
CLEAN and SAFE TOYOOKA施設⼀覧※⾚字は新規認証施設 2022年12⽉27⽇13:00時点

No. 整理No. 事業所名 業種 住所 エリア
1 城-1-1 千年の湯権左衛⾨ 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島282 城崎
2 城-1-2 千年の湯古まん 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島481 城崎
3 城-1-3 ときわ別館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島481 城崎
4 城-1-4 お宿 芹 1 宿泊施設 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1297-1 城崎
5 城-1-5 いちだや 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島810 城崎
6 城-1-6 ⼭本屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島643 城崎
7 城-1-7 つばきの旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島781 城崎
8 城-1-8 きのいえ 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島166 城崎
9 城-1-9 ⻄村屋ホテル招⽉庭 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1016-2 城崎

10 城-1-10 ⻄村屋本館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島469 城崎
11 城-1-11 つちや旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島750 城崎
12 城-1-12 UTSUROI TSUCHIYA ANNEX 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島584-1 城崎
13 城-1-13 深⼭楽亭 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1011 城崎
14 城-1-14 城崎温泉 泉翠 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島753 城崎
15 城-1-15 扇屋旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島243 城崎
16 城-1-16 城崎温泉 湯楽 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島844 城崎
17 城-1-17 しののめ荘 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島757 城崎
18 城-1-18 城崎温泉 やまとや（⼤和屋） 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島427 城崎
19 城-1-19 ⼼の宿 三國屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島221 城崎
20 城-1-20 川⼝屋本館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島74 城崎
21 城-1-21 ⽉本屋旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島710 城崎
22 城-1-22 泉都オータニホテル 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島888 城崎
23 城-1-23 城崎温泉 富⼠⾒屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島730 城崎
24 城-1-24 温もりの宿 おけ庄 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島246 城崎
25 城-1-25 城崎温泉 東⼭荘 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島835 城崎
26 城-1-26 ⽥⽊屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島931 城崎
27 城-1-27 和みの宿 おおかわ 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島199 城崎
28 城-1-28 喜楽 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島495 城崎
29 城-1-29 森津屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島417 城崎
30 城-1-30 みつわ旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島220 城崎
31 城-1-31 ゆとうや旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島373 城崎
32 城-1-32 市松旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島202 城崎
33 城-1-33 旅館 かに庵 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島690 城崎
34 城-1-34 ⼤⻄屋 ⽔翔苑 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町桃島1256 城崎
35 城-1-35 安⽥屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島428 城崎
36 城-1-36 蟹宿 むつの屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島652 城崎
37 城-1-37 花⼩路 彩⽉ 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島108 城崎
38 城-1-38 やなぎ荘 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島701 城崎
39 城-1-39 旅館 ⽔明 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町今津630 城崎
40 城-1-40 きのさきの宿 緑⾵閣 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島174 城崎
41 城-1-41 錦⽔ 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島759 城崎
42 城-1-42 ゲストハウス城崎若代 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島737 城崎
43 城-1-43 あさぎり荘 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島876 城崎
44 城-1-44 ⼩宿 縁 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島219 城崎
45 城-1-45 三⽊屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島487 城崎
46 城-1-46 幸楽園 1 宿泊施設 〒669-6103豊岡市城崎町今津570-4 城崎
47 城-1-47 ⼤江⼾温泉物語 城崎温泉 きのさき 1 宿泊施設 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1232 城崎
48 城-1-48 川⼝屋城崎リバーサイドホテル 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島880-1 城崎
49 城-1-49 泉都 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島540 城崎
50 城-1-50 ⼩林屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島369 城崎
51 城-1-51 みぐみや 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島598 城崎
52 城-1-52 但⾺屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島453 城崎
53 城-1-53 よしはる 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島180 城崎
54 城-1-54 つるや旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島606 城崎
55 城-1-55 まつや 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島370 城崎
56 城-1-56 KKR城崎⽞武 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島75 城崎
57 城-1-57 ⾚⽯屋旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島788 城崎
58 城-1-58 花まんだら 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島564 城崎
59 城-1-59 つたや旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島485 城崎
60 城-1-60 つたや晴嵐亭 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1075-1 城崎
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61 城-1-61 お宿とお⼟産 こぢんまり 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島257 城崎
62 城-1-62 湯宿 ⼭よし 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島379 城崎
63 城-1-63 天望苑 1 宿泊施設 〒669-6102豊岡市城崎町桃島85-3 城崎
64 城-1-64 旅館 サンルート 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1040-1 城崎
65 城-1-65 花まんだら 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島564 城崎
66 城-1-66 喧噪の隠れ家 ⽉のしずく 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島503-6 城崎
67 城-1-67 ⼭しろや旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島245 城崎
68 城-1-68 閑吟のはなれ ⾵⽉⿂匠 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島636-1 城崎
69 城-1-69 城崎温泉 お宿 ⽩⼭ 1 宿泊施設 〒669-6103豊岡市城崎町今津548-1 城崎
70 城-1-70 ホテル ニューオーヒロ 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島163 城崎
71 城-1-71 新かめや 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島279 城崎
72 城-1-72 みよし旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島412 城崎
73 城-1-73 炭平別邸 季ト時 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島797 城崎
74 城-2-1 スナックナイフ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島683 城崎
75 城-2-2 城崎町家ビールレストラングビガブ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島646 城崎
76 城-2-3 fcafe(エフカフェ)城崎店 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島372-3 城崎
77 城-2-4 ちょっと恋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島750 城崎
78 城-2-5 さんぽう⻄村屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島463-2 城崎
79 城-2-6 株式会社⻄村屋 レストランRicca 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島469 城崎
80 城-2-7 珈琲処 きくや 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島 城崎
81 城-2-8 ヤマヨシ旬鮮市場 2 飲⾷店 〒669-6115豊岡市城崎町来⽇1-1 城崎
82 城-2-9 スナック綾 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島660-5 城崎
83 城-2-10 UTSUROI TSUCHIYA ANNEX 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島584-1 城崎
84 城-2-11 杉養蜂園城崎温泉店 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島443 城崎
85 城-2-12 まつがみ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島251 城崎
86 城-2-13 こ夢 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島691 城崎
87 城-2-14 かど家 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島744-2 城崎
88 城-2-15 スナック ぼちぼち 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島685 城崎
89 城-2-16 お⾷事処 ⼭よし 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島96 城崎
90 城-2-17 樹々 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島684 城崎
91 城-2-18 海⼥茶屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島80-1 城崎
92 城-2-19 ⼒餅 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島398 城崎
93 城-2-20 ⼤⿊屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島87 城崎
94 城-2-21 創作料理 響 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島79 城崎
95 城-2-22 万作 第⼆楽章 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島654 城崎
96 城-2-23 カフェ こやま 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島408 城崎
97 城-2-24 炭⽕串焼 ふじ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島524 城崎
98 城-2-25 CREEZAN 城崎本店 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島675-1 城崎
99 城-2-26 cafe M's style 〜なごみ〜 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島795 城崎

100 城-2-27 炭味⽕処 和る 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島667-1 城崎
101 城-2-28 JAPANESE TEA CAFÉ FULUCK 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島222 城崎
102 城-2-29 おけしょう鮮⿂ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島132 城崎
103 城-2-30 伽奈 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島602 城崎
104 城-2-31 をり鶴 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島396 城崎
105 城-2-32 城崎プリン専⾨店 kiman 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島267-１階 城崎
106 城-2-33 ⼩宿 縁 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島219 城崎
107 城-2-34 いろりダイニング三國 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島219 城崎
108 城-2-35 Cafe&Bar 3rd 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島219 城崎
109 城-2-36 すけ六 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島660-4 城崎
110 城-2-37 KINOSAKI BURGER 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島83 城崎
111 城-2-38 ふくとみ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島367 城崎
112 城-2-39 城崎珈琲倶楽部 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島114 城崎
113 城-2-40 紀⽔ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島750 城崎
114 城-2-41 ⼩林屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島369 城崎
115 城-2-42 いたや商店 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島413 城崎
116 城-2-43 鮮⿂ てらかわ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島111 城崎

117 城-2-44 カニヤキ 丸福 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391（城崎温泉⽊屋町
⼩路内） 城崎

118 城-2-45 コーヒーショップ NOVA 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島121 城崎
119 城-2-46 城崎ジェラートカフェchaya 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島857 城崎
120 城-2-47 城崎スイーツ本店 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島527 城崎
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121 城-2-48 城崎珈琲 みはらしテラスカフェ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島806-1 城崎
122 城-2-49 ⼤幸商店 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島130 城崎
123 城-2-50 錦⽔ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島759 城崎
124 城-2-51 茶屋 夢屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島90 城崎
125 城-2-52 ⼭本屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島643 城崎
126 城-2-53 千年の湯古まん 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島481 城崎
127 城-2-54 千年の湯権左衛⾨ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島282 城崎
128 城-2-55 ⾬⾳ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島811 城崎
129 城-2-56 ⻄村屋本館 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島469 城崎
130 城-2-57 ⼼の宿 三國屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島221 城崎
131 城-2-58 あやめ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島433 城崎
132 城-2-59 旅館 サンルート 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1040-1 城崎
133 城-2-60 かに庵 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島690 城崎
134 城-2-61 但⾺⽣蕎⻨ ますや 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島654 城崎
135 城-2-62 ブックストアイチ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島605 城崎
136 城-2-63 城崎温泉 湯楽 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島844 城崎
137 城-2-64 あさぎり荘 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島876 城崎
138 城-2-65 ⻄村屋招⽉庭 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1016-2 城崎
139 城-2-66 川⼝屋城崎リバーサイドホテル 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島880-1 城崎
140 城-2-67 花⼩路 彩⽉ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島108 城崎
141 城-2-68 河本商店 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島235 城崎
142 城-2-69 喫茶 萌阿 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島832-1 城崎
143 城-2-70 美⾷遊楽 とみや 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島441 城崎
144 城-2-71 温もりの宿 おけ庄 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島246 城崎
145 城-2-72 そふと⼯房 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島397 城崎
146 城-2-73 城崎きなこ/城崎コロッケ キノコロ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島442 城崎
147 城-2-74 湯あがりバニラ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島402 城崎
148 城-2-75 海猫 2 飲⾷店 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1261-2 城崎
149 城-2-76 ⼀⿂⼀恵 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島229 城崎
150 城-2-77 つばきの旅館 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島781 城崎
151 城-2-78 たまご専⾨ 本巣ヱ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島97 城崎
152 城-2-79 スナック なな 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島200 城崎
153 城-2-80 やなぎ荘 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島701 城崎
154 城-2-81 川⼝屋本館 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島274 城崎
155 城-2-82 お宿 芹 2 飲⾷店 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1297-1 城崎
156 城-2-83 Cafe Lamp eye 2 飲⾷店 〒669-6111豊岡市城崎町楽々浦字深原442 城崎
157 城-2-84 合同会社 きよし⽔産 2 飲⾷店 〒669-6115豊岡市城崎町来⽇153-2 城崎
158 城-2-85 ときわガーデン 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島788 城崎
159 城-2-86 TERME 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島471 城崎
160 城-2-87 城崎ビネガー 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎
161 城-2-88 但⾺屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島453 城崎
162 城-2-89 OFF KINOSAKI 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島53 城崎
163 城-2-90 和みの宿 おおかわ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島199 城崎
164 城-2-91 湯宿 ⼭よし 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島379 城崎
165 城-2-92 花の家 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島528 城崎
166 城-2-93 まつや 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島370 城崎
167 城-2-94 スナック ちづ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島760 城崎
168 城-2-95 城崎温泉 海の駅 レストラン 2 飲⾷店 〒669-6116豊岡市城崎町上⼭1400-5 城崎
169 城-2-96 泉都 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島540 城崎
170 城-2-97 つるや旅館 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島606 城崎
171 城-2-98 スナック ⼆輪草 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島189 城崎
172 城-2-99 ほそぐち⾷堂 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島94 城崎
173 城-2-100 城崎茶宴 ちゃの湯 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島670 城崎
174 城-2-101 きのさきの宿 緑⾵閣 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島174 城崎
175 城-2-102 城崎せんべい 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島677 城崎
176 城-2-103 但⾺⽜デリカ茶屋 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島206 城崎
177 城-2-104 ⼭しろや旅館 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島245 城崎
178 城-2-105 ⾷事処 "うえむら" 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島88 城崎
179 城-2-106 なごみ家 ⽊⻑ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島241 城崎
180 城-2-107 天望苑 2 飲⾷店 〒669-6102豊岡市城崎町桃島85-3 城崎
181 城-2-108 有限会社 いなば鮮⿂ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島224 城崎
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182 城-2-109 ⽼舗饅 なか江 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島797 城崎
183 城-2-110 短編喫茶 Un 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島127 城崎
184 城-2-111 cafee’ SORELLA （カフェ・ソレッラ） 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島84 城崎
185 城-2-112 但⾺城崎おうこつラーメン たぬき 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391番地D区画 城崎
186 城-2-113 SiKi（城崎温泉 泉翠） 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島753 城崎
187 城-3-1 おみやげ城崎堂 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島445 城崎
188 城-3-2 まるさん物産店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島406 城崎
189 城-3-3 茶屋 夢屋 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島90 城崎
190 城-3-4 千年の湯権左衛⾨ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島282 城崎
191 城-3-5 みなとや商店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島416 城崎
192 城-3-6 ふるや物産店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島429 城崎
193 城-3-7 むぎせん⺠芸店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島378 城崎
194 城-3-8 いたや商店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島413 城崎
195 城-3-9 ヤマヨシ旬鮮市場 3 物産店 〒669-6115豊岡市城崎町来⽇1-1 城崎
196 城-3-10 有限会社 伊賀屋 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島529 城崎
197 城-3-11 樽屋 六波羅 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島270 城崎

198 城-3-12 かみや⺠芸店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391-⽊屋町⼩路テナ
ントB 城崎

199 城-3-13 円⼭茶寮 城崎温泉店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島665 城崎
200 城-3-14 おみやげ蔵ふと 井藤 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島85 城崎
201 城-3-15 ⾰のカバン サーカスサーカス 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島409 城崎
202 城-3-16 かばんこみせ さくら咲ら 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島419-1 城崎
203 城-3-17 リュックの店 JUNGLE GYM 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島419-1 城崎
204 城-3-18 海⽼のや 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島431 城崎
205 城-3-19 杉養蜂園城崎温泉店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島443 城崎
206 城-3-20 城崎 海煎堂 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎
207 城-3-21 湯あがりチーズタルト 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島233 城崎
208 城-3-22 いとう物産店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島80 城崎
209 城-3-23 蔵 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島675-2 城崎

210 城-3-24 SACCA THE FLAVOR DESIGN
CONCEPT STORE KINOSAKI 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎

211 城-3-25 CREEZAN 城崎本店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島675-1 城崎
212 城-3-26 ひらい鮮⿂ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島425 城崎
213 城-3-27 おみやげ処 でぐち 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島82 城崎
214 城-3-28 おけしょう鮮⿂ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島132 城崎
215 城-3-29 お宿とお⼟産 こぢんまり 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島257 城崎
216 城-3-30 かどの駄菓⼦屋城崎温泉店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島434 城崎
217 城-3-31 ⼩宿 縁 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島219 城崎
218 城-3-32 マルサン精⾁店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島693 城崎
219 城-3-33 和⽥屋 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島206 城崎
220 城-3-34 花兆庵 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島411 城崎
221 城-3-35 鮮⿂ てらかわ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島111 城崎
222 城-3-36 ⼤幸商店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島130 城崎
223 城-3-37 てらたに酒店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島227 城崎
224 城-3-38 よいだや酒店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島663 城崎
225 城-3-39 朝市広場 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島587 城崎
226 城-3-40 城崎温泉 湯楽 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島844 城崎
227 城-3-41 千年の湯古まん 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島481 城崎
228 城-3-42 ⻄村屋本館 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島469 城崎
229 城-3-43 坂本屋 酒店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島407 城崎
230 城-3-44 ⽜匠 上⽥ 3 物産店 〒669-6201豊岡市城崎町湯島232 城崎
231 城-3-45 ⾓⾕藤兵衛 3 物産店 〒669-6201豊岡市城崎町湯島439 城崎
232 城-3-46 あさぎり荘 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島876 城崎
233 城-3-47 さんぽう 招⽉庭 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1016-2 城崎
234 城-3-48 河本商店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島235 城崎

235 城-3-49 城崎温泉ツーリストインフォメーション
SOZORO 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島96 城崎

236 城-3-50 BAGGALLERY ⽞武 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島225-2 城崎
237 城-3-51 川⼝屋城崎リバーサイドホテル 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島880-1 城崎
238 城-3-52 つばきの旅館 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島781 城崎
239 城-3-53 岡本酒店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島118 城崎
240 城-3-54 城崎スイーツ本店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島527 城崎
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241 城-3-55 ⽊輪 本店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島674-1 城崎
242 城-3-56 ⽊輪 ⽊屋町⼩路店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎
243 城-3-57 げんぶ堂 城崎駅前店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島223 城崎
244 城-3-58 げんぶ堂 城崎⽊屋町店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎
245 城-3-59 花⼩路 彩⽉ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島108 城崎
246 城-3-60 合同会社 きよし⽔産 3 物産店 〒669-6115豊岡市城崎町来⽇153-2 城崎
247 城-3-61 （有）ゑびや商店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島110 城崎
248 城-3-62 ⽵内⿂店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島117 城崎
249 城-3-63 城崎ビネガー 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎
250 城-3-64 おみやげ百選 城崎 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島123 城崎
251 城-3-65 城崎温泉 海の駅 3 物産店 〒669-6116豊岡市城崎町上⼭1400-5 城崎
252 城-3-66 城崎茶宴 ちゃの湯 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島670 城崎
253 城-3-67 城崎ちりめん 布遊舎 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島678-1 城崎
254 城-3-68 城崎箸⼯房遊膳 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島231 城崎
255 城-3-69 城崎せんべい 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島677 城崎
256 城-3-70 有限会社 全但物産 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島96 城崎
257 城-3-71 なごみ家 ⽊⻑ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島241 城崎
258 城-3-72 天望苑 3 物産店 〒669-6102豊岡市城崎町桃島85-3 城崎
259 城-3-73 ⼤幸商店 来⽇店 3 物産店 〒669-6115豊岡市城崎町来⽇205-1 城崎
260 城-3-74 有限会社 いなば鮮⿂ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島224 城崎
261 城-3-75 城崎温泉ロープウェイ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島806-1 城崎
262 城-3-76 いろは 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島449 城崎
263 城-3-77 ⼀六⼋ いろは湯のまち 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島248 城崎
264 城-3-78 くすりの⼩⽥ 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島672 城崎
265 城-3-79 津⼭商店 城崎店 3 物産店 〒669-6115豊岡市城崎町来⽇162 城崎
266 城-3-80 短編喫茶 Un 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島127 城崎
267 城-3-81 CAPTAIN・T 城崎店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島237 城崎
268 城-3-82 THE PLAN 城崎店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島372-3 城崎
269 城-4-1 城崎⻨わら細⼯伝承館 〒669-6101豊岡市城崎町湯島376-1 城崎
270 城-4-2 城崎⽂芸館 〒669-6101豊岡市城崎町湯島357-1 城崎
271 城-4-3 城崎国際アートセンター 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1062 城崎
272 城-4-4 ⾕⼝屋遊技場 〒669-6101豊岡市城崎町湯島404 城崎
273 城-4-5 豊岡市⽴ハチゴロウの⼾島湿地 〒669-6103豊岡市城崎町今津1362 城崎
274 城-4-6 リラクゼーションルーム かおん 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 ⽊屋町⼩路J号 城崎

275 城-4-7 城崎温泉ツーリストインフォメーション
SOZORO 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島96 城崎

276 城-4-8 豊岡市⽴図書館城崎分館 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1057-1 城崎
277 城-4-9 ブックストアイチ 〒669-6101豊岡市城崎町湯島605 城崎
278 城-4-10 坂本屋 酒店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島407 城崎
279 城-4-11 城崎温泉ロープウェイ 〒669-6101豊岡市城崎町湯島806-1 城崎
280 城-4-12 株式会社 たびぞう 〒669-6101豊岡市城崎町湯島78 城崎

281 城-4-13 ⼭野愛⼦どろんこ美容 サロン・ド・ア
ピューゼ 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1262 城崎

283 城-5-1 鴻の湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島６１０ 城崎
284 城-5-2 まんだら湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島５６５ 城崎
285 城-5-3 ⼀の湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島４１５−１ 城崎
286 城-5-4 柳湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島６４７ 城崎
287 城-5-5 さとの湯 5 温泉施設 〒669-6103 豊岡市城崎町今津２９０−３６ 城崎
288 城-5-6 御所の湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島４４８ 城崎
289 城-5-7 地蔵湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島７９６ 城崎
290 城-8-1 よいだや 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島663 城崎
291 城-8-3 （有）ゑびや商店 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島110 城崎
292 城-8-4 ⽊下⾃転⾞店 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島244 城崎
293 城-8-5 ⽿サプリ 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎
294 城-8-6 イガキフォトスタジオ 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島620-2 城崎
295 城-8-7 岡本酒店 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島118 城崎
296 城-8-8 城崎温泉 はりきゅう院 和楽 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島831-3 城崎
297 城-8-9 城崎温泉ロープウェイ 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島806-1 城崎
298 城-8-10 城崎モータープール 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島85 城崎
299 城-8-11 吉宗 城崎給油所 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島909 城崎
300 城-8-12 みなとや⽯油 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島594 城崎

4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー

4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー

4 商業・アミュー

282 城-4-14 城崎ドローンパーク 〒669-6101豊岡市城崎町湯島419-1 2F 城崎4 商業・アミュー
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301 城-8-13 ⼭野愛⼦どろんこ美容 サロン・ド・ア
ピューゼ 8 その他 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1262 城崎

1 豊-1-1 ビジネスイン全但 1 宿泊施設 〒668-0042豊岡市京町8-28 豊岡
2 豊-1-2 Oホテル豊岡 1 宿泊施設 〒668-0031豊岡市⼤⼿町7-10 豊岡
3 豊-1-3 リバーサイドまるやま 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気⽐3685 豊岡
4 豊-1-4 あつみ旅苑 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気⽐4443 豊岡
5 豊-1-5 ファームハウスのの花 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気⽐2373 豊岡
6 豊-1-6 オーベルジュ豊岡 1925 1 宿泊施設 〒668-0033豊岡市中央町11-22 豊岡
7 豊-1-7 宮﨑旅荘 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気⽐3226 豊岡
8 豊-1-8 銀花 1 宿泊施設 〒669-6123豊岡市⼩島1177 豊岡
9 豊-1-9 ホテル⾦波楼 1 宿泊施設 〒669-6122豊岡市瀬⼾1090 豊岡

10 豊-1-10 ザ グランリゾート 城崎 1 宿泊施設 〒669-6123豊岡市⼩島1188-3 豊岡
11 豊-1-11 ひだまり 1 宿泊施設 〒669-6123豊岡市⼩島1188-8 豊岡
12 豊-1-12 Hostel Act 1 宿泊施設 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
13 豊-1-13 レイセニット城崎スイートVILLA 1 宿泊施設 〒669-6123豊岡市⼩島1220 豊岡
14 豊-1-14 城崎 秀屋 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気⽐44-35 豊岡
15 豊-1-15 ⺠宿 はしもと 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気⽐4509 豊岡
16 豊-1-16 ビジネスイン豊岡 1 宿泊施設 〒668-0021豊岡市泉町6-25 豊岡
17 豊-1-17 豊岡スカイホテル 1 宿泊施設 〒668-0024豊岡市寿町9-5 豊岡
18 豊-1-18 みはら荘 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気⽐3880-10 豊岡
19 豊-2-1 梛（なぎ） 2 飲⾷店 〒668-0042豊岡市京町3-22 豊岡
20 豊-2-2 カタシマ豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0027豊岡市若松町48-1 豊岡
21 豊-2-3 場外市場⾷堂 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町15-35 豊岡
22 豊-2-4 fcafe(エフカフェ)瀬⼾店 2 飲⾷店 〒669-6122豊岡市瀬⼾202-5 豊岡
23 豊-2-5 オートク株式会社 麺や 樂 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町12-10 豊岡
24 豊-2-6 楠くす 2 飲⾷店 〒668-0053豊岡市九⽇市中町 豊岡
25 豊-2-7 与太呂 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町2-20 豊岡
26 豊-2-8 （株）⽞武洞観光 2 飲⾷店 〒668-0801豊岡市⾚⽯1362 豊岡
27 豊-2-9 シュシュポット 2 飲⾷店 〒668-0046豊岡市⽴野町3-10 豊岡
28 豊-2-10 中華厨房 楽友軒 2 飲⾷店 〒668-0063豊岡市正法寺684 豊岡
29 豊-2-11 紀の川１号店 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
30 豊-2-12 紀の川２号店 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
31 豊-2-13 紀の川３号店 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
32 豊-2-14 紀の川４号店 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
33 豊-2-15 スターダスト 2 飲⾷店 〒668-0012豊岡市下陰4-1 豊岡
34 豊-2-16 夢邸 2 飲⾷店 〒668-0014豊岡市野⽥96 豊岡
35 豊-2-17 らんたん 2 飲⾷店 〒668-0014豊岡市野⽥96 豊岡
36 豊-2-18 割烹 かわむら 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町14-16 豊岡
37 豊-2-19 （有）港屋製菓 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町9-20 豊岡
38 豊-2-20 鉄板焼 真味 2 飲⾷店 〒668-0056豊岡市妙楽寺535-1 豊岡
39 豊-2-21 スナック 蘭 2 飲⾷店 〒668-0043豊岡市桜町16-2 豊岡
40 豊-2-22 ボヌール ポルテ 2 飲⾷店 〒669-0052豊岡市九⽇市下町81-1 豊岡
41 豊-2-23 株式会社 丸善チェーン 2 飲⾷店 〒668-0052豊岡市九⽇市下町174-6 豊岡
42 豊-2-24 来来亭-豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0013豊岡市中陰613 豊岡
43 豊-2-25 鉄板焼き⿃ 権四郎 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町11-12 豊岡
44 豊-2-26 翁 豊岡⼤開通り店 2 飲⾷店 〒668-0031 兵庫県豊岡市⼤⼿町１−３０ 豊岡

45 豊-2-27 翁 コープデイズ豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0023 兵庫県豊岡市加広町７−３２ コープデ
イズ豊岡 1F 豊岡

46 豊-2-28 清⼋ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町15-35 豊岡
47 豊-2-29 キッチンdeカフェ・エフ 2 飲⾷店 〒668-0013豊岡市中陰647-8 豊岡
48 豊-2-30 ティールーム アビアン・トット 2 飲⾷店 〒668-0813豊岡市下宮680 豊岡
49 豊-2-31 割烹 魁 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町13-15 豊岡
50 豊-2-32 DINING BAR 真蔵 2 飲⾷店 〒668-0042豊岡市町京町1-36 豊岡
51 豊-2-33 ブラキテ 2 飲⾷店 〒668-0047豊岡市三坂町4-61 豊岡
52 豊-2-34 おさらぎ 2 飲⾷店 〒668-0042豊岡市中央町10-27 豊岡
53 豊-2-35 ムーラン 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-25中央ビル１階 豊岡
54 豊-2-36 静 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-25中央ビル１階 豊岡
55 豊-2-37 アールベルアンジェ豊岡 2 飲⾷店 〒668-0027豊岡市若松町2-9 豊岡
56 豊-2-38 創作ダイニング しき彩 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町10-7 豊岡

No. 事業所名 業種 住所 エリア
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57 豊-2-39 但⾺空港レストラン ジェットストリー
ム 2 飲⾷店 〒668-0065豊岡市⼾牧2074-4 豊岡

58 豊-2-40 豊岡酒場情熱ホルモン 2 飲⾷店 〒668-0052豊岡市九⽇市下町277-9 豊岡
59 豊-2-41 なか井 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町12-21 豊岡
60 豊-2-42 和⾹ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町13-2 豊岡
61 豊-2-43 ima CAFE 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町8-1 豊岡
62 豊-2-44 つむぎ 2 飲⾷店 〒668-0042豊岡市京町1-1 豊岡
63 豊-2-45 ウッディ豊岡 2 飲⾷店 〒668-0805豊岡市船町347-1 豊岡
64 豊-2-46 ⼋百酔 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町10-23 豊岡
65 豊-2-47 鉄板焼 真美 2 飲⾷店 〒668-0056豊岡市妙楽寺535-1 豊岡
66 豊-2-48 焼き⿃ こっこ 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町2-17 豊岡
67 豊-2-49 あつみ旅苑 2 飲⾷店 〒669-6124豊岡市気⽐4443 豊岡
68 豊-2-50 オーベルジュ豊岡 1925 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町11-22 豊岡
69 豊-2-51 dada 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町11-23 豊岡
70 豊-2-52 旬彩美酒 あまの 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
71 豊-2-53 はばたけカフェ 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市⼤⼿町7-9 豊岡
72 豊-2-54 シュード・パラディ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町12-3 １階 豊岡
73 豊-2-55 すみれ堂 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町9-32 豊岡
74 豊-2-56 ぼて拾 2 飲⾷店 〒668-0027豊岡市若松町4-11 豊岡
75 豊-2-57 かね正 2 飲⾷店 〒668-0012豊岡市下陰19-1 豊岡
76 豊-2-58 スナック マイルド 2 飲⾷店 〒668-0045豊岡市城南町14-30 豊岡
77 豊-2-59 スナック 百合 2 飲⾷店 〒668-0026豊岡市元町1-5 豊岡
78 豊-2-60 Mangiare 2 飲⾷店 〒668-0832豊岡市倉⾒440 豊岡
79 豊-2-61 スナック＆お⾷事処 69 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町14-18 豊岡
80 豊-2-62 ⼤⼋⾞ 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町16-5 豊岡
81 豊-2-63 酔って候 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-29 豊岡
82 豊-2-64 スナック あばうと 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-23 ５階 豊岡
83 豊-2-65 餃⼦の王将 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0013豊岡市中陰633-1 豊岡
84 豊-2-66 武藤道場 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0014豊岡市野⽥171-1 豊岡
85 豊-2-67 餃⼦の王将 正法寺店 2 飲⾷店 〒668-0063豊岡市正法寺108 豊岡
86 豊-2-68 カルビ太郎 但⾺本店 2 飲⾷店 〒668-0013豊岡市中陰590-1 豊岡
87 豊-2-69 つぼ⼋ 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0013豊岡市中陰589-1 豊岡
88 豊-2-70 ⾦左エ⾨ 2 飲⾷店 〒668-0081豊岡市岩井1067 豊岡
89 豊-2-71 来⾹ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-24 豊岡
90 豊-2-72 菜っぱ 2 飲⾷店 〒668-0055豊岡市昭和町2-15 豊岡
91 豊-2-73 かも川 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-28 豊岡
92 豊-2-74 味 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町6-2 豊岡
93 豊-2-75 スナック 銀⾺ 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町6-17 豊岡
94 豊-2-76 アミタ 2 飲⾷店 〒668-0005豊岡市滝94 豊岡
95 豊-2-77 輪が家 2 飲⾷店 〒668-0027豊岡市若松町3-14 豊岡
96 豊-2-78 SHION 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-5 サンプラザビル203 豊岡
97 豊-2-79 にしき 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町2-7 豊岡
98 豊-2-80 ⾵来坊 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町4-24 豊岡
99 豊-2-81 旬酒家 清國 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-21 豊岡

100 豊-2-82 まどか 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町4-25 豊岡
101 豊-2-83 星の蔵 2 飲⾷店 〒668-0022豊岡市⼩⽥井町12-8 豊岡
102 豊-2-84 やきとり 飯⽥商店 2 飲⾷店 〒668-0053豊岡市九⽇市中町132-5 豊岡
103 豊-2-85 酒とめし ひと晴れ 2 飲⾷店 〒668-0011豊岡市上陰228-1 豊岡
104 豊-2-86 焼⾁ もりや 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町19-10 豊岡
105 豊-2-87 喫茶 窓 2 飲⾷店 〒668-0044豊岡市⼭王町10-6 豊岡
106 豊-2-88 但⾺空港ターミナル 喫茶 リラテック 2 飲⾷店 〒668-0081豊岡市岩井字河⾕1598-34 豊岡

107 豊-2-89 つぼみ 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町12-10 第⼆味園センター２
階-１号室 豊岡

108 豊-2-90 明⽉ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町9-11 豊岡

109 豊-2-91 Kizuna 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町12-15 第⼀味園センター 
５号室 豊岡

110 豊-2-92 すってんてん 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0064豊岡市⾼屋110-1 豊岡

111 豊-2-93 ミスタードーナツ コープデイズ豊岡
ショップ 2 飲⾷店 〒668-0023豊岡市加広町58-37 豊岡

112 豊-2-94 コメダ珈琲店 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0805豊岡市船町353-1 豊岡
113 豊-2-95 居酒屋 彩鶏 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町16-16 豊岡
114 豊-2-96 らーめん ⿓花 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町1-20 豊岡
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115 豊-2-97 Bar Re:plus+ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町16-3 豊岡
116 豊-2-98 酒楽Bar 呑⽶ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町16-3 豊岡
117 豊-2-99 ビリケン To レジェンド 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町1-5 豊岡
118 豊-2-100 喫茶 案⼭⼦ 2 飲⾷店 〒668-0844豊岡市⼟渕95-1 豊岡
119 豊-2-101 城崎 秀屋 2 飲⾷店 〒669-6124豊岡市気⽐44-35 豊岡

120 豊-2-102 特定⾮営利活動法⼈セルフサポートいず
し 喫茶ラ・ティエラ 2 飲⾷店 〒668-0046豊岡市⽴野町6-30 豊岡

121 豊-2-103 お⾷事⾃慢 武ちゃん 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町4-25 豊岡
122 豊-2-104 カフェ・コテッジ まるやま 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市⼤⼿町1-25 豊岡
123 豊-2-105 うな幸 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
124 豊-2-106 和モダン たけなわ 2 飲⾷店 〒668-0022豊岡市⼩⽥井町1-4 豊岡
125 豊-2-107 万感遊楽 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町7-5 豊岡
126 豊-2-108 真頑多 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町15-34 ２階 豊岡

127 豊-2-109 肴屋 よし乃 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町1-20 サファリ―ビル１
階-3 豊岡

128 豊-2-110 味えもん 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町15-34 ２階 豊岡
129 豊-2-111 すなっく 花れん 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-4 豊岡
130 豊-2-112 ナマステ 豊岡駅前店 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市⼤⼿町1-24 豊岡
131 豊-2-113 ナマステ 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町11-14 豊岡
132 豊-2-114 ハンバーグのビアドリッド 2 飲⾷店 〒668-0026豊岡市元町10-18 豊岡
133 豊-2-115 酒肴屋 神楽 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-17 豊岡
134 豊-2-116 ラーメン 清⽔屋 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町12-5 豊岡
135 豊-2-117 ばらっど 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-30 豊岡
136 豊-2-118 さばさば 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町10-1 豊岡
137 豊-2-119 リベロカフェ 2 飲⾷店 〒668-0053豊岡市九⽇市中町225-1 豊岡
138 豊-2-120 韓国料理 美楽 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町3-22 豊岡
139 豊-2-121 パインニードル 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町15-9 豊岡
140 豊-2-122 瑞苑 2 飲⾷店 〒668-0084豊岡市福⽥1469-1 豊岡
141 豊-2-123 ラーメン王国 2 飲⾷店 〒668-0052豊岡市九⽇市中町120 豊岡
142 豊-2-124 縁 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町11-27 豊岡
143 豊-2-125 咲々 2 飲⾷店 〒668-0084豊岡市福⽥121-1 豊岡
144 豊-2-126 喫茶 ソニア 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町1-20 サファリビル１階 豊岡
145 豊-2-127 じん 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町11-33共栄ビル 豊岡
146 豊-2-128 まるやま館 2 飲⾷店 〒669-6124豊岡市気⽐3669 豊岡
147 豊-2-129 居酒屋 ゆめまる 2 飲⾷店 〒668-0021 兵庫県豊岡市泉町６−２５ 豊岡
148 豊-2-130 ル・サンピェール 2 飲⾷店 〒668-0852豊岡市江本266-5 豊岡
149 豊-2-131 友⺠局（株） 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-1 豊岡
150 豊-2-132 京 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町5-27 豊岡
151 豊-2-133 焼⾁ トミホルモン店 2 飲⾷店 〒668-0025豊岡市幸町11-2 豊岡
152 豊-2-134 居酒屋 美⼈韓 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0805豊岡市船町298-1 豊岡
153 豊-2-135 ピュア 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町1-20 豊岡

154 豊-2-136 奥城崎シーサイドホテル 豊岡病院 レ
ストラン店 2 飲⾷店 〒668-8501豊岡市⼾牧1094 豊岡

155 豊-2-137 ⺠宿 はしもと 2 飲⾷店 〒669-6124豊岡市気⽐4509 豊岡
156 豊-2-138 たじまかまどめし  気⽐の⾥ 2 飲⾷店 〒669-6124豊岡市気⽐４５２７ 豊岡
157 豊-2-139 翠 みどり 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-23 ５階 豊岡
158 豊-2-140 チャイナ 2 飲⾷店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島783 豊岡
159 豊-2-141 セブン 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町4-7 豊岡

160 豊-2-142 スナック 周 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町12-10 味周センター１階７
号 豊岡

161 豊-2-143 MEMBER'S COOL 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町9-29 豊岡
162 豊-2-144 MEMBERS πの実 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町1-20 サファリビル２階 豊岡
163 豊-2-145 うまいや 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
164 豊-2-146 ⾷堂 ふるさと 2 飲⾷店 〒668-0055豊岡市昭和町7-47 豊岡
165 豊-2-147 あいとったり、しまっとったり 2 飲⾷店 〒668-0042豊岡市京町7-3 豊岡
166 豊-2-148 ⾠よし 2 飲⾷店 〒668-0052豊岡市九⽇市下町282-8 豊岡
167 豊-2-149 京都 なお道 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市⼤⼿町4-5 アイティ４階 豊岡
168 豊-2-150 串焼屋 三男坊 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町4-7 豊岡
169 豊-2-151 楽々庵 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町2-4 豊岡市役所２階 豊岡
170 豊-2-152 いのこ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町16-6 豊岡
171 豊-2-153 創作料理 武⼠ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町16-10 豊岡
172 豊-2-154 浮世 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町4-14 豊岡
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173 豊-2-155 カフェ・レスト ボーイ 2 飲⾷店 〒669-6124豊岡市気⽐4528 豊岡
174 豊-2-156 桃李 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-24 豊岡
175 豊-2-157 かき船 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町15-7 豊岡
176 豊-2-158 クラブ 古都 2 飲⾷店 〒668-0042豊岡市京町8-20 1階 豊岡
177 豊-2-159 豊岡スカイホテル 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町9-5 豊岡
178 豊-2-160 ブーランジュリー モン 2 飲⾷店 〒668-0817豊岡市六地蔵239-6 豊岡
179 豊-2-161 コウノトリ⽻ばたく会 株式会社 2 飲⾷店 〒668-0814豊岡市祥雲寺141 豊岡
180 豊-2-163 レストラン レザミ 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町2-20 豊岡
181 豊-2-164 ⼿打ちそば酒房 稜 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町3-23 豊岡

182 豊-2-165 スナック 舞 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-23 グランディアワタ
ナベ３階 豊岡

183 豊-2-166 ⼤⽯屋⾷堂 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市⼤⼿町1-21 豊岡
184 豊-2-167 百果園 2 飲⾷店 〒668-0065豊岡市⼾牧213-2 豊岡
185 豊-2-168 nicotto 2 飲⾷店 〒668-0873豊岡市庄境215-2 豊岡
186 豊-2-169 Pizzeria Porco Rosso 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-12 豊岡
187 豊-2-170 さとう豊岡店「花ふじ」 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市⼤⼿町340 豊岡
188 豊-2-171 ふじの実 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0805豊岡市船町字⽅ヶ島 豊岡
189 豊-2-172 豊寿司 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町4-7 豊岡
190 豊-2-173 GRAND DINNER 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市千代⽥町7-6 2階 豊岡
191 豊-2-174 プレジュール J2 2 飲⾷店 〒668-0025豊岡市幸町13-19 豊岡
192 豊-2-175 御⾷事処 わか菜 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町11-20 豊岡
193 豊-2-176 居酒屋 ⽥んぼ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-24 豊岡
194 豊-2-177 レーベンアーゲ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町4-28 豊岡
195 豊-2-178 挽きたてそば ⼤⾨ 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市千代⽥町3-6 豊岡
196 豊-2-179 豊岡 塩元帥 2 飲⾷店 〒668-0063豊岡市正法寺689 豊岡
197 豊-2-180 ダイニングバー OWL 2 飲⾷店 〒668-0025豊岡市幸町13-15 豊岡
198 豊-2-181 お⾷事処 ⼤仙 2 飲⾷店 〒668-0013豊岡市中陰206-6 豊岡
199 豊-2-182 鮮味軒 2 飲⾷店 〒668-0056豊岡市妙楽寺494 豊岡
200 豊-2-183 スナック ユトリ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-25 中央ビル2階2号 豊岡
201 豊-2-184 ⼀番星 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町3-15 豊岡
202 豊-2-185 花丸 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町7-6 豊岡
203 豊-2-186 居酒屋 渡⽉ 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町15-40 豊岡
204 豊-2-187 祭 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町4-7 豊岡
205 豊-2-188 みやま 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-10 豊岡

206 豊-2-189 スナック ひまわり 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-23 グランディア２階
-B 豊岡

207 豊-2-190 お好み焼き まゆ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-24 豊岡
208 豊-2-191 ベルメール 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-5 サンプラザビル105 豊岡
209 豊-2-192 𠮷野家 178号線 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0012豊岡市下陰535-1 豊岡
210 豊-2-193 カレーハウスCoCo壱番屋 2 飲⾷店 〒668-0063豊岡市正法寺685 豊岡
211 豊-2-194 居酒屋 輪 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町11-19 豊岡
212 豊-2-195 韓国料理 吉⽥家 2 飲⾷店 〒668-0022豊岡市⼩⽥井町8-34 豊岡
213 豊-2-196 アミューズメントスタジオ ミスモ 2 飲⾷店 〒668-0815豊岡市⽇撫322-1 豊岡
214 豊-2-197 ㈱もっこす亭 2 飲⾷店 〒668-0023豊岡市加広町7-32 豊岡
215 豊-2-198 みはら荘 2 飲⾷店 〒669-6124豊岡市気⽐3880-10 豊岡
216 豊-2-199 炙り焼⾁ なつき 2 飲⾷店 〒668-0012豊岡市下陰676-6 豊岡
217 豊-2-200 うまいもん居酒屋 修味 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-20 豊岡
218 豊-2-201 酒菜哉 2 飲⾷店 〒668-0023豊岡市加広町1-11 豊岡
219 豊-2-202 鉄板焼き かくれんぼ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町9-27 豊岡
220 豊-2-203 スナック 伊達 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町1-20 豊岡
221 豊-2-204 ソラカフェ+ 2 飲⾷店 〒668-0015豊岡市⼀⽇市165-1 豊岡
222 豊-2-205 ⾷楽酒房 とつ 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町7-10 豊岡
223 豊-2-206 海鮮うまいもん屋 和平 豊岡店 2 飲⾷店 〒668-0012豊岡市下陰131 豊岡
224 豊-2-207 みひらき⾷堂 2 飲⾷店 〒668-0854豊岡市⼋社宮485-1 豊岡
225 豊-2-208 ユニBAR SuPle 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町2-26 KingsCorner 豊岡
226 豊-2-209 三⽮ 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町7-11 豊岡
227 豊-2-210 DARTS PLACE jays 2 飲⾷店 〒668-0815豊岡市⽇撫322-1 豊岡

228 豊-2-211 バラエティミートショップ スタミナ＆
ひとり 焼⾁ 2 飲⾷店 〒668-0013豊岡市中陰631-1 豊岡

229 豊-2-212 ⾥休 2 飲⾷店 〒668-0024豊岡市寿町4-7 豊岡

230 豊-2-213 京⾹ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町8-22 暮六ツセンター２
階A 豊岡
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231 豊-2-214 輝 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-23 グランディアワタ
ナベ２階-E 豊岡

232 豊-2-215 LEVEL UP 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-5 サンプラザ豊岡ビ
ル501号 豊岡

233 豊-2-216 いない いない ばぁー 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-29 ⼤勝ビル1階 豊岡
234 豊-2-217 Wine and Kitchen S 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町18-1 豊岡
235 豊-2-218 ⿂⺠ 豊岡駅前店 2 飲⾷店 〒668-0031豊岡市⼤⼿町4-5アイティ豊岡１階 豊岡
236 豊-2-219 豊岡酒場 コヤマ 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町4-15 豊岡

237 豊-2-220 シルキー 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-23グランディアビル１
階 A号 豊岡

238 豊-2-221 シルキー２ 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町14-23グランディアビル１
階 D号 豊岡

239 豊-2-222 コウノトリの郷駅 ぽっぽや 2 飲⾷店 〒668-0815豊岡市⽇撫265-1 豊岡
240 豊-2-223 コウノトリの郷直売所 2 飲⾷店 〒668-0814豊岡市祥雲寺4-1 豊岡
241 豊-2-224 Trail Heads 2 飲⾷店 〒668-0814豊岡市祥雲寺4-1 豊岡
242 豊-2-225 スナック キリン 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町22-8 豊岡
243 豊-2-226 酒吞集楽 おちゃの間 2 飲⾷店 〒668-0021豊岡市泉町11-20 豊岡
244 豊-2-227 BRACK PEARL 2 飲⾷店 〒668-0032豊岡市千代⽥町7-8 豊岡
245 豊-2-228 to do bien coffee 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町18-1 豊岡
246 豊-2-229 台所研究所 2 飲⾷店 〒668-0033豊岡市中央町10-27 おさらぎビル2階 豊岡
247 豊-3-1 （株）⽞武洞観光 3 物産店 〒668-0801豊岡市⾚⽯1362 豊岡
248 豊-3-2 LAMP WORK TASUKU 3 物産店 〒668-0045豊岡市城南町15-11 豊岡
249 豊-3-3 Alter Ego 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町8-8 豊岡
250 豊-3-4 （有）港屋製菓 3 物産店 〒668-0032豊岡市千代⽥町9-20 豊岡
251 豊-3-5 かばんのたなか 3 物産店 〒668-0815豊岡市⽇撫390 豊岡
252 豊-3-6 ⽊和⽥株式会社 3 物産店 〒668-0051豊岡市九⽇市上町817-13 豊岡
253 豊-3-7 津居⼭ No.16 3 物産店 〒669-6122豊岡市瀬⼾118-4 豊岡
254 豊-3-8 レイセニット城崎スイートVILLA 3 物産店 〒669-6123豊岡市⼩島1220 豊岡
255 豊-3-9 播磨屋本店 豊の岡⼯園 3 物産店 〒668-0831豊岡市神美台1-1 豊岡
256 豊-3-10 Maison Def 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町18-1 豊岡
257 豊-3-11 ギフトショップ うさみ 3 物産店 〒668-0042豊岡市京町5-15 豊岡
258 豊-3-12 かばんの館 3 物産店 〒668-0831豊岡市神美台12-1 豊岡
259 豊-3-13 カバンツクリエーション 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町18-25 豊岡
260 豊-3-14 TOTOMA 3 物産店 〒668-0006豊岡市森津字箱⽯763 豊岡
261 豊-3-15 アピデ・タッチ 3 物産店 〒668-0013豊岡市中陰639 豊岡
262 豊-3-16 城崎スイーツ豊岡店 3 物産店 〒668-0012豊岡市下陰18-4 豊岡
263 豊-3-17 但⾺空港ターミナル 売店 リラテック 3 物産店 〒668-0081豊岡市岩井字河⾕1598-34 豊岡
264 豊-3-18 株式会社オキノカンパニー 3 物産店 〒668-0061豊岡市上佐野1701 豊岡
265 豊-3-19 CAPTAIN・T 3 物産店 〒669-5364豊岡市庄境436-2 豊岡
266 豊-3-20 ⼆⽅蒲鉾株式会社 3 物産店 〒669-6122豊岡市瀬⼾757-1 豊岡
267 豊-3-21 ARTPHERE TOYOOKA 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町8-4 豊岡
268 豊-3-22 清⽔⾁店 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町12-23 豊岡
269 豊-3-23 城崎 秀屋 3 物産店 〒669-6124豊岡市気⽐44-35 豊岡
270 豊-3-24 酒屋 もりがき 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町9-10 豊岡
271 豊-3-25 Flux K（フラックス・ケイ） 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町17-12 豊岡
272 豊-3-26 Atelier nuu 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町7-28 豊岡

273 豊-3-27 但⾺漁業協同組合 フイッシャーマン
ズ・ビレッジ 3 物産店 〒669-6122豊岡市瀬⼾77-21 豊岡

274 豊-3-28 じばさんショップToyobra 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町7-23 豊岡
275 豊-3-29 じばさんSHOP 3 物産店 〒668-0041豊岡市⼤磯町1-79 豊岡
276 豊-3-30 マルシン⽂具店 3 物産店 〒669-0021豊岡市泉町2-24 豊岡
277 豊-3-31 アトリエ⼯房 嘉⽞ 3 物産店 〒668-0026豊岡市元町2-5 豊岡
278 豊-3-32 コウノトリ⽻ばたく会 株式会社 3 物産店 〒668-0814豊岡市祥雲寺141 豊岡
279 豊-3-33 ブーランジュリー モン 3 物産店 〒668-0817豊岡市六地蔵239-6 豊岡
280 豊-3-34 マスミ鞄嚢株式会社 3 物産店 〒668-0027豊岡市⽴野町5-1 豊岡

281 豊-3-35 JAたじま ファーマーズマーケット た
じまんま 3 物産店 〒668-0854豊岡市⼋社宮490-3 豊岡

282 豊-3-36 有）但⾺ビーフ はまだ 3 物産店 〒668-0063豊岡市正法寺600-1 豊岡
283 豊-3-37 げんぶ堂 豊岡本店 3 物産店 〒668-0013豊岡市中陰376-3 豊岡
284 豊-3-38 ナカイストアー 3 物産店 〒668-0011豊岡市上陰209 豊岡
285 豊-3-39 とよおか産直まごころ市場 3 物産店 〒668-0012豊岡市下陰129 豊岡
286 豊-3-40 コウノトリの郷直売所 3 物産店 〒668-0814豊岡市祥雲寺4-1 豊岡
287 豊-3-41 （株）タカアキ 3 物産店 〒668-0052豊岡市九⽇市下町100-1 豊岡
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288 豊-4-1 エックスモバイル豊岡店 〒668-0052豊岡市九⽇市下町98 豊岡
289 豊-4-2 NSI豊岡スイミングスクール 〒668-0047豊岡市三坂町4-15 豊岡
290 豊-4-3 ⽞武洞ミュージアム 〒668-0801豊岡市⾚⽯1362 豊岡
291 豊-4-4 豊岡市⽴コウノトリ⽂化館 〒668-0814豊岡市祥雲寺127 豊岡
292 豊-4-5 APIDE TOUCH 豊岡店 〒668-0013豊岡市中陰639 豊岡
293 豊-4-6 豊岡市⺠会館 〒668-0046豊岡市⽴野町20-34 豊岡
294 豊-4-7 城崎マリンワールド 〒669-6122豊岡市瀬⼾1090 豊岡
295 豊-4-8 全但バス株式会社 豊岡駅前営業所 〒668-0031豊岡市⼤⼿町4-5 アイティ１階 豊岡
296 豊-4-9 全但バス株式会社 豊岡営業所 〒668-0871豊岡市梶原337-1 豊岡
297 豊-4-10 豊岡市⽴図書館 〒668-0042豊岡市京町5-28 豊岡
298 豊-4-11 豊岡市⽴豊岡市⺠プラザ 〒668-0031豊岡市⼤⼿町4-5 豊岡
299 豊-4-12 有限会社 豊岡レンタカー 〒668-0873豊岡市庄境111-1 豊岡
300 豊-4-13 靴 PASTEL 〒668-0014豊岡市野⽥116 豊岡
301 豊-4-14 ギフトショップ うさみ 〒668-0042豊岡市京町5-15 豊岡
302 豊-4-15 豊岡劇場 〒668-0026豊岡市元町10-18 豊岡
303 豊-4-16 Flux K（フラックス・ケイ） 〒668-0033豊岡市中央町17-12 豊岡
304 豊-4-17 贈答百貨 フジイ 〒668-0024豊岡市寿町2-33 豊岡

305 豊-4-18 JAたじま ファーマーズマーケット た
じまんま 〒668-0854豊岡市⼋社宮490-3 豊岡

306 豊-4-19 アミューズメントスタジオ ミスモ 〒668-0815豊岡市⽇撫322-1 豊岡
307 豊-4-20 兵庫県⽴円⼭川公苑 〒669-6123豊岡市⼩島1163 豊岡
308 豊-4-21 WACCU TOYOOKA こども広場 〒668-0031豊岡市⼤⼿町4-5 アイティ4階 豊岡
309 豊-7-1 浜茶屋 ⼤ちゃん 〒668-0015豊岡市⼀⽇市166-2 豊岡
310 豊-8-1 THE PLAN 豊岡店 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町18-3 豊岡
311 豊-8-2 袖⻑建設（有）ennas 8 その他 〒668-0026豊岡市元町2-8 豊岡
312 豊-8-3 城崎カンツリークラブ 8 その他 〒669-6122豊岡市瀬⼾字畑⼭ 豊岡
313 豊-8-4 岡本雅⼦ピアノ教室 8 その他 〒668-0025豊岡市幸町9-19 豊岡
314 豊-8-5 株式会社たびぞう 8 その他 〒668-0065豊岡市⼾牧539-8 豊岡
315 豊-8-6 Walk fit 8 その他 〒668-0047豊岡市三坂町5-30 豊岡
316 豊-8-7 豊岡市⽴総合体育館 8 その他 〒668-0041豊岡市⼤磯町1-75 豊岡
317 豊-8-8 豊岡市⽴市⺠体育館 8 その他 〒668-0046豊岡市⽴野町1-3 豊岡
318 豊-8-9 こうのとりスタジアム 8 その他 〒668-0065豊岡市⼾牧368-3 豊岡
319 豊-8-10 豊岡総合スポーツセンター 陸上競技場 8 その他 〒668-0065豊岡市⼾牧312 豊岡
320 豊-8-11 豊岡総合スポーツセンター テニスコート 8 その他 〒668-0065豊岡市⼾牧319-16 豊岡
321 豊-8-12 株式会社 事務機のサカモト 8 その他 〒668-0055豊岡市昭和町2-56 豊岡
322 豊-8-13 株式会社ツーリストサンフラワー 8 その他 〒668-0021豊岡市泉町4-7 豊岡
323 豊-8-14 シティホール豊岡 8 その他 〒668-0044豊岡市⼭王町7-53 豊岡
324 豊-8-15 Toyooka KABAN Artisan Avenue 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町18-10 豊岡
325 豊-8-16 株式会社ウノフク 3 物産店 〒668-0871豊岡市梶原328 豊岡
326 豊-8-17 huluhulu 8 その他 〒668-0051豊岡市九⽇市上町789-2 豊岡
327 豊-8-18 ⾵信書道会 8 その他 〒668-0805豊岡市船町263-3 豊岡
328 豊-8-19 アトリエフェティッシュ 8 その他 〒668-0027豊岡市若松町2-1 豊岡
329 豊-8-20 JAたじま旅⾏センター 8 その他 〒668-0051豊岡市九⽇市上町550-1 豊岡
330 豊-8-21 リラテック 鉢⼭店 8 その他 〒668-0863豊岡市上鉢⼭759 豊岡
331 豊-8-22 （⼀社）豊岡観光イノベーション 8 その他 〒668-0041豊岡市⼤磯町1-79 じばさんビル5階 豊岡
332 豊-8-23 とゞ兵 8 その他 〒668-0033豊岡市中央町18-1 豊岡
333 豊-8-24 吉宗 豊岡給油所 〒668-0021豊岡市泉町7-19 豊岡
334 豊-8-25 津居⼭マリン給油所 〒669-6123豊岡市⼩島21-2 豊岡
335 豊-8-26 Byoubu ゴルフリゾートガーデン 8 その他 〒669-6123豊岡市⼩島1209 豊岡
336 豊-8-27 兵庫県⽴円⼭川公苑 8 その他 〒669-6123豊岡市⼩島1163 豊岡
337 豊-8-28 WACCU TOYOOKA こども広場 8 その他 〒668-0031豊岡市⼤⼿町4-5 アイティ4階 豊岡

1 ⽵-1-1 奥城崎シーサイドホテル 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野賀嶋4 ⽵野
2 ⽵-1-2 久畑観光有限会社 ハウス 海の⼦ 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野603 ⽵野
3 ⽵-1-3 ⻲正 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野5-9 ⽵野
4 ⽵-1-4 ⺠宿 園 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野633-2 ⽵野
5 ⽵-1-5 ⺠宿 かみさき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野17-7 ⽵野
6 ⽵-1-6 旅館 いざき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野4 ⽵野
7 ⽵-1-7 旅館 ふるばやし 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1581-3 ⽵野
8 ⽵-1-8 旅館 たがき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野17-9 ⽵野

4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー

4 商業・アミュー

4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
7 海⽔浴場浜茶屋

4 商業・アミュー
4 商業・アミュー

No. 事業所名 業種 住所 エリア
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9 ⽵-1-9 惣助 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野184 ⽵野
10 ⽵-1-10 みつば 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野14 ⽵野
11 ⽵-1-11 海の⾳ 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3396-1 ⽵野
12 ⽵-1-12 ⽇の出荘 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3008 ⽵野
13 ⽵-1-13 ⺠宿旅館 ビーチ 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野6 ⽵野
14 ⽵-1-14 ⺠宿 はやとり 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野35-1 ⽵野
15 ⽵-1-15 ⺠宿 かどの 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1555-2 ⽵野
16 ⽵-1-16 ⺠宿 ⻑治郎 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野286-1 ⽵野
17 ⽵-1-17 むらなか 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野619 ⽵野
18 ⽵-1-18 休暇村 ⽵野海岸 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1047 ⽵野
19 ⽵-1-19 ⺠宿 ねこざき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野5-15 ⽵野
20 ⽵-1-20 海路 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野374 ⽵野
21 ⽵-1-21 観光旅館 寛 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3031 ⽵野
22 ⽵-1-22 ⺠宿 野村 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野604 ⽵野
23 ⽵-1-23 ⺠宿 ちどり別館 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野505-3 ⽵野
24 ⽵-1-24 ⺠宿 ⽊屋 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野316 ⽵野
25 ⽵-1-25 ⺠宿 よどや 1 宿泊施設 〒669-6216豊岡市⽵野町切浜621-2 ⽵野
26 ⽵-1-26 ⺠宿 伊藤四郎ヱ⾨ 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野120 ⽵野
27 ⽵-1-27 はまや旅館 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野48-1 ⽵野
28 ⽵-1-28 えのもと屋 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野642 ⽵野
29 ⽵-1-29 ふじや 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1555-2 ⽵野
30 ⽵-1-30 ⺠宿 きらく 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野723 ⽵野
31 ⽵-1-31 ⺠宿 ⼭村 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野117 ⽵野
32 ⽵-1-32 ⺠宿 ⼤栄 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野654-1 ⽵野
33 ⽵-1-33 「⼭の季」きゃら 1 宿泊施設 〒669-6344豊岡市⽵野町椒1883 ⽵野
34 ⽵-1-34 後藤旅館 1 宿泊施設 〒669-6223豊岡市⽵野町芦⾕42-1 ⽵野
35 ⽵-1-35 福⽥屋 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野416-1 ⽵野
36 ⽵-1-36 本と寝床、ひととまる 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野49-6 ⽵野
37 ⽵-1-37 九兵衛 1 宿泊施設 〒669-6331豊岡市⽵野町坊岡224 ⽵野
38 ⽵-1-38 旅館 たがき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野17-8 ⽵野
39 ⽵-1-39 潮騒と⽊もれびの宿 ふじわら 1 宿泊施設 〒669-6216豊岡市⽵野町切濱968 ⽵野
40 ⽵-2-1 みつば 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野14 ⽵野
41 ⽵-2-2 カフェハウスコロンビア 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野399 ⽵野
42 ⽵-2-3 後藤旅館 2 飲⾷店 〒669-6223豊岡市⽵野町芦⾕42-1 ⽵野
43 ⽵-2-4 なごみてぇ 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野49-5 ⽵野
44 ⽵-2-5 うちげの料理 ⼋塩 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野735 ⽵野
45 ⽵-2-6 オルト・ミーオ 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野50-12 北前館１階 ⽵野
46 ⽵-2-7 本と寝床、ひととまる 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野49-6 ⽵野
47 ⽵-2-8 九兵衛 2 飲⾷店 〒669-6331豊岡市⽵野町坊岡224 ⽵野
48 ⽵-2-9 喫茶 道 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1463-1 ⽵野
49 ⽵-2-10 ⺠宿 かみさき 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野17-7 ⽵野
50 ⽵-2-11 ⽇の出荘 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3008 ⽵野
51 ⽵-2-12 福⽥屋 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野416-1 ⽵野
52 ⽵-2-13 「⼭の季」きゃら 2 飲⾷店 〒669-6344豊岡市⽵野町椒1883 ⽵野
53 ⽵-2-14 三椒庵 2 飲⾷店 〒669-6344豊岡市⽵野町椒1162-1 ⽵野
54 ⽵-2-15 旅館 ふるばやし 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1581-3 ⽵野
55 ⽵-2-16 増⽥商店 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野2551 ⽵野
56 ⽵-2-17 おっとっと 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野353 ⽵野
57 ⽵-2-18 ⺠宿 ねこざき 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野5-15 ⽵野
58 ⽵-2-19 とこせ 加か成 2 飲⾷店 〒669-6344豊岡市⽵野町椒645 ⽵野
59 ⽵-2-20 奥城崎シーサイドホテル 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野賀嶋4 ⽵野
60 ⽵-2-21 グリル アルグ GRILL ALGUE 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野賀嶋4 ⽵野
61 ⽵-2-22 ⻲正 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野5-9 ⽵野
62 ⽵-2-23 ⺠宿 よどや 2 飲⾷店 〒669-6216豊岡市⽵野町切浜621-2 ⽵野
63 ⽵-2-24 床瀬そば 2 飲⾷店 〒669-6344豊岡市⽵野町椒641-1 ⽵野
64 ⽵-2-25 喫茶 みやもと 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1634-9 ⽵野
65 ⽵-2-26 海の⾳ 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3396-1 ⽵野
66 ⽵-2-27 海の家メリ Adventure Tours 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3396-1 ⽵野
67 ⽵-2-28 休暇村 ⽵野海岸 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1047 ⽵野
68 ⽵-2-29 ⺠宿 園 2 飲⾷店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野633-2 ⽵野
69 ⽵-3-1 ⺠宿 よどや 3 物産店 〒669-6216豊岡市⽵野町切浜621-2 ⽵野
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70 ⽵-3-2 増⽥商店 3 物産店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野2551 ⽵野
71 ⽵-3-3 本と寝床、ひととまる 3 物産店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野49-6 ⽵野
72 ⽵-3-4 花房商店 3 物産店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野375 ⽵野
73 ⽵-3-5 北前館 3 物産店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野50-12 ⽵野
74 ⽵-3-6 奥城崎シーサイドホテル 3 物産店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野賀嶋4 ⽵野
75 ⽵-3-7 グリル アルグ GRILL ALGUE 3 物産店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野賀嶋4 ⽵野
76 ⽵-3-8 海の家メリ Adventure Tours 3 物産店 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3396-1 ⽵野
77 ⽵-4-1 豊岡市⽵野B＆G海洋センター 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3102-2 ⽵野
78 ⽵-4-2 Dive Resort T-style 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野5-15 ⽵野
79 ⽵-4-3 豊岡市⽴⽵野⼦ども体験村 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3037 ⽵野
80 ⽵-4-4 豊岡市⽴図書館⽵野分館 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1585-1 ⽵野
81 ⽵-4-5 豊岡市⽴住吉屋歴史史料館 〒669-0021豊岡市⽵野町⽵野422 ⽵野
82 ⽵-4-6 但⾺⾃然史研究所 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1500-2 ⽵野
83 ⽵-5-1 北前館 5 温泉施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野50-12 ⽵野
84 ⽵-5-2 奥城崎シーサイドホテル 5 温泉施設 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野賀嶋4 ⽵野
85 ⽵-6-1 豊岡市⽴⽵野⼦ども体験村 6 キャンプ場 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3037 ⽵野
86 ⽵-6-2 豊岡市⽴東⼤⾕野外活動施設 6 キャンプ場 〒669-6228豊岡市⽵野町東⼤⾕334 ⽵野
87 ⽵-6-3 休暇村 ⽵野海岸 6 キャンプ場 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1047 ⽵野
88 ⽵-7-1 海の家メリ Adventure Tours 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野3396-1 ⽵野
89 ⽵-7-2 奥城崎シーサイドホテル 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野賀嶋4 ⽵野
90 ⽵-7-3 みつば 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野14 ⽵野
91 ⽵-7-4 ロボタン 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野296-1 ⽵野
92 ⽵-7-5 浜茶屋 たまりば 〒669-6211豊岡市⽵野町和⽥108-2 ⽵野
93 ⽵-7-6 ⽇の出屋 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野2949 ⽵野
94 ⽵-7-7 かごしま亭 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野1633-1 ⽵野
95 ⽵-8-1 レンタル かみさき 8 その他 〒669-6201豊岡市⽵野町⽵野17-7 ⽵野

1 ⽇-1-1 奥神鍋ヒュッテ 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥666 ⽇⾼・神鍋
2 ⽇-1-2 志ん屋 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1572 ⽇⾼・神鍋
3 ⽇-1-3 名⾊荘 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊102 ⽇⾼・神鍋
4 ⽇-1-4 ⾼原亭 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊180-1 ⽇⾼・神鍋
5 ⽇-1-5 ペンション マウントクック 1 宿泊施設 〒669-5373豊岡市⽇⾼町東河内914 ⽇⾼・神鍋
6 ⽇-1-6 名⾊ホテル 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1337 ⽇⾼・神鍋
7 ⽇-1-7 神鍋⼭荘 和楽 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥1348-1 ⽇⾼・神鍋
8 ⽇-1-8 KANNABE 5 SENSE 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野６０−１ ⽇⾼・神鍋
9 ⽇-1-9 ペンション スノーランド 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥113-1 ⽇⾼・神鍋

10 ⽇-1-10 神鍋ハイランドホテル 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥１ ⽇⾼・神鍋
11 ⽇-1-11 北神鍋荘 1 宿泊施設 〒669-5373豊岡市⽇⾼町東河内241-1 ⽇⾼・神鍋
12 ⽇-1-12 ロッヂ ユートピア 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥4-2 ⽇⾼・神鍋
13 ⽇-1-13 ペンション ムーンサイド 1 宿泊施設 〒669-5376豊岡市⽇⾼町万劫555 ⽇⾼・神鍋
14 ⽇-1-14 ときわ野 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1328 ⽇⾼・神鍋
15 ⽇-1-15 神鍋⾼原スリーナウ 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-187 ⽇⾼・神鍋
16 ⽇-1-16 神鍋⾼原スリーナウ 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-187 ⽇⾼・神鍋
17 ⽇-1-17 ペンシオーネキタムラ 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥159-10 ⽇⾼・神鍋
18 ⽇-1-18 UMEYA 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野896 ⽇⾼・神鍋
19 ⽇-1-19 ゲストハウスアミーゴ 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1230 ⽇⾼・神鍋
20 ⽇-1-20 みやま荘 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1200-1 ⽇⾼・神鍋
21 ⽇-1-21 オーベルジュアルビレオ 天⽂台 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町⼭⽥147-1 ⽇⾼・神鍋
22 ⽇-1-22 ⼭根屋 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町名⾊1135-2 ⽇⾼・神鍋
23 ⽇-1-23 ペンション ログリゾートかんなべ 1 宿泊施設 〒669-5373豊岡市⽇⾼町東河内941-6 ⽇⾼・神鍋
24 ⽇-1-24 ロッヂ⾼原亭 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊702-1 ⽇⾼・神鍋
25 ⽇-1-25 ⺠宿 やまき 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥497 ⽇⾼・神鍋
26 ⽇-1-26 リバティハウス権兵衛 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊13 ⽇⾼・神鍋
27 ⽇-1-27 ペンション スモークウッド 1 宿泊施設 〒669-5373豊岡市⽇⾼町東河内4-194 ⽇⾼・神鍋
28 ⽇-1-28 松の屋 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町名⾊353 ⽇⾼・神鍋
29 ⽇-1-29 ⺠宿 たけや 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊50 ⽇⾼・神鍋
30 ⽇-1-30 ロッヂ北壁 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥158-70 ⽇⾼・神鍋
31 ⽇-1-31 湯の原温泉オートキャンプ場 1 宿泊施設 〒669-5359豊岡市⽇⾼町⽻尻1510 ⽇⾼・神鍋
32 ⽇-1-32 お宿 ニューみちや 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥431 ⽇⾼・神鍋
33 ⽇-1-33 ペンション ポムアンナ 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥157-11 ⽇⾼・神鍋

4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー

7 海⽔浴場浜茶屋
7 海⽔浴場浜茶屋
7 海⽔浴場浜茶屋
7 海⽔浴場浜茶屋
7 海⽔浴場浜茶屋
7 海⽔浴場浜茶屋
7 海⽔浴場浜茶屋

No. 事業所名 業種 住所 エリア
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34 ⽇-1-34 ブルーリッジホテル 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野55 ⽇⾼・神鍋
35 ⽇-1-35 ゆずや 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥457 ⽇⾼・神鍋
36 ⽇-1-36 ⺠宿 陽喜 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野60-1 ⽇⾼・神鍋
37 ⽇-1-37 むこうふじわら＆とみや 1 宿泊施設 〒668-0335豊岡市⽇⾼町太⽥110-1 ⽇⾼・神鍋
38 ⽇-1-38 ペンションのんきPaPaの⿃図鑑 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野61-1 ⽇⾼・神鍋
39 ⽇-1-39 奥神鍋荘 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥503-1 ⽇⾼・神鍋
40 ⽇-1-40 鱒之荘 1 宿泊施設 〒669-5365豊岡市⽇⾼町⼗⼾313 ⽇⾼・神鍋
41 ⽇-1-41 森屋 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥41 ⽇⾼・神鍋
42 ⽇-1-42 ペンション くるみの⽊ 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥145-1 ⽇⾼・神鍋
43 ⽇-1-43 ペンション てるてるぼーず 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥157-14 ⽇⾼・神鍋
44 ⽇-1-44 由良乃家 1 宿泊施設 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥1308 ⽇⾼・神鍋
45 ⽇-1-45 可愛⼈屋 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊140 ⽇⾼・神鍋
46 ⽇-1-46 ふもとや 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥639-1 ⽇⾼・神鍋
47 ⽇-1-47 (有)神鍋グリーンホテル 1 宿泊施設 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺400-17 ⽇⾼・神鍋
48 ⽇-1-48 リッヂやまた 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥694 ⽇⾼・神鍋
49 ⽇-2-1 奥神鍋ヒュッテ 2 飲⾷店 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥666 ⽇⾼・神鍋
50 ⽇-2-2 株式会社リガレッセ miso 2 飲⾷店 〒669-5356豊岡市⽇⾼町荒川310-2 ⽇⾼・神鍋
51 ⽇-2-3 ペンション マウントクック 2 飲⾷店 〒669-5373豊岡市⽇⾼町東河内914 ⽇⾼・神鍋
52 ⽇-2-4 神鍋⼭荘 和楽 2 飲⾷店 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥1348-1 ⽇⾼・神鍋
53 ⽇-2-5 道の駅「神鍋⾼原」 2 飲⾷店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-13 ⽇⾼・神鍋
54 ⽇-2-6 ロッヂ33 2 飲⾷店 〒669-5378豊岡市⽇⾼町万場429 ⽇⾼・神鍋
55 ⽇-2-7 ロッヂ ユートピア 2 飲⾷店 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥4-2 ⽇⾼・神鍋
56 ⽇-2-8 cafe＆kitchen アグリガーデン 2 飲⾷店 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥159-10 ⽇⾼・神鍋
57 ⽇-2-9 レストラン奥雪 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町⼭⽥690 ⽇⾼・神鍋
58 ⽇-2-10 リバティハウス権兵衛 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊13 ⽇⾼・神鍋
59 ⽇-2-11 京懐⽯ ⾳⽻屋 2 飲⾷店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺217-6 ⽇⾼・神鍋
60 ⽇-2-12 湯の原温泉オートキャンプ場 2 飲⾷店 〒669-5359豊岡市⽇⾼町⽻尻1510 ⽇⾼・神鍋
61 ⽇-2-13 Sweets&Books キノシタ 2 飲⾷店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺24-1 ⽇⾼・神鍋
62 ⽇-2-14 グリーンウッド 2 飲⾷店 〒669-5368豊岡市⽇⾼町⼭宮1327-1 ⽇⾼・神鍋
63 ⽇-2-15 ペンション ポムアンナ 2 飲⾷店 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥157-11 ⽇⾼・神鍋
64 ⽇-2-16 和⾷ダイニング いのうえ 2 飲⾷店 〒669-5307豊岡市⽇⾼町松岡5-3 ⽇⾼・神鍋
65 ⽇-2-17 ⽩い⼩屋 2 飲⾷店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59 ⽇⾼・神鍋
66 ⽇-2-18 殿さんそば 2 飲⾷店 〒669-5358豊岡市⽇⾼町殿810 ⽇⾼・神鍋
67 ⽇-2-19 タベルナ サクハタ 2 飲⾷店 〒669-5302豊岡市⽇⾼町岩中199-1 ⽇⾼・神鍋
68 ⽇-2-20 おいしい⾖腐蘇武の⾥ まめcafe 2 飲⾷店 〒669-5307豊岡市⽇⾼町松岡8-6 ⽇⾼・神鍋
69 ⽇-2-21 姫星 2 飲⾷店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺260 ⽇⾼・神鍋
70 ⽇-2-22 庵々 2 飲⾷店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺878-1 ⽇⾼・神鍋
71 ⽇-2-23 うまいもん処 割烹 ⽯⽴屋 2 飲⾷店 〒669-5305豊岡市⽇⾼町祢布837-5 ⽇⾼・神鍋
72 ⽇-2-24 喫茶 グッデイ 2 飲⾷店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺204-1 ⽇⾼・神鍋
73 ⽇-2-25 植村直⼰冒険館 2 飲⾷店 〒669-5346豊岡市⽇⾼町伊府785 ⽇⾼・神鍋
74 ⽇-2-26 お寿司屋 原⽥ 2 飲⾷店 〒669-5367豊岡市⽇⾼町⽯井488-4 ⽇⾼・神鍋
75 ⽇-2-27 末広 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1515-1 ⽇⾼・神鍋
76 ⽇-2-28 バーガーシティ 2 飲⾷店 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置22-13 ⽇⾼・神鍋
77 ⽇-2-29 BOSK 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1330-1 ⽇⾼・神鍋
78 ⽇-2-30 ⼤阪屋 2 飲⾷店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺217-1 ⽇⾼・神鍋
79 ⽇-2-31 神鍋⾼原スリーナウ 2 飲⾷店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-187 ⽇⾼・神鍋
80 ⽇-2-32 志ん屋 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1572 ⽇⾼・神鍋
81 ⽇-2-33 だるま 2 飲⾷店 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置34-9 ⽇⾼・神鍋
82 ⽇-2-34 Re:⾵連 2 飲⾷店 〒669-5325豊岡市⽇⾼町堀189-1 ⽇⾼・神鍋
83 ⽇-2-35 ⾼原亭 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊180-1 ⽇⾼・神鍋
84 ⽇-2-36 冨貴 ⽇⾼店 2 飲⾷店 〒669-5321豊岡市⽇⾼町⼟居367 ⽇⾼・神鍋
85 ⽇-2-37 ゆずや 2 飲⾷店 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥457 ⽇⾼・神鍋
86 ⽇-2-38 焼⾁ 丸善 ⽇⾼ 2 飲⾷店 〒669-5302豊岡市⽇⾼町岩中213-16 ⽇⾼・神鍋
87 ⽇-2-39 北⿂場 2 飲⾷店 〒669-5342豊岡市⽇⾼町久⽃541-8 ⽇⾼・神鍋
88 ⽇-2-40 寿楽庵 2 飲⾷店 〒669-5367豊岡市⽇⾼町⽯井810 ⽇⾼・神鍋
89 ⽇-2-41 お⾷事処 きび 2 飲⾷店 〒669-5325豊岡市⽇⾼町堀971-1 ⽇⾼・神鍋
90 ⽇-2-42 オーベルジュアルビレオ 天⽂台 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町⼭⽥147-1 ⽇⾼・神鍋
91 ⽇-2-43 フォレストアドベンチャー奥神鍋 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町⼭⽥690 ⽇⾼・神鍋
92 ⽇-2-44 松ちゃんラーメン 2 飲⾷店 〒669-5328豊岡市⽇⾼町東芝104 ⽇⾼・神鍋
93 ⽇-2-45 （有）但⾺畜産 ラーメン梟 2 飲⾷店 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置22-14 ⽇⾼・神鍋
94 ⽇-2-46 ⾼砂 2 飲⾷店 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置103-2 ⽇⾼・神鍋
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95 ⽇-2-47 かどや⾷堂 2 飲⾷店 〒669-5365豊岡市⽇⾼町⼗⼾19-2 ⽇⾼・神鍋
96 ⽇-2-48 ペンション ログリゾートかんなべ 2 飲⾷店 〒669-5373豊岡市⽇⾼町東河内941-6 ⽇⾼・神鍋
97 ⽇-2-49 カフェリゾート ハーフムーン 2 飲⾷店 〒669-5315豊岡市⽇⾼町浅倉119-1 ⽇⾼・神鍋
98 ⽇-2-50 ⻄洋菓⼦⼯房 フーケの館 2 飲⾷店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺180 ⽇⾼・神鍋
99 ⽇-2-51 御料理 みつ乃家 2 飲⾷店 〒669-5313豊岡市⽇⾼町鶴岡地蔵⽥296 ⽇⾼・神鍋

100 ⽇-2-52 threebirds 2 飲⾷店 〒669-5322豊岡市⽇⾼町府市場472 ⽇⾼・神鍋
101 ⽇-2-53 Cafe Bar 椿庵 2 飲⾷店 〒669-5306豊岡市⽇⾼町⽔上7-2 ⽇⾼・神鍋
102 ⽇-2-54 鱒之荘 2 飲⾷店 〒669-5365豊岡市⽇⾼町⼗⼾313 ⽇⾼・神鍋
103 ⽇-2-55 ときわ野 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1328 ⽇⾼・神鍋
104 ⽇-2-56 ⾷彩酒房 花林 2 飲⾷店 〒669-5364豊岡市⽇⾼町庄境95-2 ⽇⾼・神鍋
105 ⽇-2-57 ブルーリッジホテル フォーシーズン 2 飲⾷店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野55 ⽇⾼・神鍋
106 ⽇-2-58 ブルーリッジホテル ⽇本料理 華厳 2 飲⾷店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野55 ⽇⾼・神鍋
107 ⽇-2-59 ペンション スノーランド 2 飲⾷店 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥113-1 ⽇⾼・神鍋
108 ⽇-2-60 旬菜 いわき 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1312-2 ⽇⾼・神鍋
109 ⽇-2-61 ペンション ムーンサイド 2 飲⾷店 〒669-5376豊岡市⽇⾼町万劫555 ⽇⾼・神鍋
110 ⽇-2-62 名⾊ホテル 2 飲⾷店 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊1337 ⽇⾼・神鍋
111 ⽇-2-63 ⼩⾦家 2 飲⾷店 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置22-1 サンロード内 ⽇⾼・神鍋
112 ⽇-2-64 CAFE NICO 2 飲⾷店 〒669-5334豊岡市⽇⾼町⼭本103-4 ⽇⾼・神鍋
113 ⽇-2-65 ブルーリッジホテル 2 飲⾷店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野55 ⽇⾼・神鍋
114 ⽇-2-66 中華料理屋 ⼀品⾹ 2 飲⾷店 〒669-5306豊岡市⽇⾼町⽔上18-1 ⽇⾼・神鍋
115 ⽇-2-67 阿瀬 2 飲⾷店 〒669-5359豊岡市⽇⾼町⽻尻上ノ⼭103 ⽇⾼・神鍋
116 ⽇-2-68 蘇武の⾥ 2 飲⾷店 〒669-5376豊岡市⽇⾼町万劫190-1 ⽇⾼・神鍋
117 ⽇-2-69 Revel 2 飲⾷店 〒669-5315豊岡市⽇⾼町浅倉988-1 ⽇⾼・神鍋
118 ⽇-2-70 ふもとや 2 飲⾷店 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥639-1 ⽇⾼・神鍋
119 ⽇-2-71 ナチュロバロリスの森 2 飲⾷店 〒669-5359豊岡市⽇⾼町⽻尻1510 ⽇⾼・神鍋
120 ⽇-2-72 ロッヂ北壁 2 飲⾷店 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥158-70 ⽇⾼・神鍋
121 ⽇-3-1 Pain de "A" 3 物産店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-13 ⽇⾼・神鍋
122 ⽇-3-2 道の駅「神鍋⾼原」 3 物産店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-13 ⽇⾼・神鍋
123 ⽇-3-3 ⽥結庄釣具店 3 物産店 〒669-5322豊岡市⽇⾼町府市場467-1 ⽇⾼・神鍋
124 ⽇-3-4 伝所鳩 豊岡 3 物産店 〒669-5305豊岡市⽇⾼町祢布967 ⽇⾼・神鍋
125 ⽇-3-5 植村直⼰冒険館 3 物産店 〒669-5346豊岡市⽇⾼町伊府785 ⽇⾼・神鍋
126 ⽇-3-6 神鍋温泉ゆとろぎ 3 物産店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-13 ⽇⾼・神鍋
127 ⽇-3-7 湯の原温泉オートキャンプ場 3 物産店 〒669-5359豊岡市⽇⾼町⽻尻1510 ⽇⾼・神鍋
128 ⽇-3-8 あるまま 3 物産店 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置104-6 ⽇⾼・神鍋
129 ⽇-3-9 ブルーリッジホテル 売店 3 物産店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野55 ⽇⾼・神鍋
130 ⽇-3-10 但⾺東洋珈琲株式会社 3 物産店 〒669-5302豊岡市⽇⾼町岩中213-15 ⽇⾼・神鍋
131 ⽇-3-11 良酒市場 さけぞう 3 物産店 〒669-5305豊岡市⽇⾼町祢布1011 ⽇⾼・神鍋
132 ⽇-3-12 株式会社 ガンピー 3 物産店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺字千ヶ坪 ⽇⾼・神鍋
133 ⽇-3-13 神鍋⼭荘 和楽 3 物産店 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥1348-1 ⽇⾼・神鍋
134 ⽇-3-14 燻製⼯房 煙神 3 物産店 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野60-1 ⽇⾼・神鍋
135 ⽇-4-1 江原河畔劇場 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置65-10 ⽇⾼・神鍋

136 ⽇-4-2 ⽇⾼⽂化体育館（NPO法⼈コミュニティ
⽇⾼） 〒669-5305豊岡市⽇⾼町祢布 ⽇⾼・神鍋

137 ⽇-4-3 うえ野平アクティビティ+UP MTB 
PARK IN KANNABE 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥１５８−２ ⽇⾼・神鍋

138 ⽇-4-4 神鍋⾼原体育館 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野５９−５１ ⽇⾼・神鍋
139 ⽇-4-5 フォレストアドベンチャー奥神鍋 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥690 ⽇⾼・神鍋
140 ⽇-4-6 レンタルショップALBIREO 〒669-5379豊岡市⽇⾼町⼭⽥147-1 ⽇⾼・神鍋
141 ⽇-4-7 豊岡市⽴図書館⽇⾼分館 〒669-5305豊岡市⽇⾼町祢布920 ⽇⾼・神鍋
142 ⽇-4-8 豊岡市⽴歴史博物館-但⾺国府・国分寺館- 〒669-5305豊岡市⽇⾼町祢布808 ⽇⾼・神鍋
143 ⽇-4-9 ボードレンタル ⾕⼝屋 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥440-1 ⽇⾼・神鍋
144 ⽇-4-10 ⾼原亭 体育館 〒669-5376豊岡市⽇⾼町万劫118 ⽇⾼・神鍋
145 ⽇-4-11 松岡写真館 ⽇⾼センター店 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺878-1 ⽇⾼・神鍋
146 ⽇-4-12 兵庫県⽴但⾺ドーム 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊88-50 ⽇⾼・神鍋
147 ⽇-4-13 植村直⼰冒険館 〒669-5365豊岡市⽇⾼町伊府785 ⽇⾼・神鍋
148 ⽇-4-14 奥神鍋競技センター 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥147-1 ⽇⾼・神鍋
149 ⽇-4-15 奥神鍋体育館 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥147-1 ⽇⾼・神鍋
150 ⽇-4-16 レンタルスキーハヤシ 〒669-5363豊岡市⽇⾼町野350-1 ⽇⾼・神鍋
151 ⽇-5-1 神鍋温泉ゆとろぎ 5 温泉施設 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59-13 ⽇⾼・神鍋
152 ⽇-5-2 湯の原温泉オートキャンプ場 5 温泉施設 〒669-5359豊岡市⽇⾼町⽻尻1510 ⽇⾼・神鍋
153 ⽇-6-1 神鍋⼭荘 和楽 6 キャンプ場 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥1348-1 ⽇⾼・神鍋
154 ⽇-6-2 神鍋⾼原キャンプ場 6 キャンプ場 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野５９−２ ⽇⾼・神鍋

4 商業・アミュー

4 商業・アミュー

4 商業・アミュー

4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
4 商業・アミュー
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155 ⽇-6-3 湯の原温泉オートキャンプ場 6 キャンプ場 〒669-5359豊岡市⽇⾼町⽻尻1510 ⽇⾼・神鍋
156 ⽇-6-4 奥神鍋キャンプ場 6 キャンプ場 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥147-1 ⽇⾼・神鍋
157 ⽇-8-1 NPO法⼈かんなべ⾃然学校 8 その他 〒669-5379豊岡市⽇⾼町名⾊85-76 ⽇⾼・神鍋
158 ⽇-8-2 朝倉商事（株） 8 その他 〒669-5315豊岡市⽇⾼町浅倉30-3 ⽇⾼・神鍋
159 ⽇-8-3 植村直⼰記念スポーツ公園 8 その他 〒669-5363豊岡市⽇⾼町野829 ⽇⾼・神鍋
160 ⽇-8-4 ワンリーフ不動産 8 その他 〒669-5322豊岡市⽇⾼町府市場467-1 ⽇⾼・神鍋
161 ⽇-8-5 マルマツスポーツ 8 その他 〒669-5341豊岡市⽇⾼町国分寺400-30 ⽇⾼・神鍋
162 ⽇-8-6 ⽩い⼩屋 8 その他 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野59 ⽇⾼・神鍋
163 ⽇-8-7 ALEX JAPAN パラグライダースクール 8 その他 〒668-0335豊岡市⽇⾼町太⽥160-1 ⽇⾼・神鍋
164 ⽇-8-8 カラオケ オアシス 8 その他 〒669-5326豊岡市⽇⾼町池上121 ⽇⾼・神鍋
165 ⽇-8-9 あるまま 8 その他 〒669-5311豊岡市⽇⾼町⽇置104-6 ⽇⾼・神鍋
166 ⽇-8-10 ロッヂ北壁 8 その他 〒669-5371豊岡市⽇⾼町太⽥158-70 ⽇⾼・神鍋
167 ⽇-9-1 アップかんなべスキー場 9 スキー場 〒669-5372豊岡市⽇⾼町栗栖野５９−７８ ⽇⾼・神鍋
168 ⽇-9-2 奥神鍋スキー場 9 スキー場 〒669-5377豊岡市⽇⾼町⼭⽥710 ⽇⾼・神鍋
169 ⽇-9-3 神鍋⾼原万場スキー場 9 スキー場 〒669-5378豊岡市⽇⾼町万場480 ⽇⾼・神鍋

1 出-1-1 温楽ノ森 1 宿泊施設 〒668-0263豊岡市出⽯町福住882 出⽯
2 出-2-1 出⽯そば ⼭下 2 飲⾷店 〒668-0233豊岡市出⽯町⽥結庄1 出⽯
3 出-2-2 登城 2 飲⾷店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊13 出⽯
4 出-2-3 そば庄鉄砲店 2 飲⾷店 〒668-0223豊岡市出⽯町鉄砲27-13 出⽯
5 出-2-4 出⽯城 そば 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分189 出⽯
6 出-2-5 湖⽉堂 内堀店 2 飲⾷店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊19 出⽯
7 出-2-6 出⽯そば処 桂 2 飲⾷店 〒668-0232豊岡市出⽯町宵⽥104 出⽯
8 出-2-7 如⽉ 2 飲⾷店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊23 出⽯
9 出-2-8 輝⼭ 2 飲⾷店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊62 出⽯

10 出-2-9 出⽯⽫そば 花⽔⽊ 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町107-1 出⽯
11 出-2-10 健⾷ライフサービス 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分48 出⽯
12 出-2-11 そば彩蕎⼦ 2 飲⾷店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町93 出⽯
13 出-2-12 出⽯⽫そば 仙⽯ 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分381-1 出⽯
14 出-2-13 出⽯ 城⼭ガーデン 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町83 出⽯
15 出-2-14 よしむら 2 飲⾷店 〒668-0232豊岡市出⽯町宵⽥22 出⽯
16 出-2-15 憩いの酒場 ひととき 2 飲⾷店 〒668-0233豊岡市出⽯町⽥結庄84 出⽯
17 出-2-16 ⾠⿎櫓 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈13 出⽯
18 出-2-17 （株）甚兵衛 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈14-16 出⽯
19 出-2-18 洋⾷屋フリーダム 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分150-4 出⽯
20 出-2-19 サッポロ⾷堂 2 飲⾷店 〒668-0233豊岡市出⽯町⽥結庄34 出⽯
21 出-2-20 本陣 鸛屋（つるや） 2 飲⾷店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊16 出⽯
22 出-2-21 出⽯⽫そば ⼀鶴 2 飲⾷店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住191-1 出⽯
23 出-2-22 おこま 2 飲⾷店 〒668-0232豊岡市出⽯町宵⽥35 出⽯
24 出-2-23 しゃんらん 2 飲⾷店 〒668-0241豊岡市出⽯町寺坂1117 出⽯
25 出-2-24 ⽥吾作 2 飲⾷店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊38-2 出⽯
26 出-2-25 古都 2 飲⾷店 〒668-0232豊岡市出⽯町宵⽥7 出⽯
27 出-2-26 焼⾁げん天 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分391-1 出⽯
28 出-2-27 天通 2 飲⾷店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊75 出⽯
29 出-2-28 官兵衛 2 飲⾷店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊68 出⽯
30 出-2-29 南枝 ⼩⼈店 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈70 出⽯
31 出-2-30 陣屋 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈56-1 出⽯
32 出-2-31 みくら 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈129-19 出⽯
33 出-2-32 出⽯⽫そば たくみや 2 飲⾷店 〒668-0215豊岡市出⽯町⿂屋128 出⽯
34 出-2-33 ⼿打ち出⽯そば 家⽼ 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町62-1 出⽯
35 出-2-34 出⽯⽫そば 茂兵衛 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分205-2 出⽯
36 出-2-35 出⽯⽫そば 正覚 ⽥中屋 2 飲⾷店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町97 出⽯
37 出-2-36 五萬⽯ 2 飲⾷店 〒669-0234豊岡市出⽯町柳13 出⽯
38 出-2-37 近⼜ 2 飲⾷店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町99 出⽯
39 出-2-38 ⽞ 2 飲⾷店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊20 出⽯
40 出-2-39 弁当の出⽯店 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分42-2 出⽯
41 出-2-40 出⽯⽫そば⼊佐屋 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町98-1 出⽯
42 出-2-41 出⽯そば 沢庵 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分148-5 出⽯
43 出-2-42 みちかけ葡萄酒店 2 飲⾷店 〒668-0215豊岡市出⽯町⿂屋127 出⽯
44 出-2-43 いずし堂 本店 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈135-1 出⽯

No. 事業所名 業種 住所 エリア
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45 出-2-44 レストラン 喫茶 ワイン 2 飲⾷店 〒668-0274豊岡市出⽯町⽔上334 出⽯
46 出-2-45 狩野牧場 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町104 出⽯
47 出-2-46 そば茶屋 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈7 出⽯
48 出-2-47 焼⿃ 百鶏 2 飲⾷店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈7 出⽯
49 出-2-48 湖⽉堂 内堀店 2 飲⾷店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊19 出⽯
50 出-2-49 出⽯⽫そば 左京 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町57-1 出⽯
51 出-2-50 葵 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分26-6 出⽯
52 出-2-51 善 店 2 飲⾷店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住字⾚坂1333-7 出⽯
53 出-2-52 出⽯まちづくり公社 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町104-7 出⽯
54 出-2-53 居酒屋 ちょっと 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分191-1 出⽯
55 出-2-54 お⾁と和⾷ 味処 2台⽬ いずし川 2 飲⾷店 〒668-0261豊岡市出⽯町荒⽊187-1 出⽯
56 出-2-55 グリーンいずし甚五郎（出⽯店） 2 飲⾷店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊37 出⽯
57 出-2-56 AK GARAGE CAFE 2 飲⾷店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住408-8 出⽯
58 出-2-57 そば処 宿坊 2 飲⾷店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住1217-1 出⽯
59 出-2-58 Plants＋ 2 飲⾷店 〒668-0215豊岡市出⽯町⿂屋74 出⽯
60 出-2-59 (有)⽵林亭 2 飲⾷店 〒668-0274豊岡市出⽯町⽔上104 出⽯
61 出-2-60 じゃんぼ 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分41-2 出⽯
62 出-2-61 楽々庵 出⽯店 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分21-3 出⽯
63 出-2-62 唐仙坊 2 飲⾷店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住198-1 出⽯
64 出-2-63 りんどう 2 飲⾷店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町56-1 出⽯
65 出-2-64 喫茶 パピヨン 2 飲⾷店 〒668-0241豊岡市出⽯町寺坂446-1 出⽯
66 出-2-65 よしみ⾷堂 2 飲⾷店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町21-1 出⽯
67 出-2-66 りんどう 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分129-6 出⽯
68 出-2-67 すし処 ⼤将軍 2 飲⾷店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分189 出⽯
69 出-2-68 あるもんde⿃居 2 飲⾷店 〒668-0272 豊岡市出⽯町⿃居95 出⽯
70 出-2-69 温楽ノ森 2 飲⾷店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住882 出⽯
71 出-2-70 仕出し・居酒屋 きしもと 2 飲⾷店 〒668-0046豊岡市出⽯町伊⾖510-2 出⽯
72 出-3-1 いずし堂 本店 3 物産店 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈135-1 出⽯
73 出-3-2 出⽯ 城⼭ガーデン 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町83 出⽯
74 出-3-3 いずし堂 札の辻店 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町１７ 出⽯
75 出-3-4 株式会社 但⾺の郷 3 物産店 〒668-0223豊岡市出⽯町鉄砲9-1 出⽯
76 出-3-5 本陣 中央店 3 物産店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊６５ 出⽯
77 出-3-6 鸛萬⼀休庵（つるまん） 3 物産店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊６８−１ 出⽯
78 出-3-7 有限会社 永澤兄弟製陶所 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町92-1 出⽯
79 出-3-8 ⽥吾作 3 物産店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊38-2 出⽯
80 出-3-9 今森製麺所 3 物産店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住329 出⽯
81 出-3-10 虹洋陶苑 3 物産店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊57 出⽯
82 出-3-11 いずし麺業 3 物産店 〒668-0263豊岡市出⽯町福住312-1 出⽯
83 出-3-12 出⽯史料館 3 物産店 〒668-0232豊岡市出⽯町宵⽥78 出⽯
84 出-3-13 そば彩蕎⼦ 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町93 出⽯
85 出-3-14 湖⽉堂 内堀店 3 物産店 〒668-0255豊岡市出⽯町⼋⽊19 出⽯
86 出-3-15 出⽯まちづくり公社 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町104-7 出⽯
87 出-3-16 出⽯城 3 物産店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分189 出⽯
88 出-3-17 株式会社 ⽥中屋⾷品 3 物産店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分66 出⽯
89 出-3-18 グリーンいずし甚五郎（出⽯店） 3 物産店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊37 出⽯
90 出-3-19 ⼟産処 きたむら 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町18 出⽯
91 出-3-20 出⽯焼窯元 上⽥陶磁器店 3 物産店 〒668-0233豊岡市出⽯町⽥結庄21 出⽯
92 出-3-21 夢ごころ 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町56-1 出⽯
93 出-3-22 古元屋 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町25 出⽯
94 出-3-23 ⼋幡屋 煎餅堂 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町21 出⽯
95 出-3-24 成⽥酒店 3 物産店 〒668-0234豊岡市出⽯町柳61 出⽯
96 出-3-25 Plants＋ 3 物産店 〒668-0215豊岡市出⽯町⿂屋74 出⽯
97 出-3-26 たくみ⼯芸 3 物産店 〒668-0215豊岡市出⽯町⿂屋99 出⽯
98 出-3-27 出⽯⽫そば ⼭下 3 物産店 〒668-0233豊岡市出⽯町⽥結庄1 出⽯
99 出-3-28 ⼿打ち出⽯⽫そば 家⽼ 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町62-1 出⽯

100 出-3-29 ⼭本製陶 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町106 出⽯
101 出-3-30 中易酒店 3 物産店 〒668-0215豊岡市出⽯町⿂屋114-1 出⽯
102 出-3-31 有限会社 湖⽉堂 3 物産店 〒668-0233豊岡市出⽯町⽥結庄34-1 出⽯
103 出-3-32 そば庄鉄砲店 2 飲⾷店 〒668-0223豊岡市出⽯町鉄砲27-13 出⽯
104 出-3-33 ⼭⼝精⾁店 3 物産店 〒668-0225豊岡市出⽯町⼋⽊27-2 出⽯
105 出-3-34 げんぶ堂 出⽯店 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町56-1 びっ蔵内 出⽯
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106 出-3-35 みちかけ葡萄酒店 3 物産店 〒668-0215豊岡市出⽯町⿂屋127 出⽯
107 出-3-36 出⽯ まめいも屋 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町28 出⽯
108 出-3-37 かばん⼯房 Ryuzo 3 物産店 〒668-0235豊岡市出⽯町鍛冶屋245 出⽯
109 出-3-38 ⼤⼿⾨ 内堀店 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町104 出⽯
110 出-3-39 いしの精⾁店 3 物産店 〒668-0221豊岡市出⽯町町分40-6 出⽯
111 出-3-40 五萬⽯ 3 物産店 〒669-0234豊岡市出⽯町柳13 出⽯
112 出-3-41 狩野牧場 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町104 出⽯
113 出-3-42 伝統⼯芸館 杞柳 3 物産店 〒668-0214豊岡市出⽯町内町107-1 出⽯
114 出-3-43 つるや洋品店（haru no hikari） 3 物産店 〒668-0233豊岡市出⽯町⽥結庄108 出⽯
115 出-3-44 浅⽥書店 3 物産店 〒668-0224豊岡市出⽯町本町100 出⽯
116 出-3-45 永⽥清織物 3 物産店 〒668-0254豊岡市出⽯町中村937 出⽯
117 出-4-1 豊岡市⽴美術館-伊藤清永記念館- 〒668-0214豊岡市出⽯町内町98 出⽯
118 出-4-2 全但バス株式会社 出⽯営業所 〒668-0256豊岡市出⽯町⼩⼈129-4 出⽯
119 出-4-3 豊岡市⽴図書館出⽯分館 〒668-0214豊岡市出⽯町内町1 出⽯
120 出-4-4 いずし古代学習館 〒668-0203豊岡市出⽯町袴狭380-1 出⽯
121 出-4-5 伊藤建具⼯芸 〒668-0231豊岡市出⽯町川原73 出⽯
122 出-4-6 出⽯史料館 〒668-0232豊岡市出⽯町宵⽥78 出⽯
123 出-4-7 出⽯まちづくり公社 〒668-0214豊岡市出⽯町内町104-7 出⽯
124 出-5-1 ⼄⼥の湯 5 温泉施設 〒668-0263豊岡市出⽯町福住882 出⽯
125 出-6-1 温楽ノ森 6 キャンプ場 〒668-0263豊岡市出⽯町福住882 出⽯
126 出-8-1 株式会社 ⼟居⼯作所 8 その他 〒668-0208豊岡市出⽯町安良3-18 出⽯

127 出-8-2 豊岡市出⽯総合スポーツセンター
 豊岡市⽴出⽯Ｂ＆Ｇ海洋センター 8 その他 〒668-0263豊岡市出⽯町福住923 出⽯

128 出-8-3 出⽯まちづくり公社 8 その他 〒668-0214豊岡市出⽯町内町104-7 出⽯
129 出-8-4 かばん⼯房 遊鞄０１ 8 その他 〒668-0221豊岡市出⽯町町分129-1 出⽯
130 出-8-5 かばん⼯房 遊鞄 8 その他 〒668-0214豊岡市出⽯町内町76-5 出⽯
131 出-8-6 お着替え処 無 8 その他 〒668-0214豊岡市出⽯町内町87-3 出⽯

1 但-1-1 ホテルシルク温泉やまびこ 1 宿泊施設 〒668-0361豊岡市但東町正法寺165 但東
2 但-1-2 農家⺠宿 善 1 宿泊施設 〒668-0343豊岡市但東町奥藤809-1 但東
3 但-1-3 (有）農村体験館 ⼋平 1 宿泊施設 〒668-0352豊岡市但東町⾚花571-2 但東
4 但-1-4 ⼋平 だるま 1 宿泊施設 〒668-0352豊岡市但東町⾚花571-1 但東
5 但-2-1 ホテルシルク温泉やまびこ 2 飲⾷店 〒668-0361豊岡市但東町正法寺165 但東
6 但-2-2 ⼊船 2 飲⾷店 〒668-0335豊岡市但東町太⽥316-1 但東
7 但-2-3 そば⼀ 2 飲⾷店 〒668-0312豊岡市但東町南尾135 但東
8 但-2-4 但熊 2 飲⾷店 〒668-0363豊岡市但東町栗尾916 但東
9 但-2-5 お⾷事処 たんとう（⾷堂 ⽇⾜） 2 飲⾷店 〒668-0361豊岡市但東町正法寺165 但東

10 但-2-6 cafe 森のごはん 2 飲⾷店 〒668-0334豊岡市但東町坂野470（たんたん温泉
内） 但東

11 但-2-7 カフェ 野の花 2 飲⾷店 〒668-0345豊岡市但東町中⼭444-1 但東
12 但-2-8 有限会社 ぽっと 2 飲⾷店 〒668-0302豊岡市但東町⽮根824-1 但東
13 但-2-9 (有）農村体験館 ⼋平 2 飲⾷店 〒668-0352豊岡市但東町⾚花571-2 但東
14 但-2-10 ⼋平 だるま 2 飲⾷店 〒668-0352豊岡市但東町⾚花571-1 但東
15 但-2-11 ⾚花そばの郷 農事組合法⼈ 2 飲⾷店 〒668-0352豊岡市但東町⾚花159-1 但東
16 但-2-12 焼菓⼦⼯房an・an 2 飲⾷店 〒668-0322豊岡市但東町三原51 但東
17 但-3-1 ホテルシルク温泉やまびこ 3 物産店 〒668-0361豊岡市但東町正法寺165 但東
18 但-3-2 但熊 弐番館 3 物産店 〒668-0363豊岡市但東町栗尾912-1 但東
19 但-3-3 百笑館 3 物産店 〒668-0363豊岡市但東町栗尾917 但東
20 但-3-4 酒とくすりのにしがき 3 物産店 〒668-0363豊岡市但東町栗尾931 但東
21 但-3-5 (有）農村体験館 ⼋平 3 物産店 〒668-0352豊岡市但東町⾚花571-2 但東
22 但-3-6 ⼋平 だるま 3 物産店 〒668-0352豊岡市但東町⾚花571-1 但東
23 但-3-7 ⼈・⾃然にやさしいお店 moko 3 物産店 〒668-0301豊岡市但東町奥⽮根43 但東
24 但-3-8 ⾚花そばの郷 農事組合法⼈ 3 物産店 〒668-0352豊岡市但東町⾚花159-1 但東
25 但-3-9 有限会社 中⼭⽯油 3 物産店 〒668-0345豊岡市但東町中⼭803 但東
26 但-3-10 (有) ふたばや 3 物産店 〒668-0345豊岡市但東町中⼭805 但東
27 但-3-11 ニューあさみせ 3 物産店 〒668-0373豊岡市但東町久畑950 但東
28 但-3-12 焼菓⼦⼯房an・an 3 物産店 〒668-0322豊岡市但東町三原51 但東
29 但-4-1 ⽇本・モンゴル⺠族博物館 〒668-0345豊岡市但東町中⼭711 但東
30 但-4-2 豊岡市⽴図書館但東分館 〒668-0311豊岡市但東町出合150 但東
31 但-5-1 ホテルシルク温泉やまびこ 5 温泉施設 〒668-0361豊岡市但東町正法寺165 但東
32 但-5-2 たんたん温泉 福寿の湯 5 温泉施設 〒668-0334豊岡市但東町坂野470 但東
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33 但-6-1 ホテルシルク温泉やまびこ 6 キャンプ場 〒668-0361豊岡市但東町正法寺165 但東
34 但-8-1 但東シルクロード観光協会 8 その他 〒668-0311豊岡市但東町出合150 但東
35 但-8-2 有限会社 平野運送 8 その他 〒668-0345豊岡市但東町中⼭971-2 但東
36 但-8-3 ホテルシルク温泉やまびこ 8 その他 〒668-0361豊岡市但東町正法寺165 但東
37 但-8-2 有限会社 中⼭⽯油 8 その他 〒668-0345豊岡市但東町中⼭803 但東




