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豊岡(427店舗） ファッションセンターしまむら　豊岡店 コクピット３１２トヨオカ ホットスタイル豊岡店 カフェ レスト　ボーイ 蕎麦処縁 ミスタードーナツ　コープデイズ豊岡ショップ PILATES STUDIO 375
【スーパー・コンビニ】 ブティック　クロワッサン こしの花店 ホームセンタージュンテンドー豊岡店 KAMINO COFFEE 台所研究所 みやま フォトスタジオ　コジロー

業務スーパー豊岡店 ブティック　リモージュ コスメティックひさや まつだ化粧品店 カルビ太郎 但馬本店 DINING BAR 真蔵 明月 フォトスタジオ ちっくたっく
コープデイズ豊岡 Flux K(フラックス・ケイ) コメリ　ハード＆グリーン正法寺店 マルシン文具店 韓国料理　吉田家 台湾料理　鮮味軒 美楽 フォトスタジオ富士光芸社・コープ店　らぼっく

さとう豊岡店　アイティ Precious. 佐伯文昌堂 桃の季 喫茶　案山子 たけなわ 夢邸 Blueocean 
スーパーにしがき　豊岡店 婦人洋品　つるや 酒屋 もりがき 山下釣具店 喫茶ソニア 但馬空港レストラン　ジェットストリーム メンバーズ　ＣＯＯＬ BLOW HAIR
スーパーにしがき　元町店 PRESENCE 咲々マーケット 山下燃料店 喫茶　窓 たじま炭火焼肉 輪が家 MENBERS　πの実 ヘアーサロン　カワミ
たじまんま マスミ鞄嚢ファクトリーショップ JAたじま　農業資材センター豊岡店 YAMASHO　豊岡店 キッチンdeカフェ・エフ dada 八百酔 Boulder plus
バザールタウン豊岡　メガ・フレッシュ館 Maison Def 但馬ビーフはまだ豊岡店 吉宗　津居山マリン給油所 紀ノ川 辰よし やきとり飯田商店 ましゅまろ天使
フレッシュバザール　豊岡九日市店 マックハウス豊岡バイパス店 じばさんショップ　TOYOBRA 吉宗　豊岡給油所 紀ノ川　2号店 谷口今川焼店 焼鳥Cocco もりた鍼灸指圧整骨院
フレッシュバザール　豊岡江本店 松屋 清水肉店 吉谷農芸株式会社 紀ノ川　三号店 中華そばえち江 焼肉　瑞苑 ラクープオオタニ
フレッシュバザール　豊岡正法寺パーク店 まんかつ 上新電機　豊岡店 よつや糸店 紀ノ川　四号店 つぼ八豊岡店 焼肉トミホルモン店 LAMP WORK  TASUKU
マルワ豊岡加広店 洋服の青山　豊岡店 鈴木ガクブチ店 ラ シゴーニュ 京香 つぼみ 焼肉丸善　九日市店 RITZ
ミニストップ　豊岡　木内店 RANA+Fuku 鈴木食料品店 リサイクルデパート省えねかん 餃子とたまごの研究所 都舞祇（つむぎ） 焼肉丸善　別邸遊庵 和・とーぷ
ミニストップ　豊岡　正法寺店 Rikomonランドセル 全但スポーツ　本店 リサイクルワールド豊岡1号店 餃子の王将正法寺店 DIY DOKORO 焼肉武藤道場 豊岡店 【宿泊・レジャー施設】
ミニフレッシュ　豊岡下陰店 レディースショップ　まりあん 贈答百貨フジイ リサイクルワールド豊岡2号店 餃子の王将豊岡店 手打ちそば酒房　稜 焼肉　もりや 城崎マリンワールド
野菜のサマンサ 【その他小売店】 但馬空港ターミナル　喫茶　売店　リラテック リビンズ・トヨオカ 京都　なお道　豊岡店 鉄板焼き一族 ユニBAR SuPle ホテル金波楼

【ドラックストア】 EYES（アイズ） 但馬地域地場産業振興センター 【飲食店】 金左エ門 鉄板焼　かくれんぼ 吉野家178号線豊岡店 民宿　はし本
ゴダイドラッグasB宮島店 I-Rise 但馬米穀 R2020 串焼屋三男坊 鉄板焼　真味 らーめん王国 リバーサイドまるやま
ゴダイドラッグ江本店 アクテイ　全但スポーツ　　 田中音友堂 アール ベル アンジェ豊岡 楠くす 鉄板焼き鳥　権四郎 ラーメン清水屋 【その他】
ゴダイドラッグ豊岡戸牧店 アピデ・タッチ豊岡店 田中化粧品店 あいしま クラブ古都 todo bien coffee らーめん龍花 R整体
ゴダイドラッグ豊岡昭和町店 アルソア四季 田中陶器店 あかれんが コメダ珈琲店　豊岡店 豊岡酒場コヤマ 来来亭 豊岡店 Ｉ．スマイル
ゴダイドラッグ豊岡店 池上合鴨農園　池屋 ちりめん屋豊岡店 味 肴屋　よし乃 豊岡塩元帥 RIN・1998 イーライフ（三和商事）
小西薬局 板垣漢方薬舗 津居山No.16（日和山食品） アビアン・トット 咲々うどん 豊寿司 ル、サンピェール 伊丹産業　豊岡支店
ジャパン豊岡店 一柳堂 TSUTAYA AVIX 豊岡店 炙り焼肉なつき さくら茶屋 なか井 レーベンアーゲ 井戸オートサービス
ジャパン豊岡船町店 今井石油 つゆき豊岡支店 アミタ 酒とめし　ひと晴れ 菜っぱ レストラン＆カフェ玄武洞 イマオカオートショップ
つじとく薬局正法寺店 岩本時計店・プチイワモト 東京靴流通センター　豊岡南店 居酒屋　ねぎぼうず 酒呑集楽おちゃの間 nicotto Wine and Kitchen S エックスモバイル豊岡店
ディスカウントドラッグコスモス中陰店 インテリアプラザ　山根家具 TOTOMA 居酒屋　渡月 さばさば にしき 【サービス】 川戸自動車工業
【衣料・装飾・かばん店】 植村靴履物店 土肥肉屋 居酒屋　梛 洒落's Bar 102 BAR　Knock　Out 青空写真館 城崎カンツリークラブ

Atelier nuu 宇上石油店 十松屋 居酒屋・夢まる SHION Bar　Re：plus＋ あけみ美容室 玄武洞ミュージアム
Apartment 栄一家具 たじま農業協同組合豊岡ＬＰガス販売店 居酒屋輪 しき彩 Bar Room アトリエ　フェティッシュ 山陰タイヤ
ARTPHERE TOYOOKA ABC-MART豊岡店 とよおかガスセンター いのこ 酒肴屋　神楽 HABATAKE Sweets Cafe eternal(エターナル) タイヤプロショップ但馬ゴム工業所

おおたユニフォームセンター エディオン豊岡店 豊の丘風遊菓 港や ima CAFE 酒菜哉 バラエティーミートショップスタミナ＆ひとり焼肉 エンタープライズヒライ　ふく福タクシー 豊岡自動車教習所
Alter Ego オートバックス豊岡店 トリムスポーツ 浮世 酒楽Bar　呑米 ばらっど Organic Hair Pandante 西村モータース
KASHIYAMA 　豊岡アイティ店 岡楽器店 ナウミプリン ウッディ豊岡店 旬彩美酒あまの 晩酌酒場　九 クオレ美容室駅前店 Byoubu ゴルフリゾートガーデン

KASHIYAMA 　豊岡アイティ店ASHI オキノカンパニー ナカイストアー うな幸 旬酒家　清國 ハンバーグのビアドリット豊劇店 クオレ美容室 中陰店 北但自動車
カバンツクリエーション オンデーズ豊岡店 なかがわ 旨いもん居酒屋　修味 場外市場食堂 ひおりの色 くまき写真館 ワタキ自動車
かばんのたなか カーテン工房 ナフコ 豊岡店 うまいや 食堂ふるさと 挽きたてそば大門 株式会社ケアネット　但馬支店 城崎（137店舗）
かばんの館 懐菓子処おらんだ屋 南條デンキ fcafe(エフ　カフェ)　瀬戸店 食楽酒房とつ ピッツェリア　ポルコロッソ 写真のミツタ　豊岡店 【スーパー・コンビニ】
かばん団地・木和田 家具の小川 ニイデンキ el Cafe del Sol じん 百果園 白バラドライ　江本店 quality market wada-ya（城崎温泉　和田屋）

鞄工房　嘉玄 kajukasi（花寿菓子） Paco　（パコ） 大石屋食堂 翠みどり ビリケンToレジェンド 白バラドライ　下陰店 ファミリーマート城崎温泉店
CAPTAIN・T カタシマ豊岡店 バザールタウン豊岡　メガ・ストック館 オーベルジュ豊岡1925 寿司房　与太呂 ファームハウスのの花 白バラドライ　正法寺店 ファミリーマート城崎湯島店
黒田学生服店 かとう電器 パッケージプラザきたそう 翁コープデイズ豊岡店 スターダスト 風来坊 白バラドライ　バザールタウン店 ミニフレッシュ　城崎店
小西淳治商店 ギフトショップ　うさみ パティスリーミニョン お好み焼き　翁　駅前本店 すってんてん豊岡店 ふじの実　豊岡店 白バラドライ　本店 【ドラックストア】
コムサイズム豊岡店 城崎スイーツ豊岡店 播磨屋本店 お好み焼・まゆ スナックOrion ブラキテ 整体院マッヘン くすりの小田
雑貨shop久屋 きものサロンけいたに パリミキ豊岡店 おさらぎ スナック花れん BLACK PEARL セレクトサロンガーデン 【衣料・装飾・かばん店】
THE　PLAN　豊岡店 金太郎城南本店 ヒグラシ珈琲 お食事自慢　武ちゃん すなっくkizuna ベルメール 千鶴園 かばんこみせ　さくら咲くら
JEAN'S　COUNTRY 金太郎中央店 フイッヤーマンズ・ビレッジ お食事処　大仙 スナック銀馬 星の蔵 全但バス 豊岡営業所 革のかばん　サーカスサーカス

しゃれっと 靴ＰＡＳＴＥＬ ブーランジュリー　モン お食事処　和香 スナック　周 ぼてじゅう 全但バス 豊岡駅前営業所 豊岡鞄認定販売店　蔵
谷山人形店 グラス　ジェイズ 二方蒲鉾 御食事処わか菜 スナック9 ボヌールポルテ タイヤランド　豊岡 BAG GALLERY 玄武
玉屋 グリーンマーケット豊岡店 ブックス　トム Alter Ego MATIC スナック　ピュア ほんまもん 竹谷直人司法書士・行政書士・海事代理士事務所 【その他小売店】
Toyooka KABAN　Artisan　Atelier クロサキミシン ブックストム　アイティ店 かき船 スナック舞 祭 ときお美容室 いたや
バースデイ　豊岡店 げんぶ堂　本店 仏壇仏具やました かっぱ寿司豊岡店 スナック百合 まどか 豊岡整体よぼう いなば鮮魚
はるやま豊岡店 玄武洞ミュージアムショップ bloom 割烹　魁 スナック　ラッキー まるやま館 ドライヘッドスパ専門店Onem いろは
ビビ 幸岡石油（株） Bake-house 割烹かわむら 炭火家らんたん 万感遊楽 Natuur IROHA STANDARD　いろは湯のまち

ビビ　アルビ店 コウノトリの郷直売所 北但米穀　駅前営業所 かね正 すみれ堂 Mangiare HEARTY ゑびや商店
ビビ　和屋店 神戸メガネ 北但米穀　大開営業所 カフェコテッジ　まるやま 創作料理　武士 me-rice 美容室シャンプー 岡本酒店
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（裏面に続く）



おけしょう鮮魚 城崎ジェラートカフェChaya 温もりの宿おけ庄 【ドラックストア】 小金家 マルミヤ 出石そば処桂 但熊弐番館
おみやげ蔵ふと井藤 城崎スイーツ本店 山本屋 ゴダイドラッグ日高店 寿楽庵 由良薬局 出石そば沢庵 但東営農生活センタ―
おみやげ処　でぐち kinosaki TOKIWA GARDEN やなぎ荘 ディスカウントドラッグコスモス但馬日高店 食彩酒房　花林 【衣料・装飾・かばん店】 出石皿そば花水木 中山石油
おみやげ百科　城崎 KINOSAKI BURGER 湯宿　山よし 天寿堂　小林薬品 Sweets&Booksキノシタ かばん工房 遊鞄 いずし堂　本店 農産物直売所　百笑館
角谷藤兵衛 城崎ビネガー 湯楽ーKinosaki　Spa＆Gaedensー 【衣料・装飾・かばん店】 末広 かばん工房 遊鞄０１ AK　CAFE 人、自然にやさしいお店　moko

花兆庵 城崎プリン専門店 kiman 旅館　サンルート 生活ハウス　ミヨシ threebirds かばん工房　RyuZo お肉と和食　味処２代目いずし川 平野石油
かどの駄菓子屋　城崎温泉店 城崎町家地ビールレストラン　グビガブ 【その他】 マインドハウスもりうち 西洋菓子工房　フーケの館 つるや洋品店 如月 【飲食店】
かみさき化粧品店 伽　奈 こうのとりリフォーム ミヨシインテリアアート 高砂 ふじい洋品店 輝山 赤花そばの郷
かみや民芸店 CREEZAN 城崎本店 竹野（33店舗） ルベール 中華料理　一品香 【その他小売店】 金太郎　出石店 入船
城崎街道　海の駅 コーヒーショップNOVA 【スーパー・コンビニ】 【その他小売店】 殿さんそば 浅田書店 玄 お食事処たんとう
城崎堂 珈琲処きくや ミニフレッシュ　竹野店 R's Company ナチュロバロリスの森レストラン 上田陶磁器店 五萬石 カフェ野の花
城崎米穀 茶房　夢屋 【ドラックストア】 アトム電器豊岡南店 バーガーシティ いしの精肉店 さらそば甚兵衛 Cafe　森のごはん
城崎モータープール さんぽう西村屋 本店 なりい薬房 あるまま 冨貴　日高店 出石営農生活センター 仕出し居酒屋　きしもと Coffe&Rest house　ぽっと＆pot

木下自転車店 JAPANESE TEA CAF'E FULUCK 【その他小売店】 小川電機商会 ペンション　ポムアンナ 出石タイヤ商会 じゃんぼ そば一
牛匠上田 食味処　うえむら 海の幸本舗　ますだ 河西ふとん店 焼肉丸善日高 いずし堂　札ノ辻店 しゃんらん 但熊
げんぶ堂　城崎店 すけ六 蟹かや水産 竹野店 燻製工房煙神 やまめ料理　阿瀬 出石米穀 正覚 田中屋 農村体験館八平
河本商店 スナック ナイフ 上治酒店 コメリハードアンドグリーン日高水上店 ラーメン梟 出石　まめいも屋 辰鼓櫓そば 【サービス】
坂本屋酒店 スナック　ぼちぼち 河原商店 コヤマリビング 和音 今森製麺所 陣屋そば  Beauty Salon MIYA
鮮魚てらかわ 炭火串焼　ふじ くらしの店　よだ久 さけぞう 和食ダイニング　いのうえ 上田屋油店 すし処大将軍 【宿泊・レジャー施設】
全但物産 炭味火処　和る しょうゆの花房 酒のまつばら 【サービス】 えびすや花店 そば彩蕎子 たんたん温泉福寿の湯
大幸商店 創作料理　響 ふくい農園 ジュンテンドー日高店 NPO法人かんなべ自然学校 グリーンいずし甚五郎　出石店 そば茶屋 ホテルシルク温泉やまびこ
大幸商店　来日店 ソフトクリーム専門店　そふと工房 マエセキ　豊岡竹野店 蘇武の里 小田垣クリーニング げんぶ堂　出石店 そば庄 【その他】
竹内魚店 大黒屋 米田電気商会 てづくりroomまる Chere Hair & Dressing 虹洋陶苑 そば処　宿坊 オートメインテナンス・ハシモト

たまご専門　本巣ヱ城崎総本家 但馬城崎 おうこつラーメン たぬき 【飲食店】 田結庄釣具店 写真のミツタ　日高店 湖月堂 たくみや 加藤サービス
津山商店 但馬生蕎麦　ますや うちげの料理八塩 但馬東洋珈琲 白バラドライ　江原店 コメリハード＆グリーン　出石店 竹林亭 田畑畳店
てらたに酒店 但馬牛デリカ茶屋 おっとっと 辻井養蜂場 白バラドライ　日高店 坂本屋 天通
ブックストアイチ 短編喫茶Un カフェハウス コロンビア 中島商店 ヘアーサロンしみず 志保屋 唐仙坊 （計843店）
船文石油店 ちから餅 喫茶　道 西滝商店 松岡写真館日高センター店 ジュンテンドー出石店 登城
ふるや物産店 ちづ 休暇村　竹野海岸 日用品と雑貨の店 伝所鳩 マリエ・タマヤ たくみ工芸 南枝　小人店
松井時計店 チャイナ 三椒庵 日高総合営農生活センター 【宿泊・レジャー施設】 たけうち家具佛壇店 ピッツェリアSakai
マルサン精肉店 ちょっと恋 【サービス】 ヒラキ株式会社　日高店 煙神キャンプビレッジ 但馬の郷 みくら
まるさん物産店 テルメ タカノ理容店 文森堂 オーベルジュ　アルビレオ　天文台 田中屋食品 焼鳥　百鶏
みなとや商店 なな 山本理容所 ベーカリー　カンパーニュ 神鍋温泉ゆとろぎ 永澤兄弟製陶所 焼肉げん天
木輪　木屋町小路店 西村屋レストランRicca 【宿泊・レジャー施設】 マルマツスポーツ 神鍋高原スリーナウ 中村屋金物店 善店
木輪　本店 はが家 活立かに１００％　民宿かみさき 道の駅「神鍋高原」 高原亭 中易酒店 洋食屋フリーダム
ヤマヨシ　旬鮮市場 ふくとみ 海の家メリAdventureTours メガネガーデン 志ん屋 成田酒店 よしみ
よいだや酒店 fluffy 奥城崎シーサイドホテル ヨシヤ化粧品店 フォレストアドベンチャー奥神鍋 ねずみや よしむらそば
吉宗　城崎給油所 ほしそば かどの 渡辺電器商会 ブルーリッジホテル 長谷川電機 りんどう

【飲食店】 まつがみ 亀正 【飲食店】 ペンションスノーランド ハッピートークなかむら りんどう　2号店
海女茶屋 松葉ガニ料理　てら川 北前館 アグリガーデン ペンション マウント クック Plants+（プランツプラス） レストラン　喫茶　ワイン
雨音 湯あがりバニラ 園 庵々 ペンション ログリゾートかんなべ 古元屋 【サービス】
綾 をり鶴 Dive Resort T-style 石立屋 ゆずや みちかけ葡萄酒店 出石まちづくり公社
あやめ 【サービス】 竹野の海辺　湯やど　海の音　うみのね おいしい豆腐蘇武の里まめcafe リッヂやまた 土産処きたむら オレンジ
居酒屋　樹々 イガキフォトスタジオ 日の出荘 大阪屋 【その他】 メガネのアイ・補聴器センターアイ 出石店 白バラドライ　出石店
一魚一恵 全但バス 城崎温泉ツーリストインフォメーションSOZORO 福田屋 奥神鍋ヒュッテ 植村畳 山口精肉店 写真のミツタ　出石店
いろりダイニング三國 耳サプリ 民宿岡本屋 お食事処かんなべ（道の駅「神鍋高原」内） 神鍋石材 八幡屋煎餅堂 全但バス 出石営業所
UTSUROI TSUCHIYA ANNEX リラクゼーションルームかおん 民宿　よどや お寿司屋　原田 共栄建設工業 夢ごころ 【その他】
海猫 【宿泊・レジャー施設】 「山の季」きゃら おすそわけ ＨＡＵＳ 米沢ラジオ商会 ユニオート
おけしょう鮮魚の海中苑 あさぎり荘 日高（111店舗） 御料理みつ乃家 ハセガワ製畳//hasegawaseijyo 【飲食店】 但東（27店舗）
お食事処山よし お宿芹 【スーパー・コンビニ】 割烹料理　鱒之荘 メルティバス 葵 【スーパー・コンビニ】
かど家 きのいえ 一力商店 かどや食堂 出石（108店舗） 憩い酒場ひととき ふたばや
cafe M's styleなごみ 城崎温泉 泉翠 ガンピー CAFE NICO 【スーパー・コンビニ】 居酒屋ちょっと ミニフレッシュ　但東出合店
Cafe Lamp eye 錦水 業務スーパー日高店 Cafe Bar 椿庵 フードショップ日足 出石皿そば　一鶴 【ドラックストア】
カフェ＆バー　サード 小林屋 フレッシュバザール　日高パーク店 カフェリゾート　ハーフムーン フレッシュバザール　出石店 出石皿そば官兵衛 酒とくすりのにしがき
紀水 千年の湯古まん ミニストップ　日高久田谷店 cafe Re.風連 Let'sマートみずしま 出石皿そば　古都 【衣料・装飾・かばん店】
喫茶　万作　第二楽章 千年の湯権左衛門 ミニストップ　日高西芝店 神鍋山荘　わらく ローソン出石町寺坂店 出石皿そば　茂兵衛 ニューあさみせ
喫茶　萌阿 但馬牛の宿　小宿縁 マックスバリュ日高店 喫茶グッデイ 【ドラックストア】 出石皿そば　山下 ファミリーセンター福田屋
城崎きなこ/城崎コロッケ キノコロ 但馬屋 ローソン豊岡神鍋高原店 京懐石　音羽屋 ゴダイドラッグ出石店 出石城 【その他小売店】
城崎珈琲 みはらしテラスカフェ 西村屋ホテル招月庭 ローソン豊岡日高祢布店 姫星 スギ薬局　出石店 出石城山ガーデン 蟹かや水産 但東店


