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1 スーパー等 フレッシュバザール 青垣店 丹波市青垣町佐治1-1 0795-80-5700 紙・電子 スーパー

2 スーパー等 ファミリーマート 丹波青垣 丹波市青垣町沢野１１１  0795-87-4821 紙 コンビニ

3 スーパー等 ローソン 青垣町小倉店 丹波市青垣町小倉字平松８５４ 0795-80-5820 紙 コンビニ

4 グルメ 焼肉いっちゃん 丹波市青垣町佐治105-1 0795-87-1605 紙・電子 食事（焼肉）

5 グルメ そば処 大名草庵 丹波市青垣町大名草１００３ 0795-87-5205 紙・電子 食事（そば）

6 スーパー等 ファミリーマート 丹波氷上香良 丹波市氷上町香良４０番 0795-80-1064 紙 コンビニ

7 スーパー等 ファミリーマート 氷上町常楽 丹波市氷上町常楽１１１６番１ 0795-82-1176 紙 コンビニ

8 スーパー等 フレッシュバザール 氷上町店 丹波市氷上町常楽555 0795-82-5111 紙・電子 スーパー

9 お土産等 オートバックス 氷上店 丹波市氷上町稲継字稲グキ７４－１ 079-582-3220 紙・電子 カー用品

10 スーパー等 業務スーパー 氷上店 丹波市氷上町稲継字八ｹ坪220番 0795-80-4858 紙・電子 スーパー

11 お土産等 ジャパン氷上店 丹波市氷上町稲継堂ノ坪２５０－１ 0795-82-5151 紙・電子 ホームセンター

12 スーパー等 ファミリーマート 氷上町稲継 丹波市氷上町稲継２２９番４ 0795-82-8501 紙 コンビニ

13 交通機関 タイキレンタカー 丹波市氷上町上成松182-1 0795-82-8015 紙 レンタカー

14 お土産等 エステール 丹波店 丹波市氷上町本郷300　ゆめﾀｳﾝ  1F 0795-82-8595 紙・電子 ジュエリー

15 お土産等 シューギャラリー　アーク 丹波市氷上町本郷300ゆめタウン 0795-82-8457 紙・電子 シューズ

16 お土産等 シーナ丹波店 丹波市氷上町本郷３００ゆめタウン専門店街２Ｆ 0795-82-0550 紙 ファッション

17 お土産等 加納屋 丹波市氷上町本郷300ゆめタウン内 0795-82-1101 紙 酒類販売

18 スーパー等 ゆめタウン丹波 丹波市氷上町本郷300番地 0795-82-8500 紙・電子 ショッピングモール

19 お土産等 キッチンステージドイ 丹波市氷上町本郷３００番地ゆめタウン 0795-82-8473 紙 おしゃれ雑貨（ママイクコ）

20 その他 ジョーシン　丹波ゆめタウン店 丹波市氷上町本郷３００番地ゆめタウンひかみ１Ｆ 0795-82-9811 紙・電子 家電量販店

21 お土産等 ロリアンミル 丹波市氷上町本郷ゆめタウン丹波３００ 0795-82-8685 紙 ファッション

22 お土産等 ダン ゆめタウン 丹波店 丹波市氷上町本郷300ゆめタウン丹波２F 0795-82-8726 紙 ファッション

23 スーパー等 ファミリーマート 氷上町稲継 丹波市氷上町稲継２２９番４ 0795-82-8501 紙 コンビニ

24 スーパー等 ローソン 氷上町市辺店 丹波市氷上町市辺字上保田１１８‐６ 0795-82-8508 紙 コンビニ

25 スーパー等 ローソン 氷上町石生店 丹波市氷上町石生５５ 0795-82-2522 紙 コンビニ

26 スーパー等 ローソン 氷上北店 丹波市氷上町氷上字六反田１１‐２ 0795-82-8818 紙 コンビニ

27 お土産等 ユニクロ 氷上店 丹波市氷上町稲継71-6 0795-80-4880 紙 ファッション

28 グルメ 餃子の王将 氷上店 丹波市氷上町稲継字堂ノ下257-1 0795-82-9031 紙 食事（中華）

29 お土産等 ENEOSジェイクエスト 氷上店 丹波市氷上町横田134-8 0795-80-4751　 紙 ガソリンスタンド
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30 お土産等 コスメランド 丹波市氷上町本郷３００ゆめタウン 0795-82-8282 紙 化粧品

31 お土産等 ゴダイドラッグ氷上本郷店 丹波市氷上町本郷322-5 0795-88-6111 紙・電子 ドラッグストア

32 お土産等 ドラッグコスモス氷上店 丹波市氷上町市辺52-1 0795-82-0066 紙 ドラッグストア

33 お土産等 御菓子司　藤屋 丹波市山南町井原411 0795-77-0146 紙・電子 和菓子店

34 スーパー等 フレッシュバザール山南店 丹波市山南町奥183番地 0795-77-2740 紙・電子 スーパー

35 スーパー等 ローソン 丹波市山南町奥店 丹波市山南町奥字丸山１７２‐１ 0795-70-0018 紙 コンビニ

36 スーパー等 ローソン 山南町草部店 丹波市山南町草部２４７‐１ 0795-70-8058 紙 コンビニ

37 観光施設 丹波市立薬草薬樹公園　丹波の湯 丹波市山南町和田338‐1 0795-76-2121 紙 観光施設（薬草風呂・体験施設）

38 お土産等 ゴダイドラッグ 山南店 丹波市山南町奥193-1 0795-70-0530 紙・電子 ドラッグストア

39 お土産等 鹿の匠 丹波 丹波市山南町南中113-6 0795-77-1870 紙 ペットフード製造販売

40 グルメ 料理旅館播磨屋 丹波市山南町和田２７９ 0795-76-0021 紙・電子 宿泊施設

41 スーパー等 ファミリーマート 柏原下小倉 丹波市柏原町下小倉字棚田２７５ 0795-73-3100 紙 コンビニ

42 その他 氷上石油 丹波市柏原町南多田128-3 0795-73-0603 紙 ガソリンスタンド

43 交通機関 ワールドネットレンタカー 丹波営業所 丹波市柏原町柏原1176-2卯野ビル2階 0795-88-5330 紙・電子 レンタカー

44 お土産等 ホノラトカティールーム 丹波市柏原町柏原145 0795-72-0017 紙・電子 ムレスナティー専門店

45 スーパー等 ファミリーマート 柏原南多田 丹波市柏原町柏原２６７２－１ 0795-70-2232 紙 コンビニ

46 お土産等 ラーメン八角・うまいもん横丁 丹波市柏原町柏原3046 0795-72-2307 紙・電子 らーめん・お好み焼き

47 スーパー等 フレッシュバザール柏原店 丹波市柏原町柏原字石白1477-5 0795-72-3100 紙・電子 スーパー

48 お土産等 エディオンかいばら店 丹波市柏原町母坪335-1 0795-70-2333 紙・電子 家電量販店

49 お土産等 喜久屋書店柏原店 丹波市柏原町母坪335-1　コモーレ丹波の森 0795-73-1410 紙・電子 書店

50 その他 パークインカイバラ 丹波市柏原町母坪380パークインカイバラ 0795-72-3525 紙 宿泊施設

51 スーパー等 ローソン 丹波市南多田店 丹波市柏原町南多田１３４‐１ 0795-72-0207 紙 コンビニ

52 スーパー等 ローソン 丹波市柏原町店 丹波市柏原町柏原２８８６‐１ 0795-73-1921 紙 コンビニ

53 グルメ 焼き鳥 まえだ 丹波市柏原町下小倉141-2 0795-73-0672 紙 食事(やきとり)

54 グルメ 丹波みなと 丹波市柏原町田路28-1  0795-73-2838 紙・電子 食事（居酒屋）

55 グルメ 四季膳飛鳥 丹波市柏原町田路むくなし114-1四季膳飛鳥 0795-73-0820 紙 食事（和食）

56 グルメ 丹波旬菜田舎家 丹波市柏原町柏原168-2 0795-72-0311 紙・電子 食事（和食）

57 グルメ 丹波の料亭 三友楼 丹波市柏原町柏原２０ 0795-72-1111 紙・電子 食事（和食）

58 お土産等 まさゆめさかゆめ 丹波市柏原町柏原4-2 0795-71-1265 紙・電子 バームクーヘン
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59 お土産等 株式会社ウエキ 丹波市柏原町柏原72番地 0795-72-0046 紙・電子 眼鏡・時計

60 お土産等 ドラッグコスモス柏原店 丹波市柏原町柏原2871-1 0795-73-7066 紙 ドラッグストア

61 お土産等 カタシマ丹波店 丹波市柏原町柏原３０８３ 0795-73-0851 紙 洋菓子・喫茶

62 お土産等 リバティ.コモーレ丹波の森店 丹波市柏原町母坪335-1 0795-73-1238 紙 ファッション

63 お土産等 銘菓の井上 丹波市柏原町北中６０－４ 0795-72-0147 紙・電子 和菓子店

64 グルメ 無鹿リゾート 丹波市春日町下三井庄1017-1 0795-88-5252 紙・電子 食事・古民家再生宿泊施設

65 お土産等 有限会社こやま園 丹波市春日町黒井1972 0795-74-2152 紙・電子 茶（なたまめ茶）

66 スーパー等 フレッシュバザール春日店 丹波市春日町黒井2248 0795-74-3951 紙・電子 スーパー

67 スーパー等 ファミリーマート 春日インター 丹波市春日町七日市６１１－１ 0795-74-1701 紙 コンビニ

68 お土産等 道の駅丹波おばあちゃんの里 丹波市春日町七日市710 0795-70-3001 紙 観光施設（お土産等）

69 その他 丹波の宿恵泉 丹波市春日町平松４００－１ 0795-74-1873 紙・電子 宿泊施設

70 スーパー等 ローソン 春日インター店 丹波市春日町野村２１０９‐１ 0795-74-0800 紙 コンビニ

71 その他 国領温泉 助七 丹波市春日町国領206 0795-75-0010 紙 宿泊施設

72 お土産等 なかで農場 丹波市春日町黒井１８４４ 0795-74-0617 紙・電子 農業

73 お土産等 ドラッグコスモス丹波春日店 丹波市春日町七日市623-1 0795-74-0611 紙 ドラッグストア

74 お土産等 ゆめの樹 丹波市春日町野上野1026－3ゆめの樹 0795-74-3030 紙 食事・体験

75 スーパー等 フレッシュバザール市島店 丹波市市島町上田501-6 0795-85-3100 紙・電子 スーパー

76 観光施設 スカイスポーツアイランド市島校 丹波市市島町上田865スカイスポーツアイランド市島 090-3032-9487 紙・電子 体験型アクティビティ

77 お土産等 ジャパン市島店 丹波市市島町北岡本１９９－１ 0795-85-2255 紙・電子 ホームセンター

78 その他 アスコザパークTANBA 丹波市市島町与戸字長者ケ谷3114 0795-85-6066 紙・電子 宿泊施設

79 その他 キャンプリゾート森のひととき 丹波市市島町与戸予戸字長尾５２－１ 0795-78-9111 紙・電子 宿泊施設

80 スーパー等 ローソン 市島上田店 丹波市市島町上田字位川原９８８ 0795-85-2792 紙 コンビニ

81 観光施設 丹波パラグライダースクール 丹波市市島町上田８６５ 090-3030-0864 紙・電子 体験型アクティビティ

82 お土産等 西山酒造場 丹波市市島町中竹田1171 0795-86-0331 紙 酒類販売


