店舗名
喫茶ｵﾘｰﾌﾞ
ｱﾐﾀ
ﾗｰﾒﾝ大吉
居酒屋 漁珍
酒と飯 ひと晴れ
炙り焼肉なつき
お食事処 大仙
つぼ八 豊岡店
ｶﾙﾋﾞ太郎但馬本店
来来亭豊岡店
ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ ﾊﾞｳﾜｳ店
ひとり焼肉
餃子の王将 豊岡店
ｷｯﾁdeｶﾌｪ･ｴﾌ
ｽｼﾛｰ豊岡店
武藤道場 豊岡店
炭火家らんたん
夢邸
ｶﾞｽﾄ豊岡
割烹 かわむら
すなっく千姫
八百酔
居酒屋 輪
御食事処 わか菜
酒呑集楽おちゃの間
dada
青い鳥
渚月
つぼみ
麺や樂
ｽﾅｯｸ周
ｽﾅｯｸHANAKO
ｽﾅｯｸぽぽ
ｽﾅｯｸ ひばり
割烹魁

②住所
豊岡市新堂15-5
豊岡市滝94
豊岡市上陰176-13
豊岡市上陰228-1
豊岡市上陰228-1
豊岡市下陰676-6
豊岡市中陰206-6
豊岡市中陰589-1
豊岡市中陰590-1
豊岡市中陰614
豊岡市中陰614-4
豊岡市中陰631-1
豊岡市中陰633-1
豊岡市中陰647-8
豊岡市中陰字大工6171F
豊岡市野田171-1
豊岡市野田96
豊岡市野田96
豊岡市野田字仁倉173-4
豊岡市泉町14ｰ16
豊岡市泉町10-10
豊岡市泉町10-23
豊岡市泉町11-19
豊岡市泉町11-20
豊岡市泉町11-21
豊岡市泉町11-23
豊岡市泉町12-101階
豊岡市泉町12-101階5
豊岡市泉町12-10第二味園ｾﾝﾀ-2F-1号室
豊岡市泉町12-10味園ｾﾝﾀ豊岡市泉町12-10味園ｾﾝﾀ-1F
豊岡市泉町12-10味園ｾﾝﾀ-2階
豊岡市泉町12-10味園ｾﾝﾀ-内
豊岡市泉町12-15 味園ｾﾝﾀ-2F
豊岡市泉町13-15

店舗名
そば八
割烹かわむら
ｽﾅｯｸ&お食事処69
豊裕
居酒屋渡月
Barﾚﾓﾝ･ﾊｰﾄ
ﾊｰヴｪｽﾄ
大八車
焼肉もりや
すなっく みさ
与太呂
ｶﾗｵｹｶﾌｪ うたひろば
ｽﾅｯｸ ｷﾘﾝ
居酒屋 味吉
味
星の蔵
和ﾓﾀﾞﾝたけなわ
茶房 佐いち
居酒屋 大
韓国料理 吉田家
酒菜哉
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ｺｰﾌﾟﾃﾞｲｽﾞ豊岡ｼｮｯﾌﾟ
丸亀製麺 豊岡店
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ ｺｰﾌﾟﾃﾞｲｽﾞ豊岡店
焼鳥ｺｯｺ
ﾚｽﾄﾗﾝ ﾚｻﾞﾐ
Lasting(ﾗｽﾃｨﾝｸﾞ)
ﾕﾆBAR SuPle
MIX BAR Limit
にしき
焼鳥こっこ
串焼三男坊
祭
里休
ｾﾌﾞﾝ

②住所
豊岡市泉町13-22
豊岡市泉町14-16
豊岡市泉町14-18
豊岡市泉町14-25
豊岡市泉町15-40
豊岡市泉町15-40
豊岡市泉町16-1
豊岡市泉町16-5
豊岡市泉町19-21
豊岡市泉町19-6
豊岡市泉町2-20
豊岡市泉町22-3
豊岡市泉町22-8
豊岡市泉町5-12
豊岡市泉町6-2
豊岡市小田井町12-8
豊岡市小田井町1-4
豊岡市小田井町17-4
豊岡市小田井町2-21
豊岡市小田井町8-34
豊岡市加広町1-11中川ﾋﾞﾙ101号
豊岡市加広町58-37
豊岡市加広町7-25
豊岡市加広町7-32
豊岡市寿町2-17
豊岡市寿町2-20寿ｾﾝﾀﾎﾃﾙ1階
豊岡市寿町2-26
豊岡市寿町2-26KingsCorner2F
豊岡市寿町2-26KingsCorner2F
豊岡市寿町2-7
豊岡市寿町2番17号
豊岡市寿町4-7
豊岡市寿町4-7
豊岡市寿町4-7
豊岡市寿町4-7

店舗名
ｽﾅｯｸ銀馬
志門
居酒屋ねぎぼうず
ダイニングバーOWL
ﾌﾟﾚｼﾞｭｰﾙJ2
菜屋とも
軽食喫茶ｼﾞｭﾝ
豊岡劇場BARajito
創作料理VIA DRITTO
ｽﾅｯｸ 百合
割烹 辻惣
たじま炭火焼肉輪が家
ｶﾀｼﾏ豊岡店
竹香
大石屋食堂
Namaste EKIMAETEN
豊岡店花ふじ
魚民豊岡駅前店
さばさば
しき彩
なご海
鉄板焼き鳥 権四郎
居酒屋 藤しろ
縁 えにし
GREENWOODS GOLFBAR CJ
じん
立飲み 新宝島
一番星
旬彩美酒あまの
うまいや
うな幸
豊岡酒場 ｺﾔﾏ
ぎょうざ 健天
おでん まどか
食楽酒房とつ

②住所
豊岡市寿町6番17号
豊岡市寿町9-8
豊岡市幸町12-20
豊岡市幸町13-15
豊岡市幸町13-19
豊岡市幸町3-36
豊岡市幸町6-9
豊岡市元町10-18
豊岡市元町10-18
豊岡市元町1-5
豊岡市元町6-2
豊岡市若松町3-14
豊岡市若松町48-1
豊岡市若松町8-16
豊岡市大手町1-21
豊岡市大手町1-24
豊岡市大手町4-5(ｱｲﾃｨ内)
豊岡市大手町4-5ｱｲﾃｨ豊岡1F
豊岡市千代田町10-1
豊岡市千代田町10-7
豊岡市千代田町10-72F
豊岡市千代田町11-12
豊岡市千代田町11-12
豊岡市千代田町11-27
豊岡市千代田町11-30
豊岡市千代田町11-33共栄ﾋﾞﾙ
豊岡市千代田町3-13
豊岡市千代田町3-15
豊岡市千代田町3-6
豊岡市千代田町3-6
豊岡市千代田町3-6
豊岡市千代田町4-15
豊岡市千代田町4-17
豊岡市千代田町4-25
豊岡市千代田町7-10

店舗名
洒落's Bar 102
三矢
花丸
grand dinner
BLACK PEARL
ほんまもん
みやま
餃子とたまごの研究所
居酒屋てん
居酒屋修味
晩酌酒場 九
静
ﾑｰﾗﾝ
ｽﾅｯｸ和
SNACK ぽん
台所研究所
かも川
ﾗｯｷｰ
スナック クリスティ
あかれんが
酔って候
いないいないばぁｰ
ばらっど
沙羅
ｽﾅｯｸ 花れん
花りん
ｽﾅｯｸ Orion
ﾍﾞﾙﾒｰﾙ
SHION
RED ANGELS
だんだん
ｽﾅｯｸ 蘭
酔れん
ｱﾓｰﾚ
LEVEL UP

②住所
豊岡市千代田町7-10
豊岡市千代田町7-11
豊岡市千代田町7-6
豊岡市千代田町7-62F
豊岡市千代田町7-8
豊岡市中央町10-1
豊岡市中央町10-10
豊岡市中央町10-10
豊岡市中央町10-18
豊岡市中央町10-20
豊岡市中央町10-24
豊岡市中央町10-25
豊岡市中央町10-251F
豊岡市中央町10-25中央ﾋﾞﾙ2F
豊岡市中央町10-25中央ﾋﾞﾙ2F
豊岡市中央町10-27 おさらぎﾋﾞﾙ2F
豊岡市中央町10-28
豊岡市中央町10-28
豊岡市中央町10-28
豊岡市中央町10-29
豊岡市中央町10-29大勝ﾋﾞﾙ1F
豊岡市中央町10-29大勝ﾋﾞﾙ1階
豊岡市中央町10-30
豊岡市中央町10-31
豊岡市中央町10-4
豊岡市中央町10-5 ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F 103
豊岡市中央町10-5 ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ4F
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ203
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4F
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ豊岡103
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ豊岡1st3階305室
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ豊岡206
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ豊岡403
豊岡市中央町10-5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ豊岡ﾋﾞﾙ501

店舗名
姫
ｽﾅｯｸﾕﾄﾘ
ﾌﾟﾗﾃﾝ
ﾋﾟｭｱ
ｶﾗｵｹBar Ocean
ｽﾅｯｸ伊達
らｰめん龍花
ｽﾅｯｸMandM
ｽﾅｯｸ富貴
Shot Bar John
BAR knock OUT
酒彩奏
和彩 Shu
割烹 紀ﾉ川 三号店
紀ﾉ川 四号店
ｼｭｰﾄﾞﾊﾟﾗﾃﾞｨ
Ayus
お食事処 和香
ちょっとBAR茶々
お好み焼き 冨貴
ｱﾐｰｺﾞ
JAPINO
酒肴屋 神楽
心
ｽﾅｯｸ えん
DOLCE
ｽﾅｯｸぴえろ
BAR 夏樹
ｽﾅｯｸひまわり
翠
あばうと
ｼﾙｷｰ
ｼﾙｷｰ2
ｽﾅｯｸみいちゃん
Queen

②住所
豊岡市中央町10の5ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F102号
豊岡市中央町10番25号中央ﾋﾞﾙ2階2号
豊岡市中央町11-14
豊岡市中央町1-20
豊岡市中央町1-20
豊岡市中央町1-20
豊岡市中央町1-20
豊岡市中央町1-20ｻﾌｧﾘﾋﾞﾙ2F
豊岡市中央町1-20ｻﾌｧﾘ-ﾋﾞﾙ2F
豊岡市中央町12-11
豊岡市中央町12-132階
豊岡市中央町12-13谷垣ﾋﾞﾙ1F
豊岡市中央町12-16
豊岡市中央町12-17
豊岡市中央町12-17
豊岡市中央町12-3ﾄﾞ-ﾙﾋﾞﾙ1F
豊岡市中央町12-3ﾄﾞ-ﾙﾋﾞﾙ2F
豊岡市中央町13-2
豊岡市中央町13-20
豊岡市中央町13-20
豊岡市中央町13-3
豊岡市中央町13-3
豊岡市中央町14-17
豊岡市中央町14-23
豊岡市中央町14-23
豊岡市中央町14-23
豊岡市中央町14−23
豊岡市中央町14-23-1階B
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ2F
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ5F-A
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ5階-c
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ1階A号
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ1階D号
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ2F-C
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾜﾀﾅﾍﾞ4F-EF

店舗名
羅針盤
来香
居酒屋 田んぼ
旬酒家清國
ｽﾅｯｸ舞
ﾋﾞﾘｹﾝ To ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ
美味し処 味えもん
真頑多
場外市場食堂
清八
かき船
ﾊﾟｲﾝﾆｰﾄﾞﾙ
創作料理 武士
酒楽Bar 呑米
Bar Re:plus+
いのこ
Wine and Kitchen S
todo bien coffee
πの実
韓国料理美楽
お食事自慢武ちゃん
ﾚｰﾍﾞﾝｱｰｹﾞ
Ribbon
風来坊
一族
居酒屋 貴美
京
ﾜｲｽﾞDELI
RIN.1998
R2020
YATAI CAFE
ｽﾅｯｸ9
ｽﾃｰｷﾊｳｽあいこ
さくら茶屋
万感遊楽

②住所
豊岡市中央町14-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾞﾙ3階
豊岡市中央町14-24
豊岡市中央町14-24
豊岡市中央町14-29
豊岡市中央町14番23号ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾜﾀﾅﾍﾞ3F
豊岡市中央町1-5
豊岡市中央町15-34
豊岡市中央町15-342階
豊岡市中央町15-35
豊岡市中央町15-35
豊岡市中央町15-7
豊岡市中央町15-9
豊岡市中央町16-10
豊岡市中央町16-3
豊岡市中央町16-3
豊岡市中央町16-6
豊岡市中央町18-1
豊岡市中央町18-1
豊岡市中央町1番20ｻﾌｧﾘ-ﾋﾞﾙ2F
豊岡市中央町3-22
豊岡市中央町4-25
豊岡市中央町4-28
豊岡市中央町4-29
豊岡市中央町4番24号
豊岡市中央町5-11
豊岡市中央町5-12
豊岡市中央町5-27
豊岡市中央町5-28
豊岡市中央町5-7
豊岡市中央町5-7
豊岡市中央町6-1
豊岡市中央町6-10ﾊﾟﾗｲｿﾋﾞﾙ1階
豊岡市中央町6-13
豊岡市中央町6-9
豊岡市中央町7-5

店舗名
imaCAFE
京香
すなっく夢
ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ COOL
すみれ堂
都舞祇(つむぎ)
ｶﾗｵｹ居酒屋みるく
DINING BAR 真蔵
居酒屋 梛
そのまま
ｸﾗﾌﾞ古都
窓
日本料理 松明
BINGO
ﾏｲﾙﾄﾞ
ｼｭｼｭﾎﾟｯﾄ
台湾料理 鮮味軒
AZUR
かっぱ寿司 豊岡店
豊岡酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ
辰よし
ﾎﾞﾇｰﾙﾎﾟﾙﾃ
やきとり飯田商店
ﾘﾍﾞﾛｶﾌｪ
楠くす
菜っぱ
広島焼居酒屋 暖
鉄板焼 真味
ﾚｽﾄﾊｳｽUFO豊岡
ｱﾈｯｸｽｼﾞｬｯｸｲﾝｻﾞﾎﾞｯｸｽ
中華そばえち江
TOYOOKA LANGUAGE CENTER
ｶﾚｰﾊｳｽcoco壱番屋豊岡正法寺店
cimaumacafe
すってんてん豊岡店

②住所
豊岡市中央町8-1
豊岡市中央町8-22 暮六ツセンタービル2F₋A
豊岡市中央町8-22暮六つ1F3号
豊岡市中央町9-29
豊岡市中央町9-32
豊岡市京町1-1
豊岡市京町1-1
豊岡市京町1-36
豊岡市京町3番22号
豊岡市京町8-20 トリニティビルB1F
豊岡市京町8-20ﾄﾘﾆﾃｨﾋﾞﾙ1階
豊岡市山王町10-6
豊岡市山王町7-53
豊岡市城南町10-16
豊岡市城南町14番30号
豊岡市立野町3-10
豊岡市三坂町4-40
豊岡市九日市上町1113
豊岡市九日市下町163-1
豊岡市九日市下町277-9
豊岡市九日市下町282-8
豊岡市九日市下町81-1
豊岡市九日市中町132-5
豊岡市九日市中町225-1
豊岡市九日市中町234-1
豊岡市昭和町2-15
豊岡市昭和町2-45
豊岡市妙楽寺535-1
豊岡市上佐野1417
豊岡市上佐野68-2
豊岡市正法寺656-4
豊岡市正法寺672-1
豊岡市正法寺685
豊岡市高屋1039-1
豊岡市高屋110-1

店舗名
花ゆり
cafeULURU
但馬空港タミナル喫茶リラテック
咲々
ちから餅本舗
ひおりの色
仕出し居酒屋きしもと
珈琲蔵･風空路欧
家老そば
出石城山ｶﾞｰﾃﾞﾝ
有限会社内堀開発入佐屋
みちかけ葡萄酒店
たくみや
Plants+
ｽﾅｯｸじゅん
りんどう
出石そば沢庵
洋食屋ﾌﾘｰﾀﾞﾑ
そば処 出石城
すし処 大将軍
居酒屋ちょっと
茂兵衛
じゃんぼ
割烹 酒居
そば庄
そば彩蕎子
正覚 田中屋
登城
湖月堂内堀店
玄
如月
有限会社ｸﾞﾘｰﾝいずし 出石店
輝山
本陣 鶴屋
本陣 太鼓櫓

②住所
豊岡市高屋929-3
豊岡市戸牧269-5
豊岡市岩井字河谷1598-34
豊岡市福田121-1
豊岡市福田1270
豊岡市宮井1230
豊岡市出石町伊豆510-2
豊岡市出石町内町16
豊岡市出石町内町62-1
豊岡市出石町内町83
豊岡市出石町内町98-1
豊岡市出石町魚屋127
豊岡市出石町魚屋128
豊岡市出石町魚屋74
豊岡市出石町町分126-7
豊岡市出石町町分129-6
豊岡市出石町町分148-5
豊岡市出石町町分150-4
豊岡市出石町町分189
豊岡市出石町町分189
豊岡市出石町町分191-1
豊岡市出石町町分205-2
豊岡市出石町町分41-3
豊岡市出石町町分43-2
豊岡市出石町鉄砲27-13
豊岡市出石町本町93
豊岡市出石町本町97
豊岡市出石町八木13
豊岡市出石町八木19
豊岡市出石町八木20
豊岡市出石町八木23
豊岡市出石町八木37
豊岡市出石町八木62
豊岡市出石町八木65
豊岡市出石町八木66-2

店舗名
出石皿そば 官兵衛
出石そば処桂､
よしむら
おこま
古都
出石皿そば 山下
五萬石
しゃんらん
御食事処床尾
ﾒﾙﾍﾝ
みくら
辰鼓櫓
いずし堂本店
出石皿そば陣屋
そば茶屋
焼鳥 百鶏
南枝 小人店
天通
そば処宿坊
喫茶ｳｲﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ
唐仙防
温楽ﾉ森
善店
竹林亭
ﾚｽﾄﾗﾝ喫茶 ﾜｲﾝ
そば一
ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ静暖の里
ほうきぼし
入船
農家民宿 善 食堂
ｶﾌｪ野の花
ﾊﾞｲｸｶﾌｪ&Bar みるくⅡ
お食事処 たんとう
ﾎﾃﾙｼﾙｸ温泉やまびこ
森の館但東町店

②住所
豊岡市出石町八木68
豊岡市出石町宵田104
豊岡市出石町宵田22
豊岡市出石町宵田35
豊岡市出石町宵田7
豊岡市出石町田結庄1
豊岡市出石町柳13
豊岡市出石町寺坂1117
豊岡市出石町寺坂448-1
豊岡市出石町日野辺810-4
豊岡市出石町小人129-19
豊岡市出石町小人13
豊岡市出石町小人135-1
豊岡市出石町小人56-1
豊岡市出石町小人7
豊岡市出石町小人7
豊岡市出石町小人70
豊岡市出石町小人75
豊岡市出石町福住1217-1
豊岡市出石町福住1217-1
豊岡市出石町福住198-1
豊岡市出石町福住882
豊岡市出石町福住字赤坂1333-7
豊岡市出石町水上104
豊岡市出石町水上334
豊岡市但東町南尾135
豊岡市但東町相田151-3
豊岡市但東町高龍寺361
豊岡市但東町太田316-1
豊岡市但東町奥藤809-1
豊岡市但東町中山444-1
豊岡市但東町中山806-8
豊岡市但東町正法寺165
豊岡市但東町正法寺165
豊岡市但東町正法寺57

店舗名
但熊
いこいの杜
ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ玄武洞
薪窯料理ﾁｯｺｰﾆｬ
ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽﾀｼﾞｵ ﾐｽﾓ
DARTSPLACE jays
Mangiare
ﾙ•ｻﾝﾋﾟｴｰﾙ
CAFE &SNACK ﾏｰﾌﾞﾙ
みひらき食堂
ｶﾆｵｺ本舗
安兵衛
nicotto
うちの
まさじんnoばぁ〜
おひさまキッチン
休暇村 竹野海岸
やきとり大吉日高店
ﾀﾍﾞﾙﾅ ｻｸﾊﾀ
悠々
焼肉丸善日高
ベーカリーカンパーニュ
石立屋
ｵﾚﾝﾁﾞ日高店
居酒屋こづち
中華料理一品香
Cafe Bar椿庵
和食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞいのうえ
おいしい豆腐 蘇武の里 まめcafe
ｻｳﾝﾄﾞｽﾀｼﾞｵ愛衣
高砂
和みの部屋 紗々
小金家
そば居酒屋たくろう
みゆき食堂

②住所
豊岡市但東町栗尾916
豊岡市但東町久畑954-1
豊岡市赤石1362
豊岡市祥雲寺14-2
豊岡市日撫322-1
豊岡市日撫322-1
豊岡市倉見440
豊岡市江本266-5
豊岡市江本426-3【こちらが正しい住所です】
豊岡市八社宮485-1
豊岡市大篠岡712-8
豊岡市庄境101-1
豊岡市庄境215-2
豊岡市庄境240
豊岡市百合地804-4
豊岡市戸牧1094公立豊岡病院内
豊岡市竹野町竹野
豊岡市日高町江原88
豊岡市日高町岩中199-1
豊岡市日高町岩中675
豊岡市日高町岩中字松ヶ花213-16
豊岡市日高町祢布836-1
豊岡市日高町祢布837-5
豊岡市日高町祢布842-1
豊岡市日高町祢布972-1
豊岡市日高町水上18-1
豊岡市日高町水上7-2
豊岡市日高町松岡5-3
豊岡市日高町松岡8-6
豊岡市日高町松岡字田中375-1
豊岡市日高町日置103
豊岡市日高町日置１１５
豊岡市日高町日置22-1ｻﾝﾛ-ﾄﾞ内
豊岡市日高町日置22-29
豊岡市日高町日置22-35

店舗名
だるま
ｽﾅｯｸｴﾃﾞﾝ
ﾎﾟﾝﾇﾌ
御料理みつ乃家
ﾊｰﾌﾑｰﾝ
Revel
three birds
Re.風連
ﾗｰﾒﾝ処 みかんのいえ
居酒屋 よつ葉
ﾗｰﾒﾝとんちんかん日高店
松ちゃんﾗｰﾒﾝ
きんしゃあな
大阪屋
京懐石 音羽屋
姫星
西洋菓子工房ﾌｰｹの館
庵々
ｶﾌｪ･ﾄﾞｩ ｱﾗｲﾌﾞ
北魚場
和そば 道
天登夢志
殿さんそば
LOCOS
食彩酒房花林
かどや食堂
株式会社 鱒之荘
お寿司屋 原田
手打ち蕎麦 寿楽庵
WANTED
神鍋山荘わらく
ﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾎﾟﾑｱﾝﾅ
ｱｸﾞﾘｶﾞｰﾃﾞﾝ
ﾍﾟﾝｼｵｰﾈ ｷﾀﾑﾗ
ﾛｯﾁﾞ･ﾕｰﾄﾋﾟｱ

②住所
豊岡市日高町日置34-9
豊岡市日高町日置43
豊岡市日高町鶴岡448
豊岡市日高町鶴岡字地蔵た296
豊岡市日高町浅倉119-1
豊岡市日高町浅倉988-1
豊岡市日高町府市場472
豊岡市日高町堀189-1
豊岡市日高町池上126-1
豊岡市日高町池上126-1
豊岡市日高町西芝240
豊岡市日高町東芝104
豊岡市日高町上石41
豊岡市日高町国分寺217-1
豊岡市日高町国分寺217-6
豊岡市日高町国分寺260
豊岡市日高町国分寺80
豊岡市日高町国分寺878
豊岡市日高町国分寺878
豊岡市日高町久斗541-8
豊岡市日高町佐田481
豊岡市日高町広井104-2
豊岡市日高町殿810
豊岡市日高町芝330-1
豊岡市日高町庄境95-2
豊岡市日高町十戸19-2
豊岡市日高町十戸313
豊岡市日高町石井488-4
豊岡市日高町石井810
豊岡市日高町山宮1311-4
豊岡市日高町太田1348-1
豊岡市日高町太田157-11
豊岡市日高町太田159-10
豊岡市日高町太田159-10
豊岡市日高町太田4-2

店舗名
ﾌﾞﾙｰﾘｯｼﾞﾎﾃﾙ 1F ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ
ﾌﾞﾙｰﾘｯｼﾞﾎﾃﾙ 2F 華厳
ﾌﾞﾙｰﾘｯｼﾞﾎﾃﾙ 宴会場
お食事処かんなべ
スリーナウ
ﾍﾟﾝｼｮﾝ･ｽﾓｰｸｳｯﾄﾞ
ﾍﾟﾝｼｮﾝﾏｳﾝﾄｸｯｸ
ﾍﾟﾝｼｮﾝﾛｸﾞﾘｿﾞｰﾄかんなべ
蘇武の里
ﾍﾟﾝｼｮﾝﾑｰﾝｻｲﾄﾞ
ｵｰﾍﾞﾙｼﾞｭ ｱﾙﾋﾞﾚｵ 天文台
ﾌｫﾚｽﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ奥神鍋
ゆずや
奥神鍋鍋ﾋｭｯﾃ
奥雪
ﾘｯﾁﾞやまた
奥神鍋ﾋｭｯﾃ ｽｷｰ場支店
lodge33
名色荘
山根屋
みやま荘
ﾘﾊﾞﾃｨﾊｳｽ権兵衛
旬菜いわき
末広
ﾏｶﾛﾆ ｳｴｽﾀﾝ
志ん屋
高原亭
ふる里
酒房 はガ家
西村屋ﾎﾃﾙ招月庭
ﾁｬｲﾅ
深山楽亭
ときわ別館
西村屋ﾚｽﾄﾗﾝRicca
ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ

②住所
豊岡市日高町栗栖野55
豊岡市日高町栗栖野55
豊岡市日高町栗栖野55
豊岡市日高町栗栖野59-13
豊岡市日高町栗栖野59-187
豊岡市日高町東河内4-194
豊岡市日高町東河内914
豊岡市日高町東河内941-6
豊岡市日高町万劫190-1
豊岡市日高町万劫555
豊岡市日高町山田147-1
豊岡市日高町山田410
豊岡市日高町山田457
豊岡市日高町山田666
豊岡市日高町山田690
豊岡市日高町山田694
豊岡市日高町山田697-4
豊岡市日高町万場429
豊岡市日高町名色102
豊岡市日高町名色1135-2
豊岡市日高町名色1200-1
豊岡市日高町名色13
豊岡市日高町名色1312-2
豊岡市日高町名色1515-1
豊岡市日高町名色1521-1
豊岡市日高町名色1572
豊岡市日高町名色180-1
豊岡市日高町名色87-4
豊岡市城崎町湯島372-3
豊岡市城崎温湯島1061-2
豊岡市城崎町湯島
豊岡市城崎町湯島1011
豊岡市城崎町湯島1013
豊岡市城崎町湯島1016-2
豊岡市城崎町湯島1016-2

店舗名
つたや晴嵐亭
喫茶 ゆしま
ｴﾙﾍﾞ
城崎珈琲倶楽部
ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟNOVA
短編喫茶Un
大幸商店
おけしょう鮮魚の海中苑
よしはる旅館
ｽﾅｯｸ二輪草
ｽﾅｯｸ なな
TAS
いろりﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ三國
(有)いなば鮮魚
なごみ家 木長
扇屋旅館
城崎温泉 旅館 おすすめ但馬牛と人気の蟹の宿
山しろや
城崎ﾌﾟﾘﾝ専門店 kiman
ふくとみ
旅館 まつや
但馬城崎 おうこつラーメン 城崎本店 たぬ
き
城崎ﾋﾞﾈｶﾞｰ
華和ゐ 城崎店
ｶﾌｪこやま
森津屋
あやめ
湯都里
城崎きなこ / 城崎ｺﾛｯｹ ｷﾉｺﾛ
株式会社杉養蜂園城崎温泉店
ぼん
西村屋本館
ﾃﾙﾒ
ﾗｳﾝｼﾞ甘露
つたや

②住所
豊岡市城崎町湯島1075-1
豊岡市城崎町湯島109
豊岡市城崎町湯島113
豊岡市城崎町湯島114
豊岡市城崎町湯島121
豊岡市城崎町湯島127
豊岡市城崎町湯島130
豊岡市城崎町湯島132
豊岡市城崎町湯島180
豊岡市城崎町湯島189
豊岡市城崎町湯島200
豊岡市城崎町湯島218
豊岡市城崎町湯島219
豊岡市城崎町湯島224
豊岡市城崎町湯島241
豊岡市城崎町湯島243
豊岡市城崎町湯島245
豊岡市城崎町湯島2671F
豊岡市城崎町湯島367
豊岡市城崎町湯島370
豊岡市城崎町湯島391番地D区画
豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内
豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内
豊岡市城崎町湯島408
豊岡市城崎町湯島417
豊岡市城崎町湯島433
豊岡市城崎町湯島435
豊岡市城崎町湯島442
豊岡市城崎町湯島443
豊岡市城崎町湯島457
豊岡市城崎町湯島469
豊岡市城崎町湯島471
豊岡市城崎町湯島481
豊岡市城崎町湯島485

店舗名
喧噪の隠れ家 月のしずく
炭火串焼 ふじ
城崎ｽｲｰﾂ本店
OFF
泉都
ｽﾅｯｸ都
花まんだら
つちや旅館
UTSUROI TSUCHIYA ANNEX
春日屋旅館
伽奈
つるや旅館
城崎ｼﾞｪﾗｰﾄｶﾌｪChaya
城崎町家地ﾋﾞｰﾙﾚｽﾄﾗﾝ ｸﾞﾋﾞｶﾞﾌﾞ
山本屋
きのさきｼﾞｭｰｽ菜果
但馬生蕎麦 ますや
万作第二楽章
ｽﾅｯｸ綾
炭味火処 和る
CREEZAN城崎本店
京丹波
寺子屋本舗 城崎温泉店
笑起堂
ｽﾅｯｸ ﾅｲﾌ
居酒屋 樹々
ｽﾅｯｸ ぼちぼち
株式会社しののめ荘別館
株式会社しののめ荘
こ夢
やなぎ荘
城崎温泉料理旅館 翠山荘
富士見屋
やなぎ荘 別館華山
かど家

②住所
豊岡市城崎町湯島503-6
豊岡市城崎町湯島524
豊岡市城崎町湯島527
豊岡市城崎町湯島536
豊岡市城崎町湯島540
豊岡市城崎町湯島540
豊岡市城崎町湯島564
豊岡市城崎町湯島573
豊岡市城崎町湯島584-1
豊岡市城崎町湯島601
豊岡市城崎町湯島602
豊岡市城崎町湯島606
豊岡市城崎町湯島642
豊岡市城崎町湯島643
豊岡市城崎町湯島643
豊岡市城崎町湯島644
豊岡市城崎町湯島654
豊岡市城崎町湯島655
豊岡市城崎町湯島660-5
豊岡市城崎町湯島667-1
豊岡市城崎町湯島675-1
豊岡市城崎町湯島676
豊岡市城崎町湯島677
豊岡市城崎町湯島679
豊岡市城崎町湯島683
豊岡市城崎町湯島684
豊岡市城崎町湯島685
豊岡市城崎町湯島687
豊岡市城崎町湯島687
豊岡市城崎町湯島691
豊岡市城崎町湯島701
豊岡市城崎町湯島728
豊岡市城崎町湯島730
豊岡市城崎町湯島742
豊岡市城崎町湯島744-2

店舗名
やなぎ荘 別館鶴喜
ちょっと恋
紀水
ｽﾅｯｸ ちづ
伽羅
kinosaki TOKIWA GARDEN
創作料理 響
cafe m's styleなごみ
海女茶屋
いちだや旅館
雨音
KINOSAKI BURGER
喫茶 萌阿
cafee SORELLA
Restaurant TAJIMA
Cafe & bar Rinpa
大黒屋
嵯峨野
城崎温泉 あさぎり荘
川口屋城崎ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ
ﾅｲﾄﾗｳﾝｼﾞ花吹雪
おけしょう鮮魚の海中苑 駅前店
茶房 夢屋
珈琲処きくや
ほそぐち食堂
城崎温泉ﾂｰﾘｽﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝSOZORO
お食事処山よし
城崎珈琲 みはらしﾃﾗｽｶﾌｪ
城崎温泉 夢こやど 天望苑
大江戸温泉物語きのさき
大西屋水翔苑
居酒屋 海猫
白山
幸楽園 宴1･宴2
Cafe Lamp eye

②住所
豊岡市城崎町湯島748
豊岡市城崎町湯島750
豊岡市城崎町湯島750
豊岡市城崎町湯島760
豊岡市城崎町湯島785
豊岡市城崎町湯島788
豊岡市城崎町湯島79
豊岡市城崎町湯島795
豊岡市城崎町湯島80-1
豊岡市城崎町湯島810
豊岡市城崎町湯島8-11
豊岡市城崎町湯島83
豊岡市城崎町湯島832-1
豊岡市城崎町湯島84
豊岡市城崎町湯島844
豊岡市城崎町湯島844
豊岡市城崎町湯島87
豊岡市城崎町湯島876
豊岡市城崎町湯島876
豊岡市城崎町湯島880-1
豊岡市城崎町湯島880-1
豊岡市城崎町湯島89
豊岡市城崎町湯島90
豊岡市城崎町湯島93
豊岡市城崎町湯島94
豊岡市城崎町湯島96
豊岡市城崎町湯島96
豊岡市城崎町湯島城崎806-1
豊岡市城崎町桃島
豊岡市城崎町桃島1232
豊岡市城崎町桃島1256
豊岡市城崎町桃島1261-2
豊岡市城崎町今津548-1
豊岡市城崎町今津570-4
豊岡市城崎町楽々浦字深原442

店舗名
ｶﾆのﾔﾏﾖｼ旬鮮市場
合同会社 きよし水産
日和山海岸ｶﾞｲﾄﾞｾﾝﾀｰ(GeoCAFE)
ｶﾌｪ&ﾚｽﾄﾗﾝ ﾃﾗｽ
ﾎﾃﾙ金波楼
いっぷく亭
ｼｰﾗﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ
木の実
城崎ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ
ﾌｧｰﾑﾊｳｽ のの花
宮崎旅荘
城崎秀屋
あつみ旅苑
季節民宿 みぞぐち
民宿 山村
民宿伊藤四郎ヱ門
みつば
ぱんぷきん
ふじや
かどの
旅館ふるばやし
民宿かみさき
旅館たがき
惣助
有限会社 増田商店
長治郎
竹野の海辺 湯やど 海の音~うみのね~
久兵衛
ｶﾌｪﾊｳｽ ｺﾛﾝﾋﾞｱ
旅館 いざき
福田屋
はまや旅館
ひととまる
北前館 ﾚｽﾄﾗﾝ
ちどり 別館

②住所
豊岡市城崎町来日1-1
豊岡市城崎町来日153-2
豊岡市瀬戸1050
豊岡市瀬戸1058
豊岡市瀬戸1090
豊岡市瀬戸1090
豊岡市瀬戸1090
豊岡市瀬戸231
豊岡市瀬戸字畑山
豊岡市気比2373
豊岡市気比3226
豊岡市気比44-35
豊岡市気比4443
豊岡市竹野町竹野101-1
豊岡市竹野町竹野117
豊岡市竹野町竹野120
豊岡市竹野町竹野14
豊岡市竹野町竹野1462-7
豊岡市竹野町竹野155
豊岡市竹野町竹野1556-2
豊岡市竹野町竹野1581-3
豊岡市竹野町竹野17-7
豊岡市竹野町竹野17-8
豊岡市竹野町竹野184
豊岡市竹野町竹野2551
豊岡市竹野町竹野286-1
豊岡市竹野町竹野3396-1
豊岡市竹野町竹野390-1
豊岡市竹野町竹野399
豊岡市竹野町竹野4
豊岡市竹野町竹野416-1
豊岡市竹野町竹野48-1
豊岡市竹野町竹野49-6
豊岡市竹野町竹野50-12
豊岡市竹野町竹野505-3

店舗名
亀正
野村 民宿
ﾋﾞｰﾁ
ﾊｳｽ 海の子
園
えのもと屋
大栄
うちげの料理ﾊ塩
奥城崎ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ
民宿よどや
ふじわら
海の家ﾒﾘAdventureTours
旅館後藤
CAFE&GALLRY 楓の杜 Blanco
ブランコ
三椒庵
｢山の季｣きゃら
赤花そばの郷

②住所
豊岡市竹野町竹野5-9
豊岡市竹野町竹野6
豊岡市竹野町竹野6
豊岡市竹野町竹野603
豊岡市竹野町竹野633-2
豊岡市竹野町竹野642
豊岡市竹野町竹野654-1
豊岡市竹野町竹野735八塩
豊岡市竹野町竹野字賀嶋4
豊岡市竹野町切浜621-2
豊岡市竹野町切浜968
豊岡市竹野町切濱1048
豊岡市竹野町芦谷42-1
豊岡市竹野町林600
豊岡市竹野町林600番地
豊岡市竹野町椒1162−1
豊岡市竹野町椒1883
豊岡市但東町赤花159-1

