
飲食店関係 地区名 小売販売（食料品関係） 地区名 小売販売（その他関係） 地区名 車両関係 地区名

スオミガーデンズ 中区安楽田 キタガキ食品 中区安楽田 Herbal Basket 中区門前 ㈱クエイザー 中区鍛冶屋

お食事処　れもんの木 中区東山 高山商店 〃 ギフトショップ清水 中区安楽田 ㈱エンドウ自動車 中区岸上

㈱まちの駅・たか　chattanaの森 中区牧野 新田酒店 中区東山 アンティーク古々 中区東山 山根鈑金塗装 中区茂利

マスカレード 〃 吉田米穀店 中区牧野 昆虫ショップ　よかむらの森 中区牧野 松本自動車 中区糀屋

焼肉　鼓　煌 中区鍛冶屋 浦井商店 中区鍛冶屋 宝石・メガネ・時計　安心堂 中区中村町 Ｈonda cars多可 多可店　横矢自動車㈱ 中区曽我井

手打ち蕎麦　和　甫 〃 安平食料品店 〃 ファイテン/ミムラ本店 中区安坂 ㈱オールオートヨシダ 中区森本

琴　紅（キング） 中区岸上 ㈱まちの駅・たか 中区岸上 The California garage 中区曽我井 ドッグファイトプロ 〃

ハワイアン　カフェ　Ririha 中区天田 ヤマザキＹショップ多可赤十字病院店 〃 縁側ゲームショップ　あまんじゃこ 中区森本 ㈱ファインド 〃

鳥まさ 中区高岸 山奥の菓子工房　ナチュール 中区天田 ㈲京屋　サラダ館加美町店 加美区豊部 ㈲笹倉自動車 中区中安田

㈲ 成　実 中区奥中 ふるさと工房夢蔵・おむすびキッチン夢蔵 〃 ㈲宝　和 加美区熊野部 中町オートサイクル 〃

喫茶・お食事　ケヤキ 中区茂利 ㈲戎屋菓子店 中区中村町 ㈲コマツ　サラダ館八千代店 八千代区俵田 藤田自動車整備工場㈲ 加美区大袋

アヴォンリーハウス 〃 中町ふうしゃ 中区安坂 ブリランテ  イイオ 八千代区中野間 岡田モータース 加美区豊部

大八万楼 〃 あしだふぁ～む 〃 ㈲金高自工 〃

長　楽 中区中村町 ふじもとかしわ店 〃 建築・工事・販売関係 地区名 寺尾自動車 〃

TREFLE（トレフル） 〃 ひょうたんや 中区森本 ㈱竹内ガス水道工事 中区東山 加美オート 加美区熊野部

秀　水 〃 宮崎酒店 中区東安田 ミヤザキ電器 中区鍛冶屋 柄谷モータース 加美区寺内

美喜屋 〃 本庄泰盛堂 加美区三谷 石塚電建㈱ 中区間子 BODY SHOP LOWLIFE 八千代区赤坂

旬彩たまだ 中区安坂 金高酒店 中区豊部 高田電通工業㈱ 中区中村町 小牧モータース 八千代区俵田

きく水すし 〃 パン工房conana 加美区寺内 鐵デンキ㈱ 〃

喫茶　マ・ドンナ 中区森本 ㈱エーコープ　かみ店 〃 藤本電機㈱ 中区曽我井 理容・美容 地区名

畑やんラーメン 〃 臼井商店 〃 ㈲森安製材所 加美区西山 井上理容店 中区安楽田

pata 〃 足立醸造㈱ 加美区西脇 畑中電器 加美区丹治 候　理容室 中区鍛冶屋

道の駅R427かみ 加美区鳥羽 こにし酒店 八千代区中村 ログハウス西村屋 〃 ヘアースタジオC2 〃

ラベンダーパーク多可 加美区轟 マイスター工房八千代 〃 ユタカ電機 加美区大袋 クラフト ヘアーサロン 中区中村町

寿司　三　福 加美区大袋 中嶋食品店 八千代区赤坂 藤原電気店 加美区門村 美容室　ドレスアップ・ララ 中区安坂

おそうざいバル＆カフェ　法利 〃 コンドウ酒店 八千代区中野間 山口電設 〃 クローバー美容室 中区西安田

多可青雲の家 加美区豊部 森永牛乳多可ミルクセンター野間販売店 八千代区仕出原 とくデンキ 加美区豊部 ヘアーサロン　YASUDA 中区中安田

タッチャンラーメン 〃 上田商店 八千代区大和 ㈱ヨシカワ 加美区熊野部 ル・クレール 加美区大袋

鳥　富 〃 こてらでんき 加美区寺内 Vi Luce 加美区豊部

創作料理　金高 〃 小売販売（日用品関係） 地区名 市位電気 八千代区中村 Hair garden SORA 加美区熊野部

料理・仕出し　寿しよし㈱ 加美区的場 熊田ふとん店 中区門前 ㈲藤井工務店 八千代区下村 ル・レーヴ 加美区多田

自家焙煎珈房田舎の洋食屋　古時計 加美区寺内 ㈲小寺商会 中区鍛冶屋 オシバ電機商会 八千代区下野間 いちば理容室 加美区寺内

Borage (ボリジ） 〃 松田書店 〃 京立建材㈲ 〃 ゆかり美容室 〃

料理旅館　月花楼 加美区西脇 吉田ふとん店 〃 スマイルハシオ㈱ 八千代区大和 女性お顔そりサロン　クリアフェイス 〃

エアレーベン八千代 八千代区中野間 花　大 中区天田 美容室ヒサミ 〃

エーデルささゆり 〃 おしゃれ生活館えびすや多可町本店 中区中村町 サービス関係 地区名 ヘアサロン　GREEN PEASE 八千代区中野間

喫茶　やすらぎ 〃 シューズショップ　フジイ 〃 パーフェクトゼミ　中町店 中区糀屋 meme 〃

仕出し料理　たかみ 〃 服飾すぎうら 〃 書家ごとうみのる 加美区鳥羽 hair工房　Cache Cache 八千代区下野間

レストラン瀬戸 八千代区下野間 細田書店 〃 行政書士わたなべ法務事務所 加美区大袋 private nail salon ＃bouquet 八千代区大和

炭火焼鳥よりみち 〃 洋服工房クロサワ 〃 TOTAL PHOTO LIFE サンダ 加美区寺内

なごみの里　山　都 八千代区大和 いろえんぴつ 中区安坂 やちにしグランドゴルフ場（特非）Esporte 八千代区大和 製造販売 地区名

BOTAN 八千代区横屋 ㈲ふらわーしょっぷ　かじま 〃 辰巳木工 中区田野口

そばんち一力 八千代区門田 コメリハードアンドグリーン　中町店 〃 情報通信（パソコン関係） 地区名 徳原畳店 中区鍛冶屋

北條屋　住元商店 加美区丹治 メインワークフジワラ 中区中安田 岡本畳店 中区中村町

小売販売（医薬品関係） 地区名 たかとら商店 加美区大袋 ステップ日原 〃 細尾布帛㈲ 笠形たんぽぽ 中区森本

たかセンター薬局 中区天田 藤本寝装店 加美区門村 ㈱シブタニ 加美区門村

いぶき薬局 中区安坂 ㈲花の店みやざき 加美区豊部 温水プール 地区名

高田延寿堂薬局 〃 きはら呉服店 加美区寺内 多可町立温水プール 加美区豊部 印刷会社 地区名

中町日本薬局 〃 ハンズコテラ 〃 ㈱西脇印刷 中区鍛冶屋

ライフ薬局　中町店 〃 コメリハードアンドグリーン　加美店 加美区西脇 バス・タクシー 地区名 ㈲藤本印刷所 中区糀屋

キリン堂　中町店 中区坂本 ㈲ふらわーしょっぷ　かじま 八千代区中野間 兵庫中央バス㈱ 八千代区仕出原 宮崎印刷所 中区東安田

ディスカウントドラッグコスモス多可店 中区森本 山一商店 〃 ゴトウ印刷所 八千代区下野間

ひのき薬局 加美区大袋 寝具きしもと（岸本綿行） 八千代区下野間 いちご園 地区名

ライフ薬局　加美町店 加美区寺内 箸荷いちご園 加美区箸荷

クリーニング 地区名

小売販売（石油・燃料関係） 地区名 大江クリーニング店 中区鍛冶屋 整骨院 地区名

㈲世光商会 中区糀屋 ふじいドライ 〃 Lufran（ルフラン） 加美区豊部

㈲加美商会 加美区門村 藤井クリーニング店 中区中村町

㈲橋詰信石油 加美区西脇 木原クリーニング 加美区豊部

㈲三功商会 八千代区中野間

藤田石油㈱ 八千代区下野間

多可町共通商品券 加盟店一覧表

多可町共通商品券の有効期限は発行日より6ヶ月です。期限内にご利用ください。
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