店舗名

住所

café haretara

丹波篠山市河原町125

くろまめ六夢叶・初田屋

丹波篠山市河原町128

お食事処

丹波篠山市杉271ｰ3

和多作

ｵｰﾀﾆにしきCCﾚｽﾄﾗﾝ

丹波篠山市遠方119-1

ｵｰﾀﾆ広尾ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

丹波篠山市奥原山広尾41

Oito

丹波篠山市河原町186

珈琲店EQUATOR

丹波篠山市河原町403

染めｶﾌｪ貴久KIKYU

丹波篠山市河原町93-2

條鐵庵FineFood&Bar

丹波篠山市河原町93-2

丹波篠山里山懐石と純米酒風和里

丹波篠山市垣屋477-1

ささやま玉水

丹波篠山市乾新町148

ﾏﾝﾄﾗ

丹波篠山市乾新町181-1

宝来飯店

丹波篠山市乾新町97-1

ろあん松田

丹波篠山市丸山154

洋食ﾚｽﾄﾗﾝあんず

丹波篠山市魚屋町15-1

おか本

丹波篠山市群家784

ひょうご憩の宿 新たんば荘

丹波篠山市郡家451-4

喫茶 美貴

丹波篠山市郡家846

ｸﾞﾝｹﾞﾋﾟｯﾂｧ

丹波篠山市郡家852

玉川楼

丹波篠山市呉服町32

丹波猪村
Sun

Rice

丹波篠山市後川上1-37
Kitchen

丹波篠山市向井319-3

Mimosa café

丹波篠山市黒岡17-7

丹波篠山味処みたけ支店

丹波篠山市黒岡18

BILI-拳

丹波篠山市黒岡42

JA丹波ささやま 特産館ささやま

丹波篠山市黒岡70-1

ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｶﾌｪｱﾆｽ

丹波篠山市今田町下小野原70-6

丹波焼窯元のﾊﾟﾝやさん正元窯ﾙｰﾝｶ

丹波篠山市今田町下立杭11-2

Touya cafe

丹波篠山市今田町休場241-2

蕎麦切 ゆる里

丹波篠山市今田町今田3-16

ぬくもり亭

丹波篠山市今田町今田新田21-10

旬菜千味 さぎ草

丹波篠山市今田町今田新田21-10こんだ薬師温泉 ぬくもりの郷 内

和風ﾚｽﾄﾗﾝｶﾌｪそら

丹波篠山市今田町上小野原133-1

獅子銀 陶の郷店

丹波篠山市今田町上立杭3

虚空蔵

丹波篠山市今田町上立杭4

丹波ﾁｷﾝの洋食ﾚｽﾄﾗﾝPesapallo

丹波篠山市今田町辰巳177

小倉ｶﾌｪ

丹波篠山市今田町辰巳184

喫茶ｸﾞﾚｰｽ

丹波篠山市細工所300-3

店舗名

住所

一休庵 丹波篠山店

丹波篠山市山内町78-2

はな円

丹波篠山市住山552

YOU&CO.Cafe+Zakka

丹波篠山市小枕743

ｱｸﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ丹波ささやま

丹波篠山市小枕93

ドライブイン茶屋峠

丹波篠山市小野奥谷302

ﾎﾞｰｼｭﾏﾝ

丹波篠山市小立299

ﾍﾟｻﾊﾟﾛﾃﾞﾘｶﾁｯｷﾝ

丹波篠山市真南条下329

郷の屋楽車

丹波篠山市吹新4-1-102

ﾊﾞｻﾞｰﾙﾀｳﾝ篠山ﾆｭｰｽ館花ふじ

丹波篠山市杉265-1

S.DIVA

丹波篠山市杉271-3

夛左ヱ門

丹波篠山市西岡屋甲209-3

ひとはな亭

丹波篠山市西古佐410

居酒屋夢太郎

丹波篠山市西新町178

鳥治

丹波篠山市西新町178-1-15

ﾌﾞﾚｽｱﾝﾄﾞﾛｲ

丹波篠山市西町16-1

西町BUR

丹波篠山市西町31-6

里山工房くもべ

丹波篠山市西本荘西ﾉ山2-1

Kuwa Monpe

丹波篠山市曽地中586-7

ROUTE77

丹波篠山市大山下982-2

白椿

丹波篠山市大山宮293

魚民篠山口西口駅前店

丹波篠山市大沢2-9-6

うめたんFUJI

丹波篠山市大藤65‐3

PompoZo Bar

丹波篠山市池上345-1

篠山自動車教習所 ｶﾌｪ ﾐﾛ

丹波篠山市池上569

旨いもん屋さんでｰ

丹波篠山市中野76-4

丹波ひろし歌謡ﾎｰﾙ

丹波篠山市中野76-4

ﾗｳﾝｼﾞ梨花

丹波篠山市東岡屋108-4

ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ歌恋

丹波篠山市東岡屋108-4第一ﾋﾞﾙ7号室

ｶﾞﾁｬﾋﾟﾝ

丹波篠山市東岡屋80-1石田第2ﾋﾞﾙ1-5

お食事処 山門

丹波篠山市東河地116

丹波篠山まつかぜ屋

丹波篠山市東古佐95

創作料理 和

丹波篠山市東新町106-5

箱鮨

丹波篠山市東新町15-1

澤藤

喫茶ｽﾅｯｸ美里

丹波篠山市東新町214の20

餃子の王将 篠山店

丹波篠山市東吹1139

ｸﾗﾌﾞ観音

丹波篠山市東吹1142-1

牛屋たなか

丹波篠山市東吹1818-9

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ篠山ﾌｧｰｶｽ店

丹波篠山市東吹330-3ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ

店舗名

住所

天鶴

丹波篠山市東吹351-4

やい亭篠山店

丹波篠山市東吹365-1

ｻｰﾃｨﾜﾝ篠山店

丹波篠山市東吹406-1

丹羽篠山食堂

丹波篠山市東吹410-1

ｲﾝﾄﾞ料理ﾋﾞｽﾇ篠山店

丹波篠山市東吹505行石ｾﾝﾀ-

cafe

丹波篠山市東吹513

inizio(ｶﾌｪ ｲﾆｼﾞｵ)

ﾛｯﾁﾞS.P.H

丹波篠山市東吹956-1

ｶﾗｵｹ喫茶 彩雅

丹波篠山市南新町127-5丸八ﾋﾞﾙ1階

OZ's

BROADWAY

CAFE

丹波篠山市南矢代106-6

CASA DEL AMICI

丹波篠山市二階町10-2

韓美食堂 舎廊房

丹波篠山市二階町41

三福

丹波篠山市二階町44

角清

丹波篠山市二階町52

大手食堂

丹波篠山市二階町55−1

くりの里

丹波篠山市二階町55-2

手打ち皿そばひいらぎや

丹波篠山市二階町56

ぼたん亭

丹波篠山市二階町58-8

季節料理 大手新丁

丹波篠山市二階町71

丹羽篠山近又

丹波篠山市二階町81

丹波篠山 串焼き八兵衛

丹波篠山市二階町82

つばめ食堂

丹波篠山市二階町一

万為楼

丹波篠山市日置150番

sasarai

丹波篠山市日置397

台湾料理 家興縁

丹波篠山市八上上271-1

夢商人

丹波篠山市不来坂6-4

かぐや姫

丹波篠山市風深180-2

居酒屋 山屋

丹波篠山市風深215-2

鶏ｲｻﾞｶﾔ ｺﾔ麺

丹波篠山市風深75-1102号

焼肉 けｰちゃん

丹波篠山市風深94-2

ｶﾗｵｹ喫茶 友

丹波篠山市福住169-2

MAGNUM COFFEE

丹波篠山市福住317

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ福

丹波篠山市福住367

福住宿場町ﾎﾃﾙNIPPONIA

丹波篠山市福住378

丹波路ﾌﾞﾙﾜﾘｰ ﾃﾗﾉ･ｻｳｽ

丹波篠山市北155-3

株式会社 大福堂

丹波篠山市北新町121-1

ろまんてい

丹波篠山市北新町町97

光屋

丹波篠山市北野新田96

ﾍﾞﾙ･ｸﾞﾘｰﾝCCﾚｽﾄﾗﾝ

丹波篠山市本明谷65

4号店

店舗名

住所

萬松

丹波篠山市味間奥1304-2

旨辛Lab.美膳香坊

丹波篠山市味間南１００７１

喫茶ふれあい

丹波篠山市網掛301

食工房 楽郷

丹波篠山市網掛326-5

鳳鳴ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ

丹波篠山市立金55-2

株式会社阪本屋

丹波篠山市立町101-1

はひふへほ

丹波篠山市立町117-1

小田垣豆堂

丹波篠山市立町19

よね津

丹波篠山市立町79

CafeKamotte(ｶﾌｪｶﾓｯﾄ)

丹波篠山市立町91

青山台ｺﾞﾙﾌ倶楽部 OUTｺｰｽ売店

丹波篠山市和田字東勝山32-1

青山台ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾚｽﾄﾗﾝ

丹波篠山市和田字東勝山32-1

青山台ｺﾞﾙﾌ倶楽部･ｲﾝｺｰｽ売店

丹波篠山市和田字東勝山32-1

居酒屋ｶﾌｪ もんと

丹波篠山市糯ｹ坪18-4

