
ワクワク都市クーポン券取扱店舗一覧
地　区 業　　種 店　舗　名

篠　山 医療•福祉 悠遊庵整骨院
篠　山 医療 中央鍼灸整骨院
篠　山 飲食 coffeeとクレープのお店 みのり
篠　山 飲食 futaba café
篠　山 飲食 Lily café
篠　山 飲食 OFF the record
篠　山 飲食 RH Bagels
篠　山 飲食 池 冨
篠　山 飲食 居酒屋カフェ もんと
篠　山 飲食 大手食堂
篠　山 飲食 大手新丁
篠　山 飲食 カフェ 小田垣豆堂
篠　山 飲食 カフェ ミロ（篠山自動車教習所内）
篠　山 飲食 カラオケ歌里坊
篠　山 飲食 喫茶 美貴
篠　山 飲食 喫茶軽食 ベア
篠　山 飲食 くつろぎ古民家 まめ猫
篠　山 飲食 グンゲピッツァ
篠　山 飲食 珈琲館 杜のふくろう
篠　山 飲食 コーヒーショップ エンジェル
篠　山 飲食 スフレカフェ Kamotte
篠　山 飲食 玉川楼
篠　山 飲食 丹波篠山味処 みたけ 
篠　山 飲食 丹波篠山味処 みたけ支店
篠　山 飲食 手打ち皿そば ひいらぎや
篠　山 飲食 鶏居酒屋 コヤ麺
篠　山 飲食 花格子
篠　山 飲食 はひふへほ篠山
篠　山 飲食 日の出寿司
篠　山 飲食 ひわの蔵
篠　山 飲食 ふるさと館みちくさ
篠　山 飲食 ぼたん鍋処 如月庵
篠　山 飲食 まえ川
篠　山 飲食 三福
篠　山 飲食 メイプルカフェ
篠　山 飲食 焼肉 嵐山
篠　山 飲食 よね津
篠　山 飲食 和風酒房 おか本
篠　山 飲食 居酒屋 山家
篠　山 飲食 古城
篠　山 飲食 三笠鮨
篠　山 飲食 珈琲屋 無為
篠　山 飲食 角清
篠　山 飲食 かぐや姫
篠　山 飲食 Mimosa café
篠　山 飲食 ユニトピアささやま
篠　山 飲食 洋食レストラン　あんず
篠　山 飲食 丹波篠山　串焼き　八兵衛
篠　山 飲食 箱鮨　澤藤
篠　山 飲食 宝来飯店
篠　山 飲食 ＣＡＦＥ　日葉
篠　山 飲食 夛左ヱ門
篠　山 飲食•サービス 潯陽楼
篠　山 飲食•サービス 無料休憩所 みくまり
篠　山 卸売•小売 （株）篠山サッシセンター
篠　山 卸売•小売 きれや ふた藍
篠　山 卸売•小売 小谷木材店



地　区 業　　種 店　舗　名
篠　山 卸売•小売 肉の東門
篠　山 卸売•小売 （株）阪本屋
篠　山 卸売•小売 （有）竹内金物
篠　山 卸売•小売 くりの里
篠　山 卸売•サービス （株）コミナミ
篠　山 建設•小売 オカダ電工
篠　山 建設 （株）山口工務店
篠　山 建設 （株）協栄電興       
篠　山 建設 （有）山内水道店      
篠　山 建設 岸本設備
篠　山 建設 杉原畳店
篠　山 建設 松本瓦店
篠　山 小売•飲食 大正ロマン館
篠　山 小売•飲食 岩茶房 丹波ことり
篠　山 小売•飲食 特産館ささやま
篠　山 小売•不動産 丸八商店 本店
篠　山 小売•サービス 篠山自動車サービス（株）
篠　山 小売 （株）木下楽器
篠　山 小売 （株）サロンテリア大林
篠　山 小売 (資)小山書店
篠　山 小売 （有）おうくら新聞舗
篠　山 小売 （有）山本石材店
篠　山 小売 （有）ランプヤ電機部 
篠　山 小売 （有）日昇堂ホームケア
篠　山 小売 auショップ篠山
篠　山 小売 MARUN ～雑貨とギフトのお店～
篠　山 小売 Natural Backyard
篠　山 小売 snow beach season 雪汐旬
篠　山 小売 藍 池田屋
篠　山 小売 アインコルン
篠　山 小売 青木百貨
篠　山 小売 あくさや
篠　山 小売 朝日新聞サービスアンカー篠山
篠　山 小売 あとりえ惠
篠　山 小売 いっぷく屋
篠　山 小売 イマイ無線電器
篠　山 小売 小田垣商店 種苗店
篠　山 小売 小田垣商店 本店
篠　山 小売 小多田屋米穀店
篠　山 小売 お菓子屋 豆畑（二階町店）
篠　山 小売 片山楽器店
篠　山 小売 加東屋
篠　山 小売 銀の珠玉
篠　山 小売 暮らしのファッション シブタニ
篠　山 小売 栗屋西垣
篠　山 小売 コスメティック キシモト    
篠　山 小売 ザ・ビッグ 篠山店
篠　山 小売 酒と食品 やまがみ
篠　山 小売 ささ一（株）
篠　山 小売 篠山食料品店
篠　山 小売 サンドラッグ 篠山店
篠　山 小売 しぶや花店
篠　山 小売 新鮮野菜きたうち
篠　山 小売 創作味菓子処 鹿生堂
篠　山 小売 田の亀
篠　山 小売 玉川食品
篠　山 小売 丹波篠山 江戸久本店
篠　山 小売 丹波篠山 おゝみや



地　区 業　　種 店　舗　名
篠　山 小売 丹波篠山 おみやげ処 森本 河原店
篠　山 小売 丹波篠山 おみやげ処 森本 二階町店
篠　山 小売 茶遊菓楽 諏訪園 篠山店
篠　山 小売 ツルヤ食料品店
篠　山 小売 電化のサカイ
篠　山 小売 天然酵母のパン屋さん 白殻五粉
篠　山 小売 内藤仏具店
篠　山 小売 中西写真店
篠　山 小売 なかにし文具店
篠　山 小売 なつかし屋
篠　山 小売 西八本店
篠　山 小売 梅角堂
篠　山 小売 ハタ印房
篠　山 小売 広岡製菓
篠　山 小売 ヒロセ文具店
篠　山 小売 ファッションハウス こむら
篠　山 小売 フードショップ スギ         
篠　山 小売 葡萄屋晴治郎 wine and foods
篠　山 小売 フレッシュバザール 篠山店
篠　山 小売 布袋堂薬局
篠　山 小売 ㋭ ほりいけ
篠　山 小売 三國屋呉服店
篠　山 小売 民芸の店 あめや
篠　山 小売 森本書房
篠　山 小売 やまさ履物店
篠　山 小売 ヤマダデンキ テックランド篠山店
篠　山 小売 山本くん
篠　山 小売 雪岡市郎兵衛洋菓子舗
篠　山 小売 米忠酒店
篠　山 小売 読売センター丹波篠山
篠　山 小売 ランプヤ百貨店
篠　山 小売 ルミエール きたむら
篠　山 小売 ローソン篠山東岡屋店
篠　山 小売 岸田紙店
篠　山 小売 佐野食料品店
篠　山 小売 多紀園芸
篠　山 小売 福多屋本店           
篠　山 小売 本家かまどや 丹波篠山店
篠　山 小売 珈琲豆 誠
篠　山 小売 （株）栗山米穀
篠　山 小売 丹波篠山百景館
篠　山 高齢者就労支援 丹波篠山市シルバー人材センター
篠　山 サービス （株）吉田自動車工業
篠　山 サービス （有）アダチクリーニング
篠　山 サービス （有）丹波旅行センター
篠　山 サービス （株）いなかの窓
篠　山 サービス BREMEN（ブレーメン）
篠　山 サービス English School LABO
篠　山 サービス Hair Art Lily （本店）
篠　山 サービス Hair Design MUKAI
篠　山 サービス Hair Salon LUANA
篠　山 サービス JOY ROOM
篠　山 サービス Linda Linda
篠　山 サービス MINE美容室
篠　山 サービス 青山台ゴルフ俱楽部
篠　山 サービス 倉垣鈑金工業所
篠　山 サービス サンデザイン
篠　山 サービス 寸法直し・ネーム刺繍 FUNNY



地　区 業　　種 店　舗　名
篠　山 サービス タバタ美容室
篠　山 サービス ちづ美容室
篠　山 サービス ドイツ式フットケア つめきりん
篠　山 サービス フォレストアドベンチャー・丹波ささやま
篠　山 サービス ヘアーサロン タナカ
篠　山 サービス ヨリカネ自動車工業（株）
篠　山 サービス リエ美容室
篠　山 サービス 理容 永井
篠　山 サービス 理容 マエダ
篠　山 サービス ㈱細見 細見オートサービス
篠　山 サービス 畑休燃料（株）
篠　山 サービス 丹波篠山 近又
篠　山 サービス 理容ナガサワ
篠　山 サービス ヘアー＆フェイスサロン　ひかり美容室
篠　山 製造•飲食•サービス 一般社団法人 ウイズささやま
篠　山 製造•卸売•小売 鳳鳴酒造 ほろ酔い城下蔵
篠　山 製造•小売 （株）藤本林業所
篠　山 製造•小売 御菓子司 清明堂
篠　山 製造•小売 小西のパン
篠　山 製造•小売 丹波栗菓匠 大福堂 広小路店
篠　山 製造•小売 丹波栗菓匠 大福堂 本店
篠　山 製造•小売 多谷畳・敷物店
篠　山 製造 総合印刷 （株）プリテック
篠　山 製造 田中醤油店
篠　山 その他 JA丹波ささやま 篠山営農経済支店
篠　山 小売 青果・特産品 西八分店
城　東 医療 もりぐち歯科クリニック
城　東 飲食 Bakery Cafe HIkoOKI
城　東 飲食 Kuwa Monpe
城　東 飲食 割烹 うお清
城　東 飲食 里山工房くもべ
城　東 飲食 丹波猪村
城　東 飲食 万為楼
城　東 卸売•小売 （株）コベクロ
城　東 建設 木戸瓦店
城　東 小売•飲食 sasarai
城　東 小売 JA丹波ささやま 後川給油所
城　東 小売 K’s GARDEN～handmade studio Momo～
城　東 小売 NONO HANA
城　東 小売 神戸新聞 篠山日置専売所
城　東 小売 篠山ビーフ 西村牧場
城　東 小売 サンセブン・はべ万
城　東 小売 サンセブン食品部
城　東 小売 バイクショップ ブラックビーンズ
城　東 サービス タバタ美容室 サンセブン店
城　東 サービス ヘアースタジオ ヤマグチ
城　東 サービス 三浦モータース
城　東 製造•卸売 (農)後川特産物加工組合
城　東 その他 JA丹波ささやま 営農経済部
城　東 その他 JA丹波ささやま 城東八上営農経済支店
城　東 その他 JA丹波ささやま 農機事業所
城　東 サービス （株）ハイクリーニング小西
多　紀 飲食 MAGNUM COFFEE（マグナム コーヒー）
多　紀 飲食 Sun Rice Kitchen
多　紀 飲食 カラオケ喫茶 友
多　紀 飲食 仕出し 男山
多　紀 飲食 ボーシュマン
多　紀 飲食 喫茶・軽食 片瀬       



地　区 業　　種 店　舗　名
多　紀 飲食 喫茶 グレース
多　紀 小売 （有）ふくすみストアー
多　紀 小売 JA丹波ささやま Aコープ ハートピア
多　紀 小売 おくも丹波黒豆肉粽
多　紀 小売 くらしの百貨 おくも
多　紀 小売 ㊂ うおけん
多　紀 小売 畑燃料（株）
多　紀 小売 福住フードショップ小畠
多　紀 小売 マツモト電化サービス      
多　紀 小売 矢野商会
多　紀 小売 阪鶴工機（株）        
多　紀 小売 ローソン 篠山安田店
多　紀 サービス 組合加盟店 理容 トオヤマ
多　紀 サービス 古民家ゲストハウス やまぼうし
多　紀 サービス トリミングサロン apollon
多　紀 サービス 理容 やまだ
多　紀 サービス 畑理容所
多　紀 製造•飲食 なりとぱん
多　紀 製造 丹波篠山ジグザグブルワリー
多　紀 その他 JA丹波ささやま 多紀営農経済支店
多　紀 その他 髙橋勝記念館 三宅剣龍美術館
多　紀 飲食•福祉サービス 奏 -かなで- café
多　紀 飲食 カフェ めしと、つけもんと、パンと
西　紀 飲食 あすか農房
西　紀 飲食 活魚割烹 宝魚園
西　紀 飲食 寿司・仕出し 森本屋
西　紀 飲食 炭火焼ダイニング磁批絵
西　紀 飲食 古民家カフェ まめっこ
西　紀 飲食 Ｊ’s ｈｉｌｌ ｇａｒｄｅｎ -ｏｋｋｉｎｉ-
西　紀 小売•飲食 （株）黒豆の館
西　紀 小売 JA丹波ささやま 北河内給油所
西　紀 小売 JA丹波ささやま 草山給油所
西　紀 小売 いかい百貨店
西　紀 小売 エネオス 西紀S.S 森田商事（株）
西　紀 小売 お菓子屋 豆畑
西　紀 小売 ガラス工房るん ギャラリー彩irodori
西　紀 小売 ショップ ヤマヒョウ
西　紀 小売 フードショップいじり
西　紀 小売 ミート西紀 古市店
西　紀 小売 ミート西紀 本店
西　紀 ゴルフ場 オータニにしきカントリークラブ
西　紀 サービス 光オート・サービス
西　紀 宿泊 丹波篠山 モンゴルの里
西　紀 製造•小売 SLOTH leatherfactory
西　紀 製造•小売 丹波篠山黒豆プリン 和み工房
西　紀 製造 丹波たぶち農場
西　紀 その他 JA丹波ささやま 西紀大山営農経済支店
丹　南 医療 石井医院
丹　南 医療 岡本病院
丹　南 飲食 café Abbey
丹　南 飲食 monoile cafe
丹　南 飲食 アグリステーション丹波ささやま
丹　南 飲食 石焼工房 四旬
丹　南 飲食 うおけん まえだ
丹　南 飲食 魚菜 うえぱら
丹　南 飲食 旨いもん屋 さんでー
丹　南 飲食 おいでや 丹波篠山店
丹　南 飲食 お食事処 あっちゃん



地　区 業　　種 店　舗　名
丹　南 飲食 カフェ ARBOUR
丹　南 飲食 希望軒 丹波篠山店
丹　南 飲食 牛屋たなか
丹　南 飲食 ごちそう家 はなぱら
丹　南 飲食 スギモト菓子店
丹　南 飲食 丹南茶寮
丹　南 飲食 丹波篠山 まつかぜ屋
丹　南 飲食 丹波路ブルワリー テラノ・サウス
丹　南 飲食 ドライブイン太陽
丹　南 飲食 ひとはな亭
丹　南 飲食 ヒマラヤンワルツ
丹　南 飲食 廣岡揮八郎の三田屋 篠山インター店
丹　南 飲食 ファミリーダイニング パラパラ
丹　南 飲食 萬松
丹　南 飲食 レストイン デカンショ
丹　南 飲食 レストラン 味喰藩
丹　南 飲食 丹波篠山季節の食彩 お食事処 山門
丹　南 飲食 ビリオン珈琲 篠山店
丹　南 飲食 焼肉いわもと
丹　南 窯業 AOBA POTTERY
丹　南 建設 （株）藤原建具センター
丹　南 建設 （株）松本水道企画
丹　南 建設 （有）みたけ造園土木
丹　南 建設 石井造園緑化（株）
丹　南 建設 石田設備
丹　南 建設 大市住宅産業（日々木モデルハウス）
丹　南 建設 長沢住宅設備（株）
丹　南 小売•飲食 共働事業所 陽だまり
丹　南 小売•飲食 とり屋 丹波赤どり専門店
丹　南 小売•飲食 りょうり舎 五節舎 やまゆ
丹　南 小売•サービス （株）畑中自動車
丹　南 交通運輸 日本交通株式会社 篠山営業所
丹　南 小売 （株）おめめどう
丹　南 小売 Honda Cars 篠山 篠山店
丹　南 小売 JA丹波ささやま 味土里館
丹　南 小売 アグリヘルシーファーム
丹　南 小売 お菓子の里 丹波
丹　南 小売 金沢屋 丹波篠山店
丹　南 小売 （株） 吹
丹　南 小売 キクヤ（株）丹南店
丹　南 小売 業務スーパー 篠山インター店
丹　南 小売 居七十七（いなとな）
丹　南 小売 クスリ キリン堂 篠山店
丹　南 小売 ゴダイドラッグ篠山店
丹　南 小売 篠山オートセンター（株）
丹　南 小売 篠山自動車総合センター
丹　南 小売 シューズ ベル
丹　南 小売 ジョーシン 篠山店
丹　南 小売 ショップ ヤナギモト
丹　南 小売 数元自動車
丹　南 小売 園田商店
丹　南 小売 そのだや
丹　南 小売 たなかでんき
丹　南 小売 タンナン自動車
丹　南 小売 丹波篠山茶生産組合
丹　南 小売 丹波旬の市
丹　南 小売 茶遊菓楽 諏訪園 インター店
丹　南 小売 茶遊菓楽 諏訪園 本店



地　区 業　　種 店　舗　名
丹　南 小売 ディスカウントドラッグコスモス 東吹店
丹　南 小売 時計メガネ補聴器 ツチヤ
丹　南 小売 豊田畳店
丹　南 小売 肉の文
丹　南 小売 西山米穀店
丹　南 小売 バザールタウン篠山 ストック館
丹　南 小売 バザールタウン篠山 ニュース館
丹　南 小売 陽だまり げんき店
丹　南 小売 ファッションルーム ライヴリィ  
丹　南 小売 ファミリーマート篠山丹南店
丹　南 小売 ふれあいショップ かわらや
丹　南 小売 ほっかほっか亭 篠山ファーカス店
丹　南 小売 マミフラワー
丹　南 小売 メガネのミルズ
丹　南 小売 ローソン篠山インター店
丹　南 小売 ローソン篠山古市店
丹　南 小売 ローソン篠山南矢代店
丹　南 小売 ローソン篠山野中店
丹　南 小売 ワークショップ オオツキ 丹南店
丹　南 小売 手作りケーキのお店 アリス
丹　南 小売 Pぱわ～ず もり
丹　南 小売 アルカドラッグ篠山店
丹　南 サービス （株）本荘自動車
丹　南 サービス （有）大木モータース
丹　南 サービス （有）中村商店
丹　南 サービス （有）カクマツモータース
丹　南 サービス Bike Shop SAKAI
丹　南 サービス Cotonova
丹　南 サービス Hair Art Lily （丹南店）
丹　南 サービス JA丹波ささやま  オートプラザ丹波ささやま
丹　南 サービス SEIWA MOTOR セイワレンタカー
丹　南 サービス WITHパソコン教室
丹　南 サービス エステ ラ ビューテ
丹　南 サービス おおやま自動車
丹　南 サービス カットサロン エソール
丹　南 サービス こつぎ美容室
丹　南 サービス 写真の創虹社 丹南店
丹　南 サービス ヘアスタジオ アルパ
丹　南 サービス ポーラ ザ ビューティ 篠山店
丹　南 サービス まつ毛エクステサロン SOLUNA
丹　南 サービス ゆき美容室
丹　南 サービス ゆるり～yururi～
丹　南 サービス リハツカン タニゴ
丹　南 サービス 理容 カンナン
丹　南 サービス リラクゼーションサロン みづき
丹　南 社会福祉法人 喫茶ふれあい
丹　南 製造•卸売•小売 酒井七福堂
丹　南 製造•小売 スイーツファクトリー
丹　南 製造•小売 ちいさなパン畑
丹　南 製造 （株）森田石材店
丹　南 製造 Patisserie M’s Passion
丹　南 製造 狩場一酒造（秀月庵）
丹　南 製造 広瀬たたみ店
丹　南 その他 JA丹波ささやま 丹南営農経済支店
丹　南 美容 HAIR sorte
丹　南 美容 HAIR Lu-Ku
丹　南 不動産 オフィスキムラ（株） 篠山店
丹　南 不動産 不動産のマツイ 篠山駅前店



地　区 業　　種 店　舗　名
丹　南 弁当宅配 園味
丹　南 サービス 十坪QOMジム
丹　南 サービス ロボット教室（ヒューマンアカデミー）
丹　南 製造・小売 （株）青山産業研究所
丹　南 サービス はり・きゅう治療の一茶庵
丹　南 サービス ヘアーサロン　ピノキオ
丹　南 サービス 美容室　ヴィーナス
丹　南 サービス バザールタウン篠山　NEWS館　エコル
丹　南 サービス ヘアーサロン　小林
丹　南 建設業 エクステリア・プラスター・ヒトミ
今　田 飲食 Dining Cafe 虚空蔵
今　田 飲食 M’s Dining くりの実
今　田 飲食 窯元のパンやさん ルーンカフェ
今　田 飲食 韓国料理 水刺間（スラッカン）
今　田 飲食 獅子銀 陶の郷店
今　田 飲食 旬彩・地野菜 みやま
今　田 飲食 たまごかけごはんの店 玉の助
今　田 飲食 丹波篠山 小倉カフェ
今　田 飲食 ㋩ たにがわ
今　田 飲食 薪窯ピザ DONO
今　田 飲食 和風レストランカフェ そら
今　田 飲食 丹波チキンの洋食レストラン ペサパロ
今　田 飲食 藤森芳酵堂
今　田 窯業 かねと窯
今　田 窯業 ぎゃらりー TANSEN
今　田 窯業 ギャラリー（ヤマキ） 喜仁窯
今　田 窯業 丹水窯
今　田 窯業 丹波焼 省三窯
今　田 窯業 丹波焼 まるまつ窯
今　田 窯業 壺市
今　田 教育•学習支援 兵庫陶芸美術館
今　田 小売•飲食 こんだ薬師温泉 ぬくもりの郷
今　田 小売 立杭陶の郷
今　田 小売 丹波焼 信水窯
今　田 小売 畠石油店 今田給油所
今　田 小売 大雅工房
今　田 小売 毎日牛乳 今田販売店 おおうち
今　田 サービス アロマリラクゼーションサロン ねむの木
今　田 サービス 和みぱん みのりや
今　田 製造•卸売•小売 手づくり豆腐工房 夢豆腐
今　田 製造•小売 信凜窯
今　田 製造 ナチュラルアイシングクッキー Harukana
今　田 製造 大熊窯
今　田 その他 JA丹波ささやま 今田営農経済支店


