店
舗
串カツ よっちゃん
ﾛｯﾃﾘｱ三木ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱFS店
三木ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ
三木やわらぎﾎｰﾙ
居酒屋 道
ｼｰｼｬ ｱｰﾁｪﾘｰ
Bar ｶﾙﾑﾘ
うお亭かき田
ごはん処ありた
ﾊﾞﾚﾝｻﾞ.ﾎﾟｰ美鈴
おでんﾊﾞﾙ杏樺
ｽﾅｯｸ ｴｺﾞｲｽﾄ
吉野
串揚げ居酒屋 からっと亭加佐店
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ三木ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ上り線
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ三木ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ下り線
昇〜show〜
ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｿヴｧｰｼﾞｭ
ｽｺｰﾙ
和風遊空間花水木
ぴんくの兎
毘沙門
創作居酒屋 酒々
ｶﾗｵｹ喫茶 ｻﾑｼﾝｸﾞ
小料理 美鈴
割烹荒川
創作うまいもんや ばず
たこびより三木店
創作料理 しゃかりき
やき鳥 桃吉
modern和食 遊来
台湾料理 餃子菜屋
みき日楽哩
時逢
焼肉縁
薩摩地鶏わげんや
ﾋﾞﾌﾞﾗﾋﾞtable.

名

住
三木市加佐283-1
三木市加佐1142
三木市加佐1142
三木市加佐132
三木市加佐204-1
三木市加佐268
三木市加佐268-4
三木市加佐283-1
三木市加佐295
三木市加佐295-1
三木市加佐298-10
三木市加佐298-10
三木市加佐712-1
三木市加佐字一ヶ坪273-2
三木市加佐湯谷1142三木ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ(上り線)
三木市加佐湯谷1142三木ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ下り線
三木市末広1-13-21
三木市末広1-2-44
三木市末広1-6-48
三木市末広2-2-28
三木市末広2-3の37
三木市末広2-4-12
三木市末広2-4−43
三木市末広2-5-70
三木市末広2-6-13
三木市末広2-8-25
三木市末広3-14-23
三木市末広3-15
三木市末広3-2-30
三木市末広3-323-2
三木市末広3-6-52
三木市大村580-1
三木市大村1127みき日楽哩
三木市大村1132
三木市大村1132ｸﾞﾘ-ﾝヴｨﾚｯｼﾞ5号
三木市大村1132ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾞﾚｯｼﾞA
三木市大村1-40-1

所

店
KOOL
たこつぼ
葵庵
TRATTORIA DA RUZZO
居酒屋司
GardenCafeHome
つぼ八 三木店
かっぱ寿司 三木店
ﾗｰ麺ずんどう屋 三木店
三木一貫楼
喫茶ﾊﾞﾝﾋﾞ
ﾗｳﾝｼﾞ ながさき
四六時中 三木店
さくさく天ぷらさくら
ｷｯﾁﾝSakuSaku
餃子の王将 三木店
ｳﾊﾟﾊﾙ
cafe flat
旬味澤
ひょうたん
子午線や
お食事処､居酒屋ひなた
ｽﾅｯｸ丸美
歌ごえ喫茶 聖
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ ヴｨｶﾞｰ
馬肉鉄板diningじゅうじゅう
ｶﾗｵｹ喫茶 結女(ゆめ)
MIKI
まるよし
ひまわり
CHANCE
ふしぎ
ｶﾗｵｹE n
あきら
気分や
GOLD
居酒屋 つくしんぼ

舗

名

住
三木市大村163-6
三木市大村163ｲｵﾝ三木店1階
三木市大村188-1
三木市大村188-1大夢ﾌﾟﾗｻﾞ一階B号
三木市大村206-1
三木市大村323-2
三木市大村495
三木市大村531-2
三木市大村584-1
三木市大村599-1
三木市大村63-13
三木市大村846-4
三木市大村字砂163ｲｵﾝ三木店1階
三木市大村字砂163ｲｵﾝ三木店1階
三木市大村字砂163ｲｵﾝ三木店1階
三木市大村字城ﾉ前548-1
三木市平田120-1
三木市久留美1789
三木市大塚1-1-26
三木市大塚201-4
三木市大塚2-1-23
三木市大塚213-3
三木市大塚2-1-8
三木市大塚2-304-9
三木市大塚2-3-76
三木市大塚2-5-3
三木市大塚町2-358-1
三木市福井1-4-41
三木市福井1-4-41
三木市福井1-4-41
三木市福井1-4-41
三木市福井1-4-41105
三木市福井1-4-41-109
三木市福井1-4-41115号
三木市福井1-4-41銭屋酒坊102
三木市福井1-4-41銭屋酒坊108
三木市福井1-4-41銭屋酒坊110

所

店
ｶﾗｵｹ喫茶･ｽﾅｯｸ ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ
にじいろ
焼肉こさる
お好み焼き ごろきん
炭火焼肉かしま
鶏屋おつじろう
旬彩ﾚｽﾄﾗﾝ ﾃﾞﾙﾊﾟﾊﾟ
馳走庵一献
すし宗
ながさわ道の駅みき店
味彩苑
ｵｽﾃﾘｱ･ﾃﾞﾙ･ｱﾗﾝﾁｮ
おうちごはんCafeそらまめ
万寿庵
ﾆｭｰむさし
Liberty
ﾋﾞｽﾄﾛ ﾄﾞ ﾉﾌﾞ
居酒屋 絆倶楽部
ﾆｭｰむさし 本館
あじさい
風凛華山
美豚
ｶﾗｵｹ喫茶 歌集
BENNY LOOKS
京料理ﾓﾀﾞﾝｽﾀｲﾙ楽菜
和食川久
ｽﾅｯｸ華音
ｽﾅｯｸｷﾗﾗ
ｼﾝﾌｫﾆｰ
和空間喫茶･夢郷
ｸﾚｱﾃﾞｨｰﾙ 三木南店
ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ
三木大和会館
らｰめん 七福神
真shin
お好み焼き鉄板料理 梟
食事､酒処てげてげ

舗

名

住
三木市福井1-4-41銭屋酒坊111
三木市福井1-4-41銭屋酒坊201
三木市福井1969-1
三木市福井1969-12F
三木市福井2109-3
三木市福井2184-2
三木市福井2465-1県立三木山森林公園内
三木市福井3-15-10
三木市福井3-3-21
三木市福井字三木山2426-先
三木市福井字三木山あじさいﾌﾛ-ﾗみきふれあいの館内
三木市福井字鷹尾2005-1
三木市宿原1263-199
三木市本町1-3-10
三木市本町2-15-1
三木市本町2-2-43
三木市本町2-3-1
三木市本町2-5-10
三木市本町2-7-18
三木市本町2-8-24
三木市本町2-8-24
三木市本町3-1-26
三木市本町3-1-26
三木市本町3-1-261F-1
三木市本町3-2-1
三木市本町3-3-17
三木市福井1-4-41106号
三木市福井1-9-3
三木市福井1937
三木市福井1969-2
三木市福井2148
三木市別所町688−8
三木市別所町小林657-17
三木市別所町小林657-18
三木市別所町小林688-2
三木市別所町小林688-4
三木市別所町小林688-8-1

所

店
舗
名
食堂ｶﾌｪYUZUNOHA
らｰめん八角三木店
らｰめん 琴壱家
CafeMagnolia
松屋三木店
お食事処かぶと
地鶏屋 藩鳥
ｶﾗｵｹ喫茶ﾒﾛﾃﾞｨ
珈琲の店 ぶれんど
味彩苑ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞ店
麺屋一 -hajime焼鳥 鳥石
焼肉はるちゃん
ころうどん･ころめし専門店いなみころ三木別所店
寿司政
善
夢の郷
お食事処 吉祥
和食処 一華庵 い志川
焼肉こさる 志染店
ｻﾙﾃｨﾝﾎﾞｯｶ
三木ｾﾌﾞﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ
東広野ｺﾞﾙﾌ倶楽部
Dogcafe&Bal BellsFamily
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾗｵｹ&ﾄﾞﾘﾝｸ
Natural Medicine
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ｲｵﾝ三木青山ｼｮｯﾌﾟ
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｲｵﾝ三木青山店
お好み焼きわが家
ﾃｱﾄﾛ･ﾌﾘｰ･ﾃﾞ･ｱﾚｰ
ｼﾙｸﾊｯﾄ
ｶﾗｵｹ喫茶 ﾁｬﾁｬ
COCORO〜心〜
焼肉 彩華
やきとり 匠
花 りん
YUZURIHA

住
三木市別所町小林734-1
三木市別所町小林734-18
三木市別所町小林734-3
三木市別所町小林734-7
三木市別所町小林734-76
三木市別所町小林字釜ヶ谷734-75
三木市別所町高木610-4
三木市別所町高木610-42階
三木市別所町高木83-1
三木市別所町高木ﾎ-ｽﾗﾝﾄﾞｴｵの森研修ｾﾝﾀ三木市別所町東這田5-1
三木市別所町東這田721-16
三木市別所町西這田1-185
三木市別所町西這田1-395-1
三木市別所町花尻1-46-1
三木市別所町花尻1-56
三木市志染町吉田1241-142
三木市志染町窟屋644-1
三木市志染町窟屋85-1
三木市志染町井上147-5
三木市志染町井上148-1
三木市志染町大谷217
三木市志染町三津田1525-8
三木市志染町御坂627-1
三木市志染町御坂665-1
三木市志染町青山1-16-15
三木市志染町青山3-9-1
三木市志染町青山6-8
三木市緑が丘町西1-10-10
三木市緑が丘町西4-1-14
三木市緑が丘中1-8-18
三木市緑が丘中1-8-19
三木市緑が丘中1-9-34
三木市緑が丘町1-15-59
三木市緑が丘町中1-13-10
三木市緑が丘町中1-13-11
三木市緑が丘町中1-15-22

所

店
ｵｰ･ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ
串かつ こゆず
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ すずらん
やきとり大吉 三木緑ヶ丘店
ｶﾗｵｹ喫茶 さくらんぼ
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ 華
SUNNY DAY Cafe&Deli
酔や栄
ｽﾅｯｸあずみ
喜八
chocottocafe
ｶﾗｵｹ喫茶せり
創作ﾊﾞﾙARALE
すし処さくら
ふくちゃん
居酒屋うっかり八平
ﾙｼﾞｪ
ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ&ｶﾌｪSWAAD
歌の音聴箱
Nunber.7
洋食の太陽
Peachpit
寿司､居酒屋 よかいち
きまぐれ
喫茶ﾏﾙﾝﾍﾞﾘｰ
あぐん茶
ｶﾚｰﾊｳｽmoimoi
いないいないBar
鳥貴族 三木店
ｶﾗｵｹZERO三木志染店
ｶﾞｽﾄ三木志染店
ｶﾗｵｹ Ban Ban 三木志染店
焼肉ﾎﾙﾓﾝ ゆうじ
Petite fee
ｽﾅｯｸ ｴｺﾞｲｽﾄ
ｶﾗｵｹ喫茶 美月
BAR GOCCI

舗

名

住
三木市緑が丘町中1-15-23
三木市緑が丘町中1-15-27
三木市緑が丘町中1-15-37
三木市緑が丘町中1-15-39
三木市緑が丘町中1-15-44
三木市緑が丘町中1-15-52
三木市緑が丘町中1-6-21
三木市緑が丘町中1-6-22
三木市緑が丘町中1-6-22盛ﾋﾞﾙ2階
三木市緑が丘町中1-6-24
三木市緑が丘町中1-6-29
三木市緑が丘町中1-8-16
三木市緑が丘町中1-8-28
三木市緑が丘町中1-8-32
三木市緑が丘町中1-8-37
三木市緑が丘町中1-9-31
三木市緑が丘町中1-9-32
三木市緑が丘町中2-5-22
三木市緑が丘町中2-9-13
三木市緑が丘町東1-1-20ｻﾝﾛ-ﾄﾞﾌｧｲﾌﾞ
三木市緑が丘東1-1-20-A
三木市緑が丘町本町1-137-105
三木市緑が丘町本町1-2-22
三木市緑が丘町本町1-229-1B102
三木市緑が丘町本町1-281
三木市緑が丘町本町1-5
三木市緑が丘町本町2-3
三木市緑が丘本町1-10
三木市志染広野1-107-1号ｻﾝﾃﾋﾞﾙ2階
三木市志染町広野1-100
三木市志染町広野1-107
三木市志染町広野1-118-1
三木市志染町広野1-132
三木市志染町広野1-146-6
三木市志染町広野1-148-1
三木市志染町広野1-148-1
三木市志染町広野1-148-1

所

店
舗
魚民志染西口駅前店
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾊﾟﾚｽ
鳥ふく
家庭料理 しるく
うまいもん横丁三木広野店
1PIECE PIZZA
きん楽
ｶﾗｵｹ喫茶ﾏｷ
MINT with Vanilla
ﾊｰﾄ&ｿｳﾙ
ｼﾞｬｽﾞｶﾌｪﾍﾞｲｼｰ
鳥八
ｶﾗｵｹ喫茶 ｱﾝｼﾞｭ
お好み焼 田川
やきとり大吉 自由が丘店
さち
酒処 菜吾美
茜
ぼんくら
一品料理のぶちゃん
un
寿司割烹松葉
ｶﾗｵｹｽﾎﾟｯﾄ うも〜れ
和風創作料理 味郷
ALOHA STATE
ｶﾗｵｹ喫茶 Rucha
Trattoria SOGNI di SOGNI
SAZANKA
鮨はりま
鉄板焼さくら
GLAMP BBQ PARK
地場旬彩美嚢舎
茶房白露
三木ｺﾞﾙﾌ倶楽部
ｾﾝﾁｭﾘｰ吉川ｺﾞﾙﾌ倶楽部ﾚｽﾄﾗﾝ
ｾﾝﾁｭﾘｰ吉川ｺﾞﾙﾌ倶楽部ｱｳﾄ売店
ｾﾝﾁｭﾘｰ吉川ｺﾞﾙﾌ倶楽部ｲﾝ売店

名

住
三木市志染町広野1-73
三木市志染町広野1-76
三木市志染町広野1-93
三木市志染町広野2-22-13
三木市志染町広野5-211
三木市志染町広野5-301
三木市志染町広野8-189-1
三木市志染町西自由が丘1-249
三木市志染町西自由が丘1-288
三木市志染町西自由が丘1-308ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ1F
三木市志染町西自由が丘1-324-1
三木市志染町西自由が丘1-432
三木市志染町西自由が丘1-479
三木市志染町西自由が丘1-549
三木市志染町西自由が丘2-119-2
三木市志染町西自由が丘2-149
三木市志染町西自由が丘2-165
三木市志染町西自由が丘2-182
三木市志染町中自由が丘1-293
三木市志染町中自由が丘1-495-3
三木市志染町中自由が丘1-559
三木市志染町中自由が丘2-782
三木市志染町中自由が丘2-91
三木市志染町中自由が丘3-50
三木市志染町中自由ヶ丘1-47-1
三木市志染町東自由が丘2-365
三木市細川町垂穂894-60
三木市細川町垂穂894-60
三木市細川町垂穂894-60
三木市細川町垂穂894-60
三木市細川町垂穂894-60
三木市細川町垂穂894-60
三木市細川町垂穂894-60
三木市細川町垂穂字槇山894−827
三木市細川町金屋587-64
三木市細川町金屋587-64
三木市細川町金屋587-64

所

店
舗
名
ｾﾝﾁｭﾘｰ吉川ｺﾞﾙﾌ倶楽部ﾗｳﾝｼﾞ
ﾌｫﾚｽﾄ三木ｺﾞﾙﾌ倶楽部
ﾁｪﾘｰﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ
ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾞﾙﾌ倶楽部
三木よかわｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
美奈木ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾚｽﾄﾗﾝ
美奈木ｺﾞﾙﾌ倶楽部 OUT売店
美奈木ｺﾞﾙﾌ倶楽部 IN売店
ｳｯﾃﾞｨﾊﾙﾔ
三甲ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｼﾞｬﾊﾟﾝｺｰｽ
有限会社 冨田 佳豊
花屋敷ひろの アウト売店
花屋敷ひろの イン売店
株式会社 ｱﾗｽｶ 花屋敷広野店
赤いうちわ
花屋敷ｺﾞﾙﾌ倶楽部
田舎家
株式会社ｱﾗｽｶ 花屋敷吉川店
花カフェ よかわコース
HEALTHYCHOICE
KEBAB&CURRY
歩
よかたん亭
ﾚｽﾄﾗﾝにしき亭
山田錦の館 おためし処 蔵
ふれあい喫茶 どんがらりん
関西ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾚｽﾄﾗﾝ
関西ｺﾞﾙﾌ倶楽部
お食事処 みなぎ乃
お菓子工房ｱﾘｽ
雀荘ﾕｳｷ
中国料理 華中
吉川ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部内ﾚｽﾄﾗﾝ
ｱｰｸよかわｺﾞﾙﾌ倶楽部
ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾞﾙﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社･ｱｰｸよかわｺﾞﾙﾌ倶楽部
関西ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌ倶楽部
ｽﾅｯｸﾒﾘﾉ

住

所

三木市細川町金屋587-64
三木市細川町桃津571-143
三木市細川町細川中道重1200-23
三木市口吉川町東中坂の脇942-2
三木市口吉川町槇長尾谷487-68
三木市口吉川町大島1187-3
三木市口吉川町大島1187-3
三木市口吉川町大島1187-3
三木市吉川町冨岡1206-1
三木市吉川町冨岡933-27
三木市吉川町有安21
三木市吉川町上荒川713-1
三木市吉川町上荒川713-1
三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1花屋敷ｺﾞﾙﾌ倶楽部ひろのｺｰｽ内
三木市吉川町畑枝120
三木市吉川町福井字小西谷534-1
三木市吉川町福井字小西谷534-1
三木市吉川町福井字小西谷534-1花屋敷ｺﾞﾙﾌ倶楽部よかわｺｰｽ内
三木市吉川町福井小西谷534-1
三木市吉川町吉安220-1
三木市吉川町吉安220-1
三木市吉川町吉安220-1
三木市吉川町吉安222
三木市吉川町吉安222
三木市吉川町吉安222
三木市吉川町吉安246-三木市吉川町公民館内
三木市吉川町吉安877-1
三木市吉川町吉安877-1
三木市吉川町大沢217
三木市吉川町大沢359-2
三木市吉川町大畑470-3
三木市吉川町大畑711-2
三木市吉川町米田字平間701-3
三木市吉川町西奥826
三木市吉川町西奥826
三木市吉川町湯谷567
三木市吉川町上松530-1

店
手打そば稜庵
太平洋ｸﾗﾌﾞ有馬ｺｰｽ
太平洋ｸﾗﾌﾞ六甲ｺｰｽ

舗

名

住
三木市吉川町渡瀬93-2
三木市吉川町奥谷114-8
三木市吉川町奥谷114-8

所

