
３月15日時点

豊岡(189店) 喫茶　案山子 スナック　ひまわり ハンバーグのビアドリット（豊劇店） らーめん龍花 城崎ジェラートカフェ Chaya 温もりの宿　おけ庄 庵々 ブルーリッジホテル 近又

アールベルアンジェ豊岡 喫茶　ソニア スナック　ピュア ハンバーグの店　セブン 来来亭　豊岡店 城崎スイーツ　本店 花小路　彩月 一品香 ブルーリッジホテル 日本料理 華厳 グリーンいずし甚五郎（出石店）

あいとったりしまっとったり 喫茶　窓 スナック　舞 挽きたてそば大門 楽々庵　豊岡店 Kinosaki TOKIWA GARDEN 花の家 うまいもん処 割烹 石立屋 ブルーリッジホテル フォーシーズン 湖月堂　内堀店

味えもん キッチンdeカフェ・エフ スナック　ユトリ Ｐizzeria Porco Rosso ラ・ティエラ KINOSAKI BURGER 美食遊楽　とみや おいしい豆腐 蘇武の里 まめcafé ペンション スノーランド 五萬石

アミタ 紀ノ川１号店 スナック　百合 ビリケンTOレジェンド らんたん 城崎ビネガー ふくとみ オーガニック セレクトショップ Bosk ペンション ポム・アンナ さらそば　甚兵衛

アミューズメントスタジオ　ミスモ 紀ノ川２号店 すみれ堂 ファームハウスのの花 リバーサイドまるやま 城崎プリン専門店 kiman ブックストア・イチ 大阪屋 ペンション マウントクック 仕出し・居酒屋　きしもと

活魚割烹　おさらぎ 紀ノ川３号店 清八 風来坊 Ｌibero Café 城崎町家　地ビールレストラン　グビガブ まつがみ オーベルジュ　アルビレオ　天文台 ペンション ムーンサイド じゃんぼ

居酒屋　彩鶏 紀ノ川４号店 創作ダイニング　しき彩 ブーランジュリー　モン 輪 きよし水産 万作　第二楽章 奥神鍋ヒュッテ ペンション ログリゾートかんなべ しゃんらん

居酒屋　田んぼ 城崎カンツリークラブ 創作料理　武士 ふじの実　豊岡店 ル・サンピェール 錦水 やなぎ荘 お食事処かんなべ（道の駅「神鍋高原」内） 鱒之荘 辰鼓櫓そば

居酒屋　渡月 城崎マリンワールド ダイニングバー OWL ブラキテ レーベンアーゲ CREEZAN城崎本店 山本屋 お食事処　きび 松ちゃんラーメン すし処　大将軍

居酒屋　梛（なぎ） 京 DINING BAR 真蔵 フルーツアイランド百果園 レストラン＆カフェ玄武洞 コーヒーショップ NOVA ヤマヨシ　旬鮮市場 お寿司屋　原田 焼肉　丸善日高 そば　彩蕎子

居酒屋　美人韓　豊岡店 餃子の王将　正法寺店 台湾料理　鮮味軒 プレジュールＪ２ レストランレザミ 珈琲処　きくや 湯あがりバニラ 御料理　みつ乃家 ゆずや そば茶屋

居酒屋　夢まる 餃子の王将　豊岡店 但馬かまどめし　気比の里 ベルメール 和食の店　浮世 心の宿　三國屋 湯宿　山よし かどや食堂 ラーメン梟 そば処　宿坊

一番星 京都　なお道 但馬空港ターミナル　喫茶　リラテック 星の蔵 和モダン　たけなわ 小林屋 旅館　サンルート CAFE NICO レストラン奥雪 たくみや

いのこ 金左ェ門 但馬空港レストラン　ジェットストリーム ぼて拾 城崎（89店） 小宿　縁 旅館　まつや Café Bar　椿庵 和食ダイニング いのうえ 竹林亭

ima CAFÉ 串焼屋　三男坊 たじま炭火焼肉　輪が家 ホテル金波楼 あさぎり荘 こ夢 をり鶴 café Re．風連 出石（61店） 天通

ウッディ豊岡店 楠くす dada TABERIBA ボヌールポルテ 海女茶屋 茶房　夢屋 竹野（25店） カフェリゾート　ハーフムーン 葵 唐仙坊

うな幸 クラブ古都 辰よし ほんまもん 雨音 さんぽう西村屋本店 うちげの料理　八塩 神鍋高原スリーナウ あるもんde鳥居 登城

うまいもん居酒屋　修味 Grand dinner チャイニーズスナック　翠 真頑多（まがんだ） あやめ JAPANESE TEA CAFÉ FULUCK 海の家メリ Adventure Tours 神鍋山荘　和楽 憩い酒場　ひととき 南枝　小人店

うまいや コウノトリ本舗 中華厨房　楽友軒 祭 いたや商店 樹々 奥城崎シーサイドホテル 北魚場 居酒屋　ちょっと Plants＋（プランツ プラス）

fcafe（エフ・カフェ）瀬戸店 コメダ珈琲店　豊岡店 つぼ八　豊岡店 まどか 一魚一恵 すけ六 おっとっと 喫茶　グッデイ 出石皿そば　一鶴 本陣　鸛屋

大石屋食堂 酒菜哉 つぼみ まるやま館 いろりダイニング三國 スナック　綾 カフェハウス　コロンビア 京懐石　音羽屋 出石皿そば　家老 みちかけ葡萄酒店

奥城崎シーサイドホテル　豊岡病院レストラン 肴屋　よし乃 ティルーム　アビアン・トット Mangiare UTSUROI TSUCHIYA ANNEX スナック　ナイフ 亀正 姫星 出石皿そば　官兵衛 焼鳥　百鶏

お好み焼・たこ焼　翁　コープディズ豊岡店 咲々 手打ちそば　縁ーえにしー ミスタードーナツコープディズ豊岡ショップ 海猫 スナック　ぼちぼち 喫茶　道 グリーンウッド 出石皿そば　如月 焼肉　げん天

お好み焼・たこ焼　翁 大開通り本店 酒とめし　ひと晴れ 手打ちそば酒房　稜 みはら荘 おけしょう鮮魚の海中苑 炭火串焼　ふじ 喫茶　みやもと 高原亭 出石皿そば　玄 善店

お好み焼　まゆ さばさば 鉄板焼き鳥　権四郎 みやま お食事処　山よし 炭味火処　和る 休暇村　竹野海岸 小金家 出石皿そば　古都 洋食屋　フリーダム

お食事自慢　武ちゃん SHION 鉄板焼　真味 民宿　はし本 OFF KINOSAKI 鮮魚てらかわ グリル アルグ GRILL ALGUE 寿楽庵 出石皿そば　左京 よしみ食堂

お食事処　大仙 シュード パラディ 桃李 武藤道場　豊岡店 お宿　芹 千年の湯　古まん 三椒庵 旬菜　いわき 出石皿そば　正覚　田中屋 よしむら

お食事処　和香 酒肴屋　神楽 豊岡酒場　情熱ホルモン 明月 かど家 千年の湯　権左衛門 しし鍋　とこせ　加か成 食彩酒房　花林 出石皿そば　陣屋 楽々庵　出石店

御食事処　わか菜 シュシュポット 豊岡塩元帥 MEMBER`Ｓ COOL 伽奈 創作料理 響 竹野海岸　北前館　プティ・パ　ダイニング　オルト・ミーオ 白い小屋 出石皿そば　仙石 りんどう 出石内町店

海鮮料理　つむぎ 酒楽Bar 呑米 豊の丘風遊菓　港や MEMBERS πの実 Cafe & Bar ３rd ソフトクリーム専門店　そふと工房 竹野の海辺　湯やど　海の音～うみのね～ 志ん屋 出石皿そば　そば庄 りんどう　出石町分店

かき船 旬彩美酒あまの なか井 もっこす亭 café Ｍ's style　～なごみ～ 大幸商店 床瀬そば Sweets ＆ Books キノシタ 出石皿そば　花水木 レストラン喫茶　ワイン

かくれんぼ　鉄板焼 旬酒屋　清國 菜っぱ 八百酔 カフェ　こやま 大黒屋 日の出荘 末広 出石皿そば　みくら 和カフェ

割烹 かわむら 場外市場食堂 ナマステ　豊岡駅前店 やきとり飯田商店 Cafe Lamp eye 但馬生蕎麦　ますや 福田屋 threebirds 出石皿そば　茂兵衛 但東（９店）

割烹　魁 食堂　ふるさと ナマステ　本店 焼鳥　Cocco（こっこ） 川口屋本館 但馬屋 本と寝床、ひととまる 西洋菓子工房　フーケの館 出石皿そば　山下 入船

かね正 じん nicotto 焼肉瑞苑 川口屋城崎リバーサイドホテル 力餅 みつば 高砂 出石城 お食事処たんとう（食堂日足）

カフェ・コテッジ　まるやま 寿司店　味 にしき 焼肉トミホルモン店 紀水 チャイナ 民宿　園 タベルナ　サクハタ 出石城山ガーデン カフェ　野の花

カフェ・レスト　ボーイ スターダスト Bar Re：plus＋ 焼肉　丸善　豊岡九日市店 喫茶　萌阿 ちょっと恋 民宿　かみさき だるま 出石そば　沢庵 café 森のごはん

かも川 すってんてん　豊岡店 パインニードル 焼肉　もりや 城崎温泉　医食同源の宿　かに庵 つばきの旅館 民宿　ねこざき ときわ野 出石そば処　桂 Coffee & Rest House ぽっと＆pot

カルビ太郎　但馬本店 スナック＆お食事処 ６９ 花ふじ　アイティ豊岡店（アイティ4階） 豊寿司 城崎温泉　西村屋本館 TERME 民宿　よどや 殿さんそば いずし堂本店 そば一

カレーハウスCoCo壱番屋豊岡正法寺店 スナック　花れん 花丸 夢邸 城崎温泉　湯楽 和みの宿　おおかわ 「山の季」きゃら 名色ホテル 入佐屋 但熊

韓国料理　美楽 スナック銀馬 Habatake　Sweets　Café 吉野家178号線豊岡店 城崎きなこ/城崎コロッケ　キノコロ なな 旅館　ふるばやし バーガーシティ AK CAFÉ 農村体験館　八平

韓国料理　吉田家 スナック　周 ばらっど〈酒・くいもんや〉 ラーメン王国 城崎珈琲　みはらしテラスカフェ 西村屋ホテル招月庭 日高（60店） フォレストアドベンチャー奥神鍋 お肉と和食　味処　2代目いずし川 ホテルシルク温泉やまびこ

Kizuna スナック　伊達 万感遊楽 ラーメン清水屋 城崎珈琲倶楽部 西村屋 レストラン Ricca アグリガーデン 冨貴　日高店 輝山 計433店

豊岡市プレミアム付応援商品券「EAT豊岡」参加店舗一覧


