
　全117店舗（令和3年12月23日時点）

　※地域別、受付順に掲載しています。

No. 店舗等の名称 市内所在地 業種

1 コインランドリーHaLe 八鹿町朝倉1180-3 生活関連サービス業

2 はまだ施術院 八鹿町八鹿945番地 その他（医療）

3 幸栄不動産建設(有) 本店 八鹿町八鹿1568番地1 その他（建設業）

4 セイコー堂 八鹿町八鹿1219番地20 小売業

5 ぱわーず児島屋 八鹿町八鹿933 小売業

6 喫茶 プランタン 八鹿町宿南2370-5 飲食サービス業

7 ヘアーサロン おのやま 八鹿町八鹿1054-7 生活関連サービス業

8 こざくら 八鹿町八鹿715 飲食サービス業

9 お食事処こざくら 八鹿町朝倉下台155-1 飲食サービス業

10 凡ライス 八鹿町八鹿1878-1 飲食サービス業

11 養父市商工会 本所 八鹿町八鹿1672 その他（経済団体）

12 山内時計眼鏡店 八鹿町八鹿565-2 小売業

13 田中酒店 八鹿町八鹿65-3 小売業

14 ふなき 八鹿町九鹿65-2 飲食サービス業

15 さくらホール 八鹿町国木133-1 生活関連サービス業

16 やまぶきホール 八鹿町国木133-1 生活関連サービス業

17 KCSセンター八鹿 八鹿町下網場348-1 生活関連サービス業

18 レディース メヌエット 八鹿町九鹿104-5 生活関連サービス業

19 カットサロン メヌエット 八鹿町九鹿104-5 生活関連サービス業

20 丸八観光タクシー(有) 八鹿町八鹿1908番地の1 その他（運輸業）

21 篠木寝具(株) 八鹿町八鹿1219 小売業

22 美容室 ミエ 八鹿町上網場334-1 生活関連サービス業

23 (有)文化堂 八鹿町八鹿1219-18 小売業

24 なでしこ薬局　八鹿店 八鹿町下網場448-2 小売業

25 マンエー 八鹿町八鹿1219-16 小売業

26 (有)山下花店 八鹿町八鹿1219-8 小売業

27 ECCジュニア八鹿新町教室 八鹿町八鹿1084-1 その他

28 豊岡採石(株) 八鹿事業所 八鹿町浅間1000 その他（採石業）

29 ギャラリー＆カフェ　オンサルデ 八鹿町八鹿1219-12 飲食サービス業

30 五光本社 八鹿町上網場229-8 生活関連サービス業

31 五光ファミリーホール 八鹿町八鹿1316-1 生活関連サービス業

32 フルーツジュースバー だんだん 八鹿町八鹿1219-11 飲食サービス業

33 （株）Hotel　IKUE 八鹿町八鹿1258-1 宿泊業

34 鼓々 八鹿町八鹿1795-1 飲食サービス業

35 但馬長寿の郷宿泊棟夢・ロッジ 八鹿町小山302-3 宿泊業

No. 店舗等の名称 市内所在地 業種

1 (株)ナカシマ 本社 上箇326-1 小売業

2 パティスリーカフェ　カタシマ本店 上野1156-1 小売業

3 レストラン　ラ・リビエール 大塚22-1 飲食サービス業

4 葬儀会館セレーナ 上野1237 生活関連サービス業

5 ニューサフラン 上野1681-5 飲食サービス業

6 養父市商工会 養父支所 広谷253-1 その他（経済団体）

7 (株)くまだ建工社 十二所316 その他（建設業）

8 田村理容所 養父市場535 生活関連サービス業

9 三幸 上野1157-1 飲食サービス業

10 服部商店 大薮390-1 小売業
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No. 店舗等の名称 市内所在地 業種

11 RUN 上箇642-13 生活関連サービス業

12 福井建設(株) 薮崎166 その他（建設業）

13 豊岡採石(株) 養父事業所 薮崎150 その他（採石業）

14 北兵庫生コンクリート(株) 薮崎150 その他（製造業）

15 福井運送(株) 薮崎166 その他（運輸業）

16 グリーンセキュリティ(株) 堀畑562-1 その他（警備業）

17 高中そば処 奥米地604-2 飲食サービス業

18 フードファイブ 上箇153-1 飲食サービス業

19 ほたるの館・めいじ・バンガロー 奥米地773 宿泊業

20 ビジネスホテルADACHI 上野1457 宿泊業

No. 店舗等の名称 住所 業種

1 福美屋 大屋町大屋市場190 小売業

2 訪問看護ステーション流星 大屋町加保672番地1 その他（医療）

3 歩空鍼癒院 大屋町樽見506番地1 その他（医療）

4 養父市商工会 大屋支所 大屋町大屋市場20-1 その他（経済団体）

5 ヘアーサロン ミカタ 大屋町由良271-1 生活関連サービス業

6 おおやアート村ビッグラボ 大屋町加保7 その他（地域振興NPO）

7 こころの里　懐 大屋町若杉547-2 宿泊業

8 (有)レストランみずばしょう 大屋町加保637番地1 飲食サービス業

9 レストハウス天滝 大屋町筏930 飲食サービス業

10 ロッジふじなし 大屋町若杉99-2 宿泊業

11 ペンション翡翠＆古民家風コテージ 大屋町加保582 宿泊業

No. 店舗等の名称 市内所在地 業種

1 プチホテル ホワイトウイング 奈良尾26 宿泊業

2 ロッジ角野山荘 丹戸909 宿泊業

3 民宿 たちばな 大久保12 宿泊業

4 プラトーこのはな 丹戸909-1 宿泊業

5 ロッジ えびすや 福定字ウワノ山964 宿泊業

6 養父市商工会 関宮支所 関宮268-1 その他（経済団体）

7 はつひ 奈良尾144-1 飲食サービス業

8 民宿 喜楽屋 福定59 宿泊業

9 せきのみや薬局 関宮270-2 小売業

10 満月 奈良尾147 宿泊業

11 アサヒロッジ 大久保1582番地 宿泊業

12 あさぎり荘 大久保425番地 宿泊業

13 井上衣料品店 関宮623-1 小売業

14 末広屋 大久保166 宿泊業

15 朝日屋 大久保163 宿泊業

16 清水屋 奈良尾142番地 宿泊業

17 山の茶店 たけや 奈良尾509-1 飲食サービス業

18 レンタル しげちゃん 福定364 その他（物品賃貸業）

19 やねや 奈良尾200 宿泊業

20 民宿さかや 丹戸166-2 宿泊業

21 ヤングハウス・ナラヤ 大久保461 宿泊業

22 合格の湯（まんどの湯） 三宅821 生活関連サービス業

23 養父市立山田風太郎記念館 関宮605-1 その他（教育）

24 ロッジ青い鳥 丹戸909 宿泊業

25 レンタルショップ　ブルーバード 丹戸909 その他（物品賃貸業）

26 グリーンホテルやまなみ 大久保1579-3 宿泊業
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No. 店舗等の名称 市内所在地 業種

27 カフェテリアC's 丹戸901 飲食サービス業

28 鉢伏高原ホテルかねいちや 大久保1583-2 宿泊業

29 東鉢伏高原ロッジかねいちや 別宮1168 宿泊業

30 ロイヤルハジメ 別宮1185 宿泊業

31 ＯＹＯ旅館京口屋鉢伏 丹戸98-2 宿泊業

32 サンダイフク 丹戸909 宿泊業

33 パークホテル白樺館 丹戸896-2 宿泊業

34 草谷山荘 奈良尾130 宿泊業

35 ANNEXフォレストロッヂ 丹戸893-3 宿泊業

36 岡口屋 大久保63 宿泊業

37 西村屋 福定52 宿泊業

38 アルカンシェール東鉢伏 別宮345 宿泊業

39 翠山荘 別宮290 宿泊業

40 かつみや 大久保29 宿泊業

41 ニュー桂屋 別宮1182 宿泊業

42 有限会社岡商店 別宮287 小売業

43 清和荘 別宮476 宿泊業

44 ロッヂ鉢 別宮1179 宿泊業・飲食サービス業

45 ちさと山荘 別宮1180 宿泊業

46 ホテルやまとよ 丹戸910 宿泊業・飲食サービス業

47 リゾートインロッヂみゆき 大久保1593-2 宿泊業・飲食サービス業

48 ハチ高原荘 大久保1580 宿泊業

49 谷常 丹戸909 宿泊業

50 グリーンロッヂ 大久保1659 宿泊業

51 旅館岳水 福定55 宿泊業


