「ウェルピーカード」にポイントがたまります！ 

 

加盟店一覧（平成 30 年 5 月末時点） 

 ※最新の加盟店情報は、「まいぷれ加古川」で確認してください。 

 

店名 業種 所在地 

加古川町 

ファイテン加古川特約店 健康商品販売 溝之口 353-8 

イルチブレインヨガ加古川 ヨガ教室 寺家町 45 JA ビル 3階 

美食美菜 ROCO’S 弁当・配達 北在家 2565 

MYROOM COFFEE 飲食店 寺家町 377-1 079BUILD 3F 

HAIR’S BLUE HEAVEN Drop 美容室 北在家 2599 

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 

肉バル トレス 飲食店 篠原町 59-3Axekakogawa1 階 

創作酒房 駄駄 飲食店 北在家 2723 センタービル 1階 

馬馬家 飲食店 寺家町 163-5 スギビル 1F 

神野町 

フレッシュピックル パン販売 西之山 102-2 

野口町 

cocotiers（ココティエ） 洋服・雑貨 良野 1781 N103 

浜屋鍼灸院 鍼灸院 二屋 108-3 

和洋ダイニング SASAYU 飲食店 野口 144-33 

平岡町 

ちいさな写真屋さん 写真撮影（出張有） 高畑 187-45 

つゆき加古川店 寝具小売 一色 344-4 

パティスリー ル・グランディ 洋菓子店 つつじ野 2-2 

和食処 おおつぼ 飲食店 新在家 1丁目 254-12 1階 

TAKE ONE 女性専用ジム 新在家 1丁目 263-5 

やまちゃカフェ 飲食店 一色 793-8 

整体院 こはく 整体院 新在家 1129-12 

つつじ野あらい亭 飲食店 つつじ野 2-7 

尾上町 

スパゲッティー はるひろ 飲食店 安田 907 ゼニスコート 

別府町 

播磨珈琲倶楽部海洋文化センター内 飲食店 港町 16 

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＆バー リリーベル 飲食店 神吉 1317-1 

 

【問合せ先】 

まいぷれ加古川      

電話：079-440-9039 

所在地：加古川町寺家町 45 JA ビル 1階（クリーニング屋向い）  

ウェルピーポイント制度を応援している 

かこっピ 検索 

平成３０年 7 月 1日 

から利用開始 


