店舗名
游食屋 きらく
千華
ﾋﾟｴﾄﾗｸﾞﾗﾝﾃﾞ
ｶﾗｵｹ花
有限会社旭光亭
ﾚｽﾄﾗﾝ ﾛｰﾍﾞﾙｼﾞｭ
伊古香
ｽﾅｯｸ轍
みゆき食堂
春の家
らｰめん泰平
ｽﾅｯｸ 千絵
丹波市立薬草薬樹公園
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ ﾌｫﾙﾃ
楽笑ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞK
ほのか
すってんてん柏原店
みんなの焼肉屋さん もぶたん
上等ｶﾚｰ丹波店
ｶﾗｵｹ歌里坊 柏原店
絵画ｻﾛﾝRiguin(ﾘｸｲﾝ)1103
ｽﾅｯｸ美穂子
やきとりまえだ
柏原町ふくちあん
ｲﾀﾘｱ料理ｵﾙﾓ
ヴｫｰﾉ･ﾋﾟｱﾁｪｰﾚ
実のや
山ｶﾌｪ
ｷｯﾁﾝChiffon
昭和酒場
三友桜
ｲﾝﾄﾞ料理 ｻﾞｲｶ
まいにち亭
らｰめん八角丹波店
うまいもん横丁丹波店

②住所
丹波市山南町下滝80−2
丹波市山南町北太田234
丹波市山南町谷川2318-1
丹波市山南町谷川2526-1
丹波市山南町谷川473-1
丹波市山南町村森8-3
丹波市山南町野坂195-8
丹波市山南町草部291-5
丹波市山南町草部73-1
丹波市山南町北和田1053-3
丹波市山南町前川63
丹波市山南町和田1120-8
丹波市山南町和田338-1
丹波市山南町和田836-1
丹波市柏原町南多田155-1
丹波市柏原町南多田200-1-104
丹波市柏原町南多田225-1
丹波市柏原町南多田493-1
丹波市柏原町南多田493-1
丹波市柏原町南多田493-1
丹波市柏原町南多田663-7
丹波市柏原町南多田677-1ﾃﾅﾝﾄ綾内
丹波市柏原町下小倉142-2
丹波市柏原町柏原1139-10
丹波市柏原町柏原119
丹波市柏原町柏原1306-5
丹波市柏原町柏原1442-2
丹波市柏原町柏原16
丹波市柏原町柏原181-8
丹波市柏原町柏原189
丹波市柏原町柏原20-1
丹波市柏原町柏原2675-1
丹波市柏原町柏原2867-4
丹波市柏原町柏原3072-1
丹波市柏原町柏原3072-1

店舗名
ｶﾀｼﾏ丹波店
たつみや
ｴﾇ･ｹｰﾌｰｽﾞ(かつべえ)
和さび
あっとかいばら
ﾙ･ｸﾛ丹波邸
株式会社 喜作
第一旭 柏原店
美の里庵by ﾐｽﾄﾌｪﾘｰｽﾞ
ｽﾅｯｸ M Angel
炭火銀燻
ｽﾅｯｸVIP
ｽﾅｯｸはづき
ｽﾅｯｸ夜来香
ｽﾅｯｸ ｽﾅｯｸｾﾝﾁｭﾘｰ21
ｽﾅｯｸ L O V E
ｽﾅｯｸ SUGAR
旬料理 よし宗
おいでやす
EGOISTE
韓cafe+kitchen mil holic
ｽﾅｯｸ Bless
ｽﾅｯｸ末広
Moondust
ﾚｽﾄﾗﾝ ｳｯﾃﾞｨﾊｳｽ
四季膳飛鳥
なごみ
常来園
ｽﾅｯｸ さくら
丹波みなと
いっぽし
串揚げ処紬
炭焼酒場 辻よし
ﾊｰﾍﾞｽﾄ
七輪亭 鶴べえ

②住所
丹波市柏原町柏原3083
丹波市柏原町柏原3458-4
丹波市柏原町柏原5264
丹波市柏原町柏原574−2
丹波市柏原町柏原63-2
丹波市柏原町柏原688-3
丹波市柏原町柏原77-1
丹波市柏原町母坪335-1
丹波市柏原町母坪335-1
丹波市柏原町母坪376-2
丹波市柏原町母坪376-2井上ﾃﾅﾝﾄ102
丹波市柏原町母坪396-1
丹波市柏原町母坪396-1
丹波市柏原町母坪396-1
丹波市柏原町母坪402-1
丹波市柏原町母坪402-1
丹波市柏原町母坪402-1 ﾀｶﾃﾅﾝﾄ2号
丹波市柏原町母坪431-1
丹波市柏原町母坪431-1
丹波市柏原町母坪431-1
丹波市柏原町母坪431-1
丹波市柏原町母坪字寺田396-1
丹波市柏原町母坪字上ｸﾇｷﾞ376-2
丹波市柏原母坪396-1
丹波市柏原町田路102-3
丹波市柏原町田路114-1
丹波市柏原町田路132-7
丹波市柏原町田路158
丹波市柏原町田路28-1
丹波市柏原町田路28-1Jﾀｳﾝﾃﾅﾝﾄ
丹波市柏原町田路28-1柏原jﾀｳﾝﾃﾅﾝﾄ3号
丹波市柏原町田路61-4
丹波市春日町野山370-1
丹波市氷上町市辺107-1
丹波市氷上町市辺204-1

店舗名
PizzeriaGentile(ﾋﾟｯﾂｪﾘｱｼﾞｪﾝﾃｨｰﾚ)
ｽﾅｯｸ 花苑
ｽﾅｯｸ ﾓｱ
ｶﾗｵｹ喫茶ｱﾃﾈ
ｽﾅｯｸ ﾌﾞｰﾍﾞ
ふる里
くい処 仁
和食さと 氷上店
季節料理 花菱
ｱﾝｼﾞｪ
Live bar Rim Zima
ｶﾞｽﾄ氷上柏原
中華料理 ﾊﾙﾋﾟﾝ
お菓子の夢工房 ときわどう 丹波ゆめﾀｳﾝ店
ｽｼﾛｰ 氷上店
スナック ミチ
黒豆庵
ｽﾅｯｸ たか子
ﾄﾞｯｸﾗﾝ&ﾄﾞｯｸｶﾌｪjolijoli
あづま屋
焼肉かわむら成松店
くつろぎ家嵯峨野
SNACK M
すなっく 六本木
ｶﾗｵｹﾀﾞｲﾆﾝｸﾞHARUHARU
居酒屋 とりあえず｡
ﾚｽﾄﾗﾝ昭和
焼肉 鍋ﾎﾙﾓﾝ いわもと
焼肉ﾊｳｽ寿寿
K&K
ｶﾗｵｹ喫茶 歌今翔
お菓子の夢工房ときわどう
ﾊﾟﾌﾞ&ﾃﾞｨｽｺﾊｳｽ ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝ
cafe de ふくむら
ﾏﾙｸ

②住所
丹波市氷上町市辺587-1
丹波市氷上町市辺588
丹波市氷上町市辺64
丹波市氷上町大崎32
丹波市氷上町石生455-1
丹波市氷上町石生715-33
丹波市氷上町石生741-1
丹波市氷上町横田301-2
丹波市氷上町横田622-1
丹波市氷上町横田622-1
丹波市氷上町横田694
丹波市氷上町稲継249-1
丹波市氷上町本郷300ゆめﾀｳﾝ1階
丹波市氷上町本郷300ゆめﾀｳﾝ丹波1F
丹波市氷上町本郷485-1
丹波市氷上町朝阪388-1
丹波市氷上町朝阪280-2
丹波市氷上町朝阪280-3
丹波市氷上町小野399-1
丹波市氷上町成松239-1
丹波市氷上町成松249-2
丹波市氷上町成松357-8
丹波市氷上町成松514
丹波市氷上町成松514小南ﾃﾅﾝﾄ2階
丹波市氷上町成松518-2B号
丹波市氷上町成松518-2-D
丹波市氷上町成松520
丹波市氷上町成松573-8
丹波市氷上町成松672-5
丹波市氷上町常楽1105-5
丹波市氷上町常楽485-1
丹波市氷上町常楽572-2
丹波市氷上町常楽804
丹波市氷上町犬岡395-7
丹波市氷上町上城松210-2

店舗名
ﾚｽﾄﾗﾝ若駒錦州亭
たこ焼 正美
ｻﾞ•ｻｲﾌﾟﾚｽｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
鴨内さ久ら庵
ｶﾗｵｹ喫茶店:ｽﾀｼﾞｵ花音
愛犬と泊まれる丹波の宿 華格子
道の駅 あおがき
黒井屋
とんとん
みのり食堂
NIKUBAR NAKAGAWA-YA
そば処 大名草庵､
あまご村
今出せせらぎ園
もみじの里青垣
ﾜﾝｶﾌｪ丹波
ゆめの樹館
夢の里 やながわ
Ritz
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｺﾞﾙﾌ ﾊﾟｰﾄｰﾅｰ
ｽﾅｯｸみちくさ
㐂八
お好み焼き･鉄板焼 美光樹
葵寿司
Good Time
ｷｯﾁﾝたわや
安-AN味堂
ﾌｼﾞﾔﾎﾃﾙ
無鹿ﾘｿﾞｰﾄ
陽気屋
ﾛｶｯｾｶﾌｪ
魚幸
うなぎ辻判
赤ちょうちん しげ

②住所
丹波市氷上町長野296-1
丹波市氷上町下新庄39
丹波市氷上町三原60-1
丹波市氷上町鴨内144
丹波市氷上町氷上319-3
丹波市青垣町東芦田1221
丹波市青垣町西芦田541
丹波市青垣町佐治597
丹波市青垣町佐治荒神町812-2
丹波市青垣町小倉893-2
丹波市青垣町小倉848-1
丹波市青垣町大名草1003
丹波市青垣町大名草898
丹波市青垣町遠阪1625
丹波市青垣町口塩久1001
丹波市春日町小多利82
丹波市春日町野上野1026-3
丹波市春日町野上野920
丹波市春日町多田38みちくさ横丁102
丹波市春日町多田39
丹波市春日町七日市117
丹波市春日町七日市395
丹波市春日町野村2224-1
丹波市春日町野村2480-1
丹波市春日町野村2482-1
丹波市春日町古河301
丹波市春日町黒井157
丹波市春日町黒井1634−1
丹波市春日町黒井489-1
丹波市春日町下三井庄1017−1
丹波市春日町中山1295
丹波市春日町柚津67-1
丹波市春日町東中1078
丹波市春日町国領1131
丹波市春日町国領658-2

店舗名
ｶﾗｵｹ喫茶ふれんす
太矢瀧
ウエマキ ピット カフェ
割烹江戸屋
おばちゃんの店
ｶﾌｪ ﾊｸﾎｰ
大衆食堂みよ子
神戸高見牛牧場直売所 安食の里
丹波･穂のWonne
ｷｬﾝﾌﾟﾘｿﾞｰﾄ森のひととき

②住所
丹波市市島町中竹田11671
丹波市市島町中竹田1409
丹波市市島町上牧679
丹波市市島町上垣1093
丹波市市島町上垣26-2
丹波市市島町上垣36-4
丹波市市島町上田268
丹波市市島町勅使1037-4
丹波市市島町与戸725-1
丹波市市島町与戸字長尾52-1

