豊岡市観光地プレミアム券「とよおか旅クーポン」利用可能店舗一覧
2021.10.11現在
№

店舗名

所在地

電話番号

業種

【豊岡地域】
1 玄武洞ミュージアム

豊岡市赤石1362

0796-23-3821

2 レストラン＆カフェ玄武洞

豊岡市赤石1362

0796-23-3821 飲食店

3 玄武洞ミュージアムショップ

豊岡市赤石1362

0796-23-3821 物産店

4 円山川渡し船ミニ遊覧船

豊岡市赤石1362

0796-23-3821 その他

5 城崎マリンワールド

豊岡市瀬戸1090

0796-28-2300

6 日和山食品

豊岡市瀬戸118-4

0796-28-2054 物産店

豊岡市日撫390-1

0796-22-5315 物産店

津居山No.16

7 かばんのたなか

商業・アミューズメント・観光文化施設

商業・アミューズメント・観光文化施設

8 Toyooka KABAN Artisan Avenue 豊岡市中央町18-10

0796-22-1709 物産店

9 舌つづみ処

豊岡市中央町12-21

0796-23-7897 飲食店

10 城崎円山川温泉 銀花

なか井

豊岡市小島1177

0796-28-3515 宿泊施設

11 鰻一筋うな幸

豊岡市千代田町3-6

0796-24-5157 飲食店

12 (株)かばんの館

豊岡市神美台12-1

0796-29-5757 物産店

13 カバンツクリエーション

豊岡市中央町18-25

0796-34-6623 物産店

14 割烹寿司おさらぎ

豊岡市中央町10-27

0796-22-3044 飲食店

15 ホテル金波楼

豊岡市瀬戸1090

0796-28-2111 宿泊施設

16 げんぶ堂

本店

豊岡市中陰376-3

0796-23-5555 物産店

17 げんぶ堂

城崎駅前店

豊岡市城崎町湯島223

0796-20-3931 物産店

18 げんぶ堂

木屋町店

豊岡市城崎町湯島

0796-32-3885 物産店

19 げんぶ堂

出石店

豊岡市出石町内町56-1

0796-52-5100 物産店

20 二方蒲鉾㈱

豊岡市瀬戸757-1

0796-28-3121 物産店

21 リバーサイドまるやま

豊岡市気比3685

0796-28-2374 宿泊施設

22 鞄工房 嘉玄

豊岡市元町2-5

0796-24-0039 物産店

23 バッグギャラリー玄武

豊岡市城崎町湯島225-2

0796-20-7758 物産店

24 しき彩

豊岡市千代田町10-7

0796-23-4931 飲食店

25 かばん団地

豊岡市九日市上町817-13

0796-22-7151 物産店

26 じばさんショップToyobra

豊岡市中央町7-23

0796-22-2002 物産店

27 じばさんＳＨＯＰ

豊岡市大磯町1-79

0796-24-5551 物産店

28 オーベルジュ豊岡1925

豊岡市中央町11-22

0120-210-289 飲食店

29 コウノトリ本舗

豊岡市祥雲寺14-2

0796-37-8222 物産店

30

豊岡市祥雲寺14-2

0796-37-8222 飲食店

31 ARTPHERE TOYOOKA

豊岡市中央町8-4

0796-23-5408 物産店

32 割烹 紀ノ川

豊岡市千代田町3-6

0796-22-4817 飲食店

33 割烹 紀ノ川 2号店

豊岡市千代田町3-6

0796-22-4817 飲食店

34 割烹 紀ノ川 3号店

豊岡市中央町12-17

0796-22-4817 飲食店

35 割烹 紀ノ川 4号店

豊岡市中央町12-17

0796-22-4817 飲食店

36 アビアントット

豊岡市下宮680

0796-24-2052 飲食店

37 城崎街道

レストラン

木和田

チッコーニャ(コウノトリ本舗内)

豊岡市城崎町上山1400-5

0796-32-0050 物産店

38 ファームハウスのの花

海の駅

豊岡市気比2373

0796-28-3237 宿泊施設

39 THE PLAN豊岡店

豊岡市中央町18-3

0796-26-7008 物産店

40 場外市場食堂

豊岡市中央町15-35

0796-29-1555 飲食店

41 fcafe(エフカフェ)瀬戸店

豊岡市瀬戸202-5

0796-20-3638 飲食店

42 スナック

豊岡市寿町6-17

0796-23-1439 飲食店

43 挽きたてそば 大門

豊岡市千代田町3-6

0796-20-7105 飲食店

44 フィッシャーマンズ・ビレッジ

豊岡市瀬戸77-21

0796-28-3148 物産店

銀馬

45 レイセニット城崎スイートVILLA 豊岡市小島1220

0796-28-2810 宿泊施設

№

店舗名

所在地

電話番号

業種

【城崎地域】
1 あさぎり荘

豊岡市城崎町湯島876

0796-32-2921 宿泊施設

2 天望苑

豊岡市城崎町桃島85-3

0796-32-3661 宿泊施設

3 グビガブ

豊岡市城崎町湯島79

0796-32-4545 飲食店

4 山本屋

豊岡市城崎町湯島643

0796-32-2114 宿泊施設

5 大和屋

豊岡市城崎町湯島427

0796-32-2018 宿泊施設

6 つるや旅館

豊岡市城崎町湯島606

0796-32-2924 宿泊施設

7 お宿 芹

豊岡市城崎町桃島1297-1

0796-32-3368 宿泊施設

豊岡市城崎町湯島683

0796-32-3368 飲食店

豊岡市城崎町湯島397

0796-32-2260 飲食店

10 緑風閣

豊岡市城崎町湯島174

0796-32-2834 宿泊施設

11 泉翠

豊岡市城崎町湯島753

0796-32-3355 宿泊施設

12 城崎堂

豊岡市城崎町湯島445

0796-32-2002 物産店

13 いたや

豊岡市城崎町湯島413

0796-32-2095 物産店

14 城崎珈琲倶楽部

豊岡市城崎町湯島114

0796-32-2349 飲食店

15 いとう物産店

豊岡市城崎町湯島80

0796-32-2270 物産店

16 小宿 縁

豊岡市城崎町湯島219

0796-32-4870 宿泊施設

8 スナック

ナイフ

9 そふと工房

17 千年の湯

権左衛門

豊岡市城崎町湯島282

0796-32-2524 宿泊施設

18 千年の湯

古まん

豊岡市城崎町湯島481

0796-32-2331 宿泊施設

19 蔵ふと 井藤

豊岡市城崎町湯島85

0796-32-2644 物産店

20 SOZORO

豊岡市城崎町湯島96

0796-32-0013 その他

21 旅館 山よし

豊岡市城崎町湯島379

0796-32-3363 宿泊施設

22 花まんだら

豊岡市城崎町湯島564

0796-32-2321 宿泊施設

23 全但物産

豊岡市城崎町湯島96

0796-32-3219 物産店

24 てらたに酒店

豊岡市城崎町湯島227

0796-32-2659

25 湯楽 spa&garden

豊岡市城崎町湯島844

0796-32-2738 宿泊施設

26 坂本屋酒店

豊岡市城崎町湯島407

0796-32-2047

27 お食事処

山よし

商業・アミューズメント・観光文化施設

商業・アミューズメント・観光文化施設

豊岡市城崎町湯島96

0796-32-3841 飲食店

28 牛匠上田

豊岡市城崎町湯島232

0796-32-4129

商業・アミューズメント・観光文化施設

29 ヤマヨシ旬鮮市場

豊岡市城崎町来日1-1

0796-32-0032

商業・アミューズメント・観光文化施設

30 おけしょう鮮魚

豊岡市城崎町湯島132

0796-32-4832

商業・アミューズメント・観光文化施設

31 みなとや

豊岡市城崎町湯島416

0796-32-2014 物産店

32 かどの駄菓子屋城崎温泉店

豊岡市城崎町湯島434

0796-32-4151 物産店

33 城崎茶宴

豊岡市城崎町湯島670

0796-32-0055 物産店

豊岡市城崎町湯島663

0796-32-2181

35 樹々

豊岡市城崎町湯島684

0796-32-3239 飲食店

36 川口屋本館

豊岡市城崎町湯島274

0796-32-2914 宿泊施設

37 スナック綾

豊岡市城崎町湯島660-5

0796-32-4426 飲食店

38 海女茶屋

豊岡市城崎町湯島80-1

0796-32-2854 飲食店

39 まつがみ

豊岡市城崎町湯島251

0796-32-3911

40 おみやげ処でぐち

豊岡市城崎町湯島82

0796-32-2316 物産店

41 おけしょう鮮魚の海中苑

豊岡市城崎町湯島132

0796-29-4832 飲食店

42 かみや民藝店

豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内 0796-20-5206 物産店

43 ひらい鮮魚

豊岡市城崎町湯島425

0796-32-2136

商業・アミューズメント・観光文化施設

44 鮮魚てらかわ

豊岡市城崎町湯島111

0796-32-3415

商業・アミューズメント・観光文化施設

45 カフェこやま

豊岡市城崎町湯島408

0796-32-2641 飲食店

46 大黒屋

豊岡市城崎町湯島87

0796-32-2728 飲食店

47 茶房夢屋

豊岡市城崎町湯島90

0796-29-4015 飲食店

ちゃの湯

34 よいだや酒店

商業・アミューズメント・観光文化施設

商業・アミューズメント・観光文化施設

№

店舗名

所在地

電話番号

業種

48 まるさん物産店

豊岡市城崎町湯島406

0796-32-2352 物産店

49 喫茶萌阿

豊岡市城崎町湯島832-1

0796-32-4888 飲食店

50 CAPTAIN.T城崎店

豊岡市城崎町湯島436-2

0796-23-2545

51 珈琲処きくや

豊岡市城崎町湯島63

0796-32-4114 飲食店

52 深山楽亭

豊岡市城崎町湯島1011

0796-32-2855 宿泊施設

53 ときわ別館

豊岡市城崎町湯島1013

0796-32-2814 宿泊施設

54 温もりの宿おけ庄

豊岡市城崎町湯島246

0796-32-2058 宿泊施設

55 きのいえ

豊岡市城崎町湯島166

0796-32-2112 宿泊施設

56 喜楽

豊岡市城崎町湯島495

0796-32-2503 宿泊施設

57 花小路彩月

豊岡市城崎町湯島108

0796-32-0567 宿泊施設

58 和みの宿おおかわ

豊岡市城崎町湯島199

0796-32-2216 宿泊施設

59 マルサン精肉店

豊岡市城崎町湯島693

0796-32-2288

商業・アミューズメント・観光文化施設

60 かばんこみせ さくら咲くら

豊岡市城崎町湯島419-1

0796-20-6188

商業・アミューズメント・観光文化施設

61 革のかばんサーカスサーカス

豊岡市城崎町湯島403

0796-20-3642

商業・アミューズメント・観光文化施設

62 げんぶ堂城崎駅前店

豊岡市城崎町湯島223

0796-20-3931 物産店

63 げんぶ堂城崎木屋町小路店

豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内 0796-32-3885 物産店

64 但馬屋

豊岡市城崎町湯島453

0796-32-2626 宿泊施設

65 泉都

豊岡市城崎町湯島540

0796-32-2521 宿泊施設

66 すけ六

豊岡市城崎町湯島660-4

0796-32-2487 飲食店

67 つちや

豊岡市城崎町湯島573

0796-32-2045 宿泊施設

68 つたや旅館

豊岡市城崎町湯島485

0796-32-2511 宿泊施設

69 つたや晴嵐亭

豊岡市城崎町湯島1075-1

0796-32-3086 宿泊施設

70 あやめ

豊岡市城崎町湯島437

0796-32-3318 飲食店

71 大幸商店

豊岡市城崎町湯島130

0796-32-3684

72 錦水

豊岡市城崎町湯島754

0796-32-2024 宿泊施設

73 西村屋ホテル招月庭

豊岡市城崎町湯島1016-2

0796-32-3535 宿泊施設

74 西村屋レストランRicca

豊岡市城崎町湯島1016-2

0796-32-3535 飲食店

75 ゲストハウス城崎若代

豊岡市城崎町湯島737

0796-32-2754 宿泊施設

76 イガキフォトスタジオ

豊岡市城崎町湯島620-2

0796-32-4151

77 ゑびや商店

豊岡市城崎町湯島110

0796-32-2658 物産店

78 おみやげ伊賀屋

豊岡市城崎町湯島529

0796-32-2657 物産店

79 樽屋六波羅

豊岡市城崎町湯島270

0796-32-2657 物産店

80 蔵

豊岡市城崎町湯島675-2

0796-32-0015

81 耳サプリ

豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内 0796-32-4433 その他

82 角谷藤兵衛

豊岡市城崎町湯島439

0796-20-3820 物産店

83 コーヒーショップ

ノバ

商業・アミューズメント・観光文化施設

商業・アミューズメント・観光文化施設

商業・アミューズメント・観光文化施設

商業・アミューズメント・観光文化施設

豊岡市城崎町湯島121

0796-20-3821 飲食店

84 くすりの小田

豊岡市城崎町湯島672

0796-20-3822

商業・アミューズメント・観光文化施設

85 木下自転車店

豊岡市城崎町湯島244

0796-20-3823

商業・アミューズメント・観光文化施設

86 杉養蜂園城崎温泉店

豊岡市城崎町湯島443

0796-20-3824 物産店

87 但馬生蕎麦ますや

豊岡市城崎町湯島654

0796-20-3825 飲食店

88 円山菓寮

豊岡市城崎町湯島665

0796-20-3826 物産店

89 SACCA

豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内 0796-20-3827 商業・アミューズメント・観光文化施設

90 JAPANESE TEA CAFÉ FULUCK

豊岡市城崎町湯島222

0796-20-3828 飲食店

91 花兆庵

豊岡市城崎町湯島411

0796-20-3829 物産店

92 海老のや

豊岡市城崎町湯島431木屋町小路内 0796-29-4178 物産店

93 湯あがりチーズタルト店

豊岡市城崎町湯島233

0796-32-2038 物産店

94 炭火串焼ふじ

豊岡市城崎町湯島524

0796-32-2380 飲食店

95 おみやげ百選城崎

豊岡市城崎町湯島123

0796-29-4881 物産店

№

店舗名

所在地

電話番号

業種

96 café M's style～なごみ～

豊岡市城崎町湯島795

0796-32-4305 飲食店

97 みはらしテラスカフェ

豊岡市城崎町湯島806-1

0796-32-3365 飲食店

98 城崎ジェラートカフェchaya

豊岡市城崎町湯島857

0796-29-4858 飲食店

99 城崎スイーツ本店

豊岡市城崎町湯島527

0796-32-4040 飲食店

100 但馬牛デリカ茶屋

豊岡市城崎町湯島206

0796-32-2655 飲食店

101 スナックちづ

豊岡市城崎町湯島760

0796-32-3739 飲食店

102 竹内魚店

豊岡市城崎町湯島117

0796-32-2350 その他

103 河本商店

豊岡市城崎町湯島235

0796-32-2003 物産店

104 木輪 本店

豊岡市城崎町湯島674-1

0796-32-2151 物産店

105 木輪 木屋町小路店

豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内 050-7120-1395 物産店

106 たまご専門店本巣ヱ城崎総本家

豊岡市城崎町湯島97

0772-75-0005 飲食店

107 をり鶴

豊岡市城崎町湯島396

0796-32-2203 飲食店

108 伽奈

豊岡市城崎町湯島602

0796-32-2394 物産店

109 創作ちりめん布遊舎 城崎温泉店 豊岡市城崎町湯島678-1

0796-32-3710 物産店

110 寺子屋本舗

城崎温泉店

豊岡市城崎町湯島677

0796-32-0707 物産店

111 箸工房遊膳

城崎温泉店

豊岡市城崎町湯島231

0796-32-3768 物産店

112 城崎プリン専門店kiman

豊岡市城崎町湯島267 1F

0796-32-2241 飲食店

113 CREEZAN城崎本店

豊岡市城崎町湯島675-1

0796-32-0345 飲食店

114 城崎ビネガー

豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内 0796-32-0188 物産店

115 Bag Gallery玄武

豊岡市城崎町湯島225-2

0796-20-7758

116 Kinosaki TOKIWA GARDEN

豊岡市城崎町湯島788

0796-21-9126 飲食店

117 ブックストア イチ

豊岡市城崎町湯島605

090-1893-5621

118 お宿とお土産こぢんまり

豊岡市城崎町湯島257

0796-32-2570 宿泊施設

119 月のしずく

豊岡市城崎町湯島503-6

0796-32-3120 宿泊施設

120 幸楽園

豊岡市城崎町今津570-4

0796-32-4126 宿泊施設

121 ホテルニューオーヒロ

豊岡市城崎町湯島163

0796-32-3666 宿泊施設

122 いちだや

豊岡市城崎町湯島810

0796-32-2107 宿泊施設

123 森津屋

豊岡市城崎町湯島417

0796-32-2106 宿泊施設

124 つばきの旅館

豊岡市城崎町湯島781

0796-32-2131 宿泊施設

125 大西屋水翔苑

豊岡市城崎町桃島1256

0796-32-4571 宿泊施設

126 季ト時

豊岡市城崎町湯島797

0796-20-8005 宿泊施設

127 かに庵

豊岡市城崎町湯島690

0796-32-2008 宿泊施設

128 富士見屋

豊岡市城崎町湯島730

0796-32-2624 宿泊施設

129 川口屋城崎リバーサイドホテル

豊岡市城崎町湯島880-1

0796-32-2611 宿泊施設

130 新かめや

豊岡市城崎町湯島279

0796-32-2421 宿泊施設

131 城崎文芸館

豊岡市城崎町湯島357-1

0796-32-2575

商業・アミューズメント・観光文化施設

132 城崎麦わら細工伝承館

豊岡市城崎町湯島376-1

0796-32-0515

商業・アミューズメント・観光文化施設

133 さんぽう西村屋本店

豊岡市城崎町湯島463-2

0796-32-4680 飲食店

134 SOZORO

豊岡市城崎町湯島96

0796-32-0013 物産店

135 心の宿 三國屋

豊岡市城崎町湯島221

0796-32-2414 宿泊施設

136 ちょっと恋

豊岡市城崎町湯島750

0796-32-3781 飲食店

137 創作料理

豊岡市城崎町湯島79

0796-32-3398 飲食店

響

138 リラクゼーションルームかおん

商業・アミューズメント・観光文化施設

商業・アミューズメント・観光文化施設

豊岡市城崎町湯島391木屋町小路内 0796-32-2070 その他

【竹野地域】
1 ㈱北前館

豊岡市竹野町竹野50-12

0796-47-2020 物産店、温泉施設

2 ㈲増田商店（海の幸本舗ますだ） 豊岡市竹野町竹野2551

0796-47-0709 飲食店、物産店

3 休暇村竹野海岸

豊岡市竹野町竹野1047

0796-47-1511 宿泊施設、飲食店、物産店、温泉施設

4 奥城崎シーサイドホテル

豊岡市竹野町竹野字賀嶋4

0796-47-0666 宿泊施設、飲食店、物産店、温泉施設

№

店舗名

所在地

電話番号

業種

5 しょうゆの花房

豊岡市竹野町竹野375

0796-47-0003 物産店

6 民宿かみさき

豊岡市竹野町竹野17-1

0796-47-2768 宿泊施設、飲食店、物産店

7 カフェハウスコロンビア

豊岡市竹野町竹野399

0796-47-0977 飲食店

8 ハウス海の子

豊岡市竹野町竹野603

0796-47-0139 宿泊施設、飲食店、物産店

9 湯やど 海の音

豊岡市竹野町竹野3396-1

0796-43-6888 宿泊施設、飲食店、物産店

10 ねこざき

豊岡市竹野町竹野5-15

0796-20-7928 宿泊施設、飲食店、その他

11 ふじわら

豊岡市竹野町切浜968

0796-47-2321 宿泊施設、飲食店、物産店

12 園

豊岡市竹野町竹野633-2

0796-47-0643 宿泊施設、飲食店、物産店

13 かどの

豊岡市竹野町竹野1556-2

0796-47-0696 宿泊施設、飲食店、物産店

14 山村

豊岡市竹野町竹野117

0796-47-0630 宿泊施設、飲食店、物産店

1 奥神鍋ヒュッテ

豊岡市日高町山田666

0796-45-0784 宿泊施設、物産店、その他

2 道の駅「神鍋高原」

豊岡市日高町栗栖野59-13

0796-45-1331 物産店

3 お食事処かんなべ

豊岡市日高町栗栖野59-13

0796-45-1331 飲食店

4 神鍋温泉ゆとろぎ

豊岡市日高町栗栖野59-13

0796-45-1515 温泉施設

5 ニューみちや

豊岡市日高町山田431

0796-45-0605 宿泊施設、その他

6 燻製工房

豊岡市日高町栗栖野60-1

0796-20-9845 物産店

7 殿さんそば

豊岡市日高町殿810

0796-44-1888 飲食店

8 民宿 奥神鍋荘

豊岡市日高町山田503-1

0796-45-0168 宿泊施設、物産店

【日高地域】

煙神

9 蘇武の里

豊岡市日高町万劫190-1

0796-45-2692 飲食店、物産店

豊岡市日高町東河内914

0796-45-1116 宿泊施設、物産店

11 リッヂ やまた

豊岡市日高町山田694

0796-45-0163 宿泊施設

12 オーベルジュアルビレオ天文台

豊岡市日高町山田147-1

0796-45-1066 宿泊施設

10 ペンション

マウントクック

13 フォレストアドベンチャー奥神鍋 豊岡市日高町山田690

070-2301-9531

商業・アミューズメント・観光文化施設

14 レンタルショップ ＡＬＢＩＲＥＯ 豊岡市日高町山田147-1

0796-45-1066

商業・アミューズメント・観光文化施設

15 奥雪

0796-45-1066 飲食店

豊岡市日高町山田690

16 奥神鍋スキー場 スノーラフティング 豊岡市日高町山田690

0796-45-0537

17 ゆずや

商業・アミューズメント・観光文化施設

豊岡市日高町山田457

0796-45-0648 宿泊施設、物産店

豊岡市日高町栗栖野59-187

0796-45-0717 宿泊施設、その他

19 ロッヂ 北壁

豊岡市日高町太田158-70

0796-45-0458 宿泊施設、その他

20 石立屋

豊岡市日高町祢布837-5

0796-42-0253 飲食店

21 ブルーリッジホテル

豊岡市日高町栗栖野55

0796-45-1200 宿泊施設、物産店、温泉施設、その他

18 神鍋高原

スリーナウ

22 ペンション のんきＰａＰａの鳥図鑑 豊岡市日高町栗栖野61-1

0796-45-0446 宿泊施設、物産店

23 神鍋高原

豊岡市日高町万場480

0796-45-0191 スキー場

豊岡市日高町名色1337

0796-45-0393 宿泊施設、物産店、その他

豊岡市日高町名色1200-1

0796-45-0707 宿泊施設

豊岡市日高町栗栖野59-13

0796-45-2355 物産店

万場スキー場

24 名色ホテル
25 みやま荘
26 Ｐain

de

“Ａ”

27 ペンション ログリゾートかんなべ 豊岡市日高町東河内941-6

0796-45-1286 宿泊施設

28 ときわ野

豊岡市日高町名色1328

0796-45-0258 宿泊施設、物産店、その他

29 志ん屋

豊岡市日高町名色1572

0796-45-0028 宿泊施設、物産店、アミューズメント

30 鱒之荘

豊岡市日高町十戸313

0796-44-0226 宿泊施設

31 名色荘

豊岡市日高町名色102

0796-45-0569 宿泊施設、物産店

32 ペンション

スノーランド

豊岡市日高町山田113-1

0796-45-0531 宿泊施設、物産店

33 ＮＰＯ法人

かんなべ自然学校

豊岡市日高町名色85-76

0796-20-3541

34 ペンション

ムーンサイド

豊岡市日高町万劫555

0796-45-0723 宿泊施設

豊岡市日高町太田1348-1

0796-45-0101 飲食店

豊岡市出石町福住882

0796-34-8887 宿泊施設

35 神鍋山荘

和楽

商業・アミューズメント・観光文化施設

【出石地域】
1 温楽ノ森

№

店舗名

所在地

電話番号

2 出石そば山下そば

豊岡市出石町田結庄1

0796-52-2084 飲食店

3 登城

豊岡市出石町八木13

0796-52-5567 飲食店

4 そば庄

豊岡市出石町宵田129

0796-52-2432 飲食店

5 出石城そば

豊岡市出石町町分189

0796-52-2552 飲食店

6 湖月堂 内堀店

豊岡市出石町八木19

0796-52-5123 飲食店

7 出石そば処 桂.

豊岡市出石町宵田104

0796-20-6021 飲食店

8 如月

豊岡市出石町八木23

0796-52-5591 飲食店

豊岡市出石町八木62

0796-52-2033 飲食店

10 出石皿そば 花水木

9 輝山

豊岡市出石町内町107-1

0796-52-3211 飲食店

11 そば彩喬子

豊岡市出石町本町93

0796-52-3247 飲食店

12 出石皿そば 仙石

豊岡市出石町町分381-1

0796-52-6131 飲食店

13 出石 城山ガーデン

豊岡市出石町内町83

0796-52-7530 飲食店

14 よしむら

豊岡市出石町宵田22

0796-52-2244 飲食店

15 辰鼓櫓

豊岡市出石町小人13

0796-52-2260 飲食店

16 甚兵衛

豊岡市出石町小人14-16

0796-52-2185 飲食店

17 本陣鸛屋(つるや）

豊岡市出石町八木16

0796-52-4690 飲食店

18 出石皿そば 一鶴

豊岡市出石町福住191-1

0796-52-6655 飲食店

19 古都

豊岡市出石町宵田7

0796-52-2224 飲食店

20 天通

豊岡市出石町小人75

0796-52-3616 飲食店

21 官兵衛

豊岡市出石町八木68

0796-52-3632 飲食店

22 南枝 小人店

豊岡市出石町小人70

0796-52-6311 飲食店

23 陣屋

豊岡市出石町小人56-1

0796-52-3262 飲食店

24 みくら

豊岡市出石町小人129

0796-52-2133 飲食店

25 出石皿そば たくみや

豊岡市出石町魚屋128

0796-52-6363 飲食店

26 手打ち出石そば 家老

豊岡市出石町内町62-1

0796-52-2083 飲食店

27 出石皿そば 茂兵衛

豊岡市出石町町分205-2

0796-52-4560 飲食店

28 出石皿そば 正覚 田中屋

豊岡市出石町本町97

0796-52-2048 飲食店

29 五萬石

豊岡市出石町柳13

0796-52-4188 飲食店

30 近又

豊岡市出石町本町99

0796-52-2268 飲食店

31 玄

豊岡市出石町八木22

0796-53-1020 飲食店

32 出石皿そば 入佐屋

豊岡市出石町内町98-10

0796-52-5393 飲食店

33 出石そば 沢庵

豊岡市出石町町分148-5

0796-52-7888 飲食店

34 いずし堂

豊岡市出石町小人135-1

0796-52-2600 飲食店

35 出石皿そば 左京

豊岡市出石町内町57-1

0796-52-6273 飲食店

36 そば茶屋

豊岡市出石町小人7

0796-52-6274 飲食店

37 善店

豊岡市出石町福住字赤坂1333-7 0796-52-5688 飲食店

38 葵

豊岡市出石町町分26-6

0796-52-4369 飲食店

39 焼肉げん天

豊岡市出石町町分391-1

0796-52-5536 飲食店

40 洋食屋フリーダム

豊岡市出石町町分150-4

0796-52-5890 飲食店

41 憩い酒場

本店

豊岡市出石町田結庄84

090-1846-3681 飲食店

豊岡市出石町福住408-8

0796-52-6436 飲食店

43 Plants＋

豊岡市出石町魚谷74

0796-20-2073 飲食店

44 湖月堂 本店

豊岡市出石町田結庄34-1

0796-52-2154 物産店

45 グリーン出石甚五郎(出石店）

豊岡市出石町八木37

0796-52-2310 物産店

46 狩野牧場

豊岡市出石町内町104

0796-52-3783 物産店

47 みちかけ葡萄酒店

豊岡市出石町魚屋127

0796-20-1534 物産店

48 出石まちづくり公社

豊岡市出石町内町104-7

0796-52-6045 物産店

49 但馬の郷

豊岡市出石町鉄砲9-1

0796-52-2111 物産店

42 AK

ひととき

GARAGE

CAFÉ

業種

№

店舗名

50 いずし堂

札の辻店

所在地

電話番号

豊岡市出石町本町17

0796-52-7500 物産店

51 本陣 中央店

豊岡市出石町八木65

0796-52-4460 物産店

52 本陣一休庵（つるまん）

豊岡市出石町八木68-1

0796-52-4440 物産店

53 土産処 きたむら

豊岡市出石町本町18

0796-52-2019 物産店

54 夢ごころ

豊岡市出石町内町56-1

0796-52-6595 物産店

55 古元屋

豊岡市出石町本町25

0796-52-2277 物産店

56 八幡屋 煎餅堂

豊岡市出石町本町21

0796-52-2245 物産店

57 げんぶ堂

出石店

業種

豊岡市出石町内町56-1

0796-52-5100 物産店

58 大手門 内堀店

豊岡市出石町内町104

0796-52-6435 物産店

59 かばん工房

豊岡市出石町内町56-1

0796-53-2224 物産店

豊岡市出石町魚屋99

0796-52-3280 物産店

61 中易酒店

豊岡市出石町魚屋114-1

0796-52-2222 物産店

62 いずし麺業

豊岡市出石町福住312-1

0796-52-6420 物産店

63 今森製麺所

豊岡市出石町福住329

0796-52-3816 物産店

64 （株）田中屋食品

豊岡市出石町町分66

0796-52-2128 物産店

65 永澤兄弟製陶所

豊岡市出石町内町92-1

0796-52-2155 物産店

66 虹洋陶苑

豊岡市出石町八木57

0796-52-5945 物産店

67 出石焼窯元 上田陶磁器店

豊岡市出石町田結庄21

0796-52-2002 物産店

68 山本製陶

豊岡市出石町本町106

0796-52-2437 物産店

69 山口精肉店

豊岡市出石町八木27-2

0796-52-2066 物産店

70 いしの精肉店

豊岡市出石町町分40-6

0796-52-2005 物産店

71 りんどう

豊岡市出石町内町56-1

0796-52-0377 飲食店

1 農村体験館八平

豊岡市但東町赤花572-1

0796-56-1116 宿泊施設

2 ホテルシルク温泉やまびこ

豊岡市但東町正法寺165

0796-54-0141 宿泊施設、物産店

3 シルク温泉

豊岡市但東町正法寺165

0796-54-0141 温泉施設

4 赤花そばの郷

豊岡市但東町赤花159

Ryuzo

60 たくみ工芸

【但東地域】

1

0796-56-0081 飲食店

5 但熊

豊岡市但東町栗尾916

0796-55-0901 飲食店

6 但熊弐番館

豊岡市但東町栗尾912-1

0796-55-0902 飲食店

7 カフェ野の花

豊岡市但東町中山444

8 そば一

豊岡市但東町南尾135

0796-54-0843 飲食店

9 ぽっと

1

0796-56-0155 飲食店

豊岡市但東町矢根824-1

0796-54-0950 飲食店

10 カフェ森のごはん

豊岡市但東町坂野470

0796-56-1151 飲食店

11 お食事処たんとう

豊岡市但東町正法寺165

0796-54-0141 飲食店

12 酒とくすりのにしがき

豊岡市但東町栗尾931

0796-55-0024 物産店

13 百笑館

豊岡市但東町栗尾917

0796-55-0801 物産店

14 ニューあさみせ

豊岡市但東町久畑950

0796-55-0014 物産店

15 たんたん温泉福寿の湯

豊岡市但東町坂野470

0796-56-1511 温泉施設

16 中山石油

豊岡市但東町中山803

0796-56-0154 その他

