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No. 事業所名 業種 住所 エリア

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 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 ときわ別館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島481 城崎

4 お宿 芹 1 宿泊施設 〒669-6102豊岡市城崎町桃島1297-1 城崎

5 いちだや 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島810 城崎

6 山本屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島643 城崎

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 きのいえ 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島166 城崎

9 西村屋ホテル招月庭 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1016-2 城崎

10 西村屋本館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島469 城崎

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 UTSUROI TSUCHIYA ANNEX 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島584-1 城崎

13 深山楽亭 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島1011 城崎

14 城崎温泉 泉翠 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島753 城崎

15 扇屋旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島243 城崎

16 城崎温泉 湯楽 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島844 城崎

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 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 川口屋本館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島74 城崎

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 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 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 田木屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島931 城崎

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 喜楽 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島495 城崎

29 森津屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島417 城崎

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 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 市松旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島202 城崎

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 大西屋　水翔苑 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町桃島1256 城崎

35 安田屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島428 城崎

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 花小路　彩月 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島108 城崎

38 やなぎ荘 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島701 城崎

39 旅館　水明 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町今津630 城崎

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 錦水 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島759 城崎

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 あさぎり荘 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島876 城崎

44 小宿　縁 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島219 城崎

45 三木屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島487 城崎

46 幸楽園 1 宿泊施設 〒669-6103豊岡市城崎町今津570-4 城崎

47 大江戸温泉物語　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 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 泉都 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島540 城崎

50 小林屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島369 城崎

51 みぐみや 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島598 城崎

52 但馬屋 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島453 城崎

53 よしはる 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島180 城崎

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 まつや 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島370 城崎

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 赤石屋旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島788 城崎
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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 つたや旅館 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島485 城崎

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

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 湯宿　山よし 1 宿泊施設 〒669-6101豊岡市城崎町湯島379 城崎

63 天望苑 1 宿泊施設 〒669-6102豊岡市城崎町桃島85-3 城崎

64 スナックナイフ 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島683 城崎

65 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

66 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

67 ちょっと恋 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島750 城崎

68 さんぽう西村屋 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島463-2 城崎

69 株式会社西村屋 レストランRicca 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島469 城崎

70 珈琲処 きくや 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島 城崎

71 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

72 スナック綾 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島660-5 城崎

73 UTSUROI TSUCHIYA ANNEX 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島584-1 城崎

74 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

75 まつがみ 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島251 城崎

76 こ夢 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島691 城崎

77 かど家 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島744-2 城崎

78 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

79 お食事処 山よし 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島96 城崎

80 樹々 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島684 城崎

81 海女茶屋 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島80-1 城崎

82 力餅 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島398 城崎

83 大黒屋 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島87 城崎

84 創作料理 響 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島79 城崎

85 万作 第二楽章 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島654 城崎

86 カフェ こやま 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島408 城崎

87 炭火串焼 ふじ 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島524 城崎

88 CREEZAN 城崎本店 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島675-1 城崎

89 cafe M's style ～なごみ～ 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島795 城崎

90 炭味火処　和る 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島667-1 城崎

91 JAPANESE TEA CAFÉ FULUCK 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島222 城崎

92 おけしょう鮮魚 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島132 城崎

93 おみやげ城崎堂 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島445 城崎

94 まるさん物産店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島406 城崎

95 茶屋 夢屋 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島90 城崎

96 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

97 みなとや商店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島416 城崎

98 ふるや物産店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島429 城崎

99 むぎせん民芸店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島378 城崎

100 いたや商店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島413 城崎

101 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

102 有限会社 伊賀屋 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島529 城崎

103 樽屋 六波羅 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島270 城崎

104 かみや民芸店 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

105 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

106 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

107 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

108 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

109 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

110 海老のや 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島431 城崎

111 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

112 城崎 海煎堂 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎

113 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

114 いとう物産店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島80 城崎
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115 蔵 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島675-2 城崎

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

117 CREEZAN 城崎本店 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島675-1 城崎

118 ひらい鮮魚 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島425 城崎

119 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

120 おけしょう鮮魚 3 物産店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島132 城崎

121 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

122 城崎麦わら細工伝承館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島376-1 城崎

123 城崎文芸館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島357-1 城崎

124 城崎国際アートセンター 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島1062 城崎

125 谷口屋遊技場 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島404 城崎

126 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6103豊岡市城崎町今津1362 城崎

127 リラクゼーションルーム かおん 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 木屋町小路J号 城崎

128 城崎温泉ツーリストインフォメーション
SOZORO 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島96 城崎

129 豊岡市立図書館城崎分館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6102豊岡市城崎町桃島1057-1 城崎

130 ブックストアイチ 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島605 城崎

131 坂本屋　酒店 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6101豊岡市城崎町湯島407 城崎

132 鴻の湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島６１０ 城崎

133 まんだら湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島５６５ 城崎

134 一の湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島４１５−１ 城崎

135 柳湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島６４７ 城崎

136 さとの湯 5 温泉施設 〒669-6103 豊岡市城崎町今津２９０−３６ 城崎

137 御所の湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島４４８ 城崎

138 地蔵湯 5 温泉施設 〒669-6101 豊岡市城崎町湯島７９６ 城崎

139 よいだや 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島663 城崎

140 THE PLAN 城崎店 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島372-3 城崎

141 （有）ゑびや商店 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島110 城崎

142 木下自転車店 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島244 城崎

143 耳サプリ 8 その他 〒669-6101豊岡市城崎町湯島391 城崎

144 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

No. 事業所名 業種 住所 エリア

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 Oホテル豊岡 1 宿泊施設 〒668-0031豊岡市大手町7-10 豊岡

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 あつみ旅苑 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気比4443 豊岡

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 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 宮﨑旅荘 1 宿泊施設 〒669-6124豊岡市気比3226 豊岡

8 銀花 1 宿泊施設 〒669-6123豊岡市小島1177 豊岡

9 ホテル金波楼 1 宿泊施設 〒669-6122豊岡市瀬戸1090 豊岡

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 ひだまり 1 宿泊施設 〒669-6123豊岡市小島1188-8 豊岡

12 Hostel Act 1 宿泊施設 〒668-0032豊岡市千代田町3-6 豊岡

13 レイセニット城崎スイートVILLA 1 宿泊施設 豊岡市小島1220 豊岡

14 梛（なぎ） 2 飲食店 〒668-0042豊岡市京町3-22 豊岡

15 カタシマ豊岡店 2 飲食店 〒668-0027豊岡市若松町48-1 豊岡

16 場外市場食堂 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町15-35 豊岡

17 fcafe(エフカフェ)瀬戸店 2 飲食店 〒669-6122豊岡市瀬戸202-5 豊岡

18 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

19 楠くす 2 飲食店 〒668-0053豊岡市九日市中町 豊岡

20 与太呂 2 飲食店 〒668-0021豊岡市泉町2-20 豊岡

21 （株）玄武洞観光 2 飲食店 〒668-0801豊岡市赤石1362 豊岡

22 シュシュポット 2 飲食店 〒668-0046豊岡市立野町3-10 豊岡

23 中華厨房 楽友軒 2 飲食店 〒668-0063豊岡市正法寺684 豊岡

24 紀の川 2 飲食店 〒668-0032豊岡市千代田町3-6 豊岡

25 紀の川 2 飲食店 〒668-0032豊岡市千代田町3-6 豊岡
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26 紀の川 2 飲食店 〒668-0032豊岡市千代田町3-6 豊岡

27 紀の川 2 飲食店 〒668-0032豊岡市千代田町3-6 豊岡

28 スターダスト 2 飲食店 〒668-0012豊岡市下陰4-1 豊岡

29 夢邸 2 飲食店 〒668-0014豊岡市野田96 豊岡

30 らんたん 2 飲食店 〒668-0014豊岡市野田96 豊岡

31 割烹 かわむら 2 飲食店 〒668-0021豊岡市泉町14-16 豊岡

32 （有）港屋製菓 2 飲食店 〒668-0032豊岡市千代田町9-20 豊岡

33 鉄板焼 真味 2 飲食店 〒668-0056豊岡市妙楽寺535-1 豊岡

34 スナック 蘭 2 飲食店 〒668-0043豊岡市桜町16-2 豊岡

35 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

36 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

37 来来亭-豊岡店 2 飲食店 〒668-0013豊岡市中陰613 豊岡

38 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

39 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

40 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

41 清八 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町15-35 豊岡

42 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

43 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

44 割烹 魁 2 飲食店 〒668-0021豊岡市泉町13-15 豊岡

45 DINING BAR 真蔵 2 飲食店 〒668-0042豊岡市町京町1-36 豊岡

46 ブラキテ 2 飲食店 〒668-0047豊岡市三坂町4-61 豊岡

47 おさらぎ 2 飲食店 〒668-0042豊岡市中央町10-27 豊岡

48 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

49 静 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町10-25中央ビル１階 豊岡

50 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

51 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

52 但馬空港レストラン　ジェットストリーム 2 飲食店 〒668-0065豊岡市戸牧2074-4 豊岡

53 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

54 なか井 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町12-21 豊岡

55 和香 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町13-2 豊岡

56 ima CAFE 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町8-1 豊岡

57 つむぎ 2 飲食店 〒668-0042豊岡市京町1-1 豊岡

58 ウッディ豊岡 2 飲食店 〒668-0805豊岡市船町347-1 豊岡

59 八百酔 2 飲食店 〒668-0021豊岡市泉町10-23 豊岡

60 鉄板焼　真美 2 飲食店 〒668-0056豊岡市妙楽寺535-1 豊岡

61 焼き鳥　こっこ 2 飲食店 〒668-0024豊岡市寿町2-17 豊岡

62 あつみ旅苑 2 飲食店 〒669-6124豊岡市気比4443 豊岡

63 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

64 dada 2 飲食店 〒668-0021豊岡市泉町11-23 豊岡

65 旬彩美酒　あまの 2 飲食店 〒668-0032豊岡市千代田町3-6 豊岡

66 はばたけカフェ 2 飲食店 〒668-0031豊岡市大手町7-9 豊岡

67 シュード・パラディ 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町12-3　ドールビル１階 豊岡

68 すみれ堂 2 飲食店 〒668-0033豊岡市中央町9-32 豊岡

69 ぼて拾 2 飲食店 〒668-0027豊岡市若松町4-11 豊岡

70 かね正 2 飲食店 〒668-0012豊岡市下陰19-1 豊岡

71 スナック　マイルド 2 飲食店 〒668-0045豊岡市城南町14-30 豊岡

72 スナック　百合 2 飲食店 〒668-0026豊岡市元町1-5 豊岡

73 Mangiare 2 飲食店 〒668-0832豊岡市倉見440 豊岡

74 スナック＆お食事処　69 2 飲食店 〒668-0021豊岡市泉町14-18 豊岡

75 （株）玄武洞観光 3 物産店 〒668-0801豊岡市赤石1362 豊岡

76 LAMP WORK TASUKU 3 物産店 〒668-0045豊岡市城南町15-11 豊岡

77 Alter Ego 3 物産店 〒668-0033豊岡市中央町8-8 豊岡

78 （有）港屋製菓 3 物産店 〒668-0032豊岡市千代田町9-20 豊岡

79 かばんのたなか 3 物産店 〒668-0815豊岡市日撫390 豊岡

80 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

81 津居山 No.16 3 物産店 〒669-6122豊岡市瀬戸118-4 豊岡

82 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
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83 エックスモバイル豊岡店 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0052豊岡市九日市下町98 豊岡

84 NSI豊岡スイミングスクール 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0047豊岡市三坂町4-15 豊岡

85 玄武洞ミュージアム 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0801豊岡市赤石1362 豊岡

86 豊岡市立コウノトリ文化館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0814豊岡市祥雲寺127 豊岡

87 APIDE TOUCH 豊岡店 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0013豊岡市中陰639 豊岡

88 豊岡市民会館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0046豊岡市立野町20-34 豊岡

89 城崎マリンワールド 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6122豊岡市瀬戸1090 豊岡

90 全但バス株式会社 豊岡駅前営業所 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0031豊岡市大手町4-5 アイティ１階 豊岡

91 全但バス株式会社 豊岡営業所 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0871豊岡市梶原337-1 豊岡

92 豊岡市立図書館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0042豊岡市京町5-28 豊岡

93 豊岡市立豊岡市民プラザ 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0031豊岡市大手町4-5 豊岡

94 有限会社 豊岡レンタカー 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0873豊岡市庄境111-1 豊岡

95 靴 PASTEL 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0014豊岡市野田116 豊岡

96 ギフトショップ　うさみ 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0042豊岡市京町5-15 豊岡

97 THE PLAN 豊岡店 8 その他 〒668-0033豊岡市中央町18-3 豊岡

98 袖長建設（有）ennas 8 その他 〒668-0026豊岡市元町2-8 豊岡

99 城崎カンツリークラブ 8 その他 〒669-6122豊岡市瀬戸字畑山 豊岡

100 岡本雅子ピアノ教室 8 その他 〒668-0025豊岡市幸町9-19 豊岡

101 株式会社たびぞう 8 その他 〒668-0065豊岡市戸牧539-8 豊岡

102 Walk fit 8 その他 〒668-0047豊岡市三坂町5-30 豊岡

103 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

104 豊岡市立市民体育館 8 その他 〒668-0046豊岡市立野町1-3 豊岡

105 こうのとりスタジアム 8 その他 〒668-0065豊岡市戸牧368-3 豊岡

106 豊岡総合スポーツセンター 陸上競技場 8 その他 〒668-0065豊岡市戸牧312 豊岡

107 豊岡総合スポーツセンター テニスコート 8 その他 〒668-0065豊岡市戸牧319-16 豊岡

108 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

109 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

110 シティホール豊岡 8 その他 〒668-0044豊岡市山王町7-53 豊岡

111 Toyooka KABAN Artisan Avenue 8 その他 〒668-0033豊岡市中央町18-10 豊岡

112 株式会社ウノフク 8 その他 〒668-0871豊岡市梶原328 豊岡

No. 事業所名 業種 住所 エリア

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 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 亀正 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野5-9 竹野

4 民宿 園 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野633-2 竹野

5 民宿 かみさき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野633-2 竹野

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 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 旅館 たがき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野17-9 竹野

9 惣助 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野184 竹野

10 みつば 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野14 竹野

11 株式会社Mother Earth 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野3396-1 竹野

12 日の出荘 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野3008 竹野

13 民宿旅館 ビーチ 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野6 竹野

14 民宿 はやとり 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野35-1 竹野

15 民宿 かどの 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野1555-2 竹野

16 民宿 長治郎 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野286-1 竹野

17 むらなか 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野619 竹野

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 民宿 ねこざき 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野5-15 竹野

20 海路 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野374 竹野

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 民宿 野村 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野604 竹野

23 民宿 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 民宿 木屋 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野316 竹野

25 民宿 よどや 1 宿泊施設 〒669-6216豊岡市竹野町切浜621-2 竹野

26 民宿 伊藤四郎ヱ門 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野120 竹野
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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 えのもと屋 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野642 竹野

29 ふじや 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野1555-2 竹野

30 民宿 きらく 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野723 竹野

31 民宿 山村 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野117 竹野

32 民宿 大栄 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野654-1 竹野

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 後藤旅館 1 宿泊施設 〒669-6223豊岡市竹野町芦谷42-1 竹野

35 福田屋 1 宿泊施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野416-1 竹野

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 九兵衛 1 宿泊施設 〒669-6331豊岡市竹野町坊岡224 竹野

38 みつば 2 飲食店 〒669-6201豊岡市竹野町竹野14 竹野

39 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

40 後藤旅館 2 飲食店 〒669-6223豊岡市竹野町芦谷42-1 竹野

41 なごみてぇ 2 飲食店 〒669-6201豊岡市竹野町竹野49-5 竹野

42 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

43 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

44 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

45 九兵衛 2 飲食店 〒669-6331豊岡市竹野町坊岡224 竹野

46 民宿 よどや 3 物産店 〒669-6216豊岡市竹野町切浜621-2 竹野

47 増田商店 3 物産店 〒669-6201豊岡市竹野町竹野2551 竹野

48 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

49 豊岡市竹野B＆G海洋センター 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6201豊岡市竹野町竹野3102-2 竹野

50 Dive Resort T-style 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6201豊岡市竹野町竹野5-15 竹野

51 豊岡市立竹野子ども体験村 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6201豊岡市竹野町竹野3037 竹野

52 豊岡市立図書館竹野分館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-6201豊岡市竹野町竹野1585-1 竹野

53 北前館 5 温泉施設 〒669-6201豊岡市竹野町竹野50-12 竹野

54 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

55 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

56 株式会社Mother Earth 7 海水浴場浜茶屋（海の家）〒669-6201豊岡市竹野町竹野3396-1 竹野

No. 事業所名 業種 住所 エリア

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 志ん屋 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市日高町名色1572 日高・神鍋

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 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 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 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 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 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 ペンション スノーランド 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市日高町栗山田113-1 日高・神鍋

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 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 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 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 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 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 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 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 UMEYA 1 宿泊施設 〒669-5372豊岡市日高町栗栖野896 日高・神鍋

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 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 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 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 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 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 民宿 やまき 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市日高町山田497 日高・神鍋

26 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
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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 松の屋 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市日高町名色353 日高・神鍋

29 民宿　たけや 1 宿泊施設 〒669-5379豊岡市日高町名色50 日高・神鍋

30 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 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 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 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

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 ゆずや 1 宿泊施設 〒669-5377豊岡市日高町山田457 日高・神鍋

36 民宿　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 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 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 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 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 ロッヂ33 2 飲食店 〒669-5378豊岡市日高町万場429 日高・神鍋

46 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

47 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

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 白い小屋 2 飲食店 〒669-5372豊岡市日高町栗栖野59 日高・神鍋

57 殿さんそば 2 飲食店 〒669-5358豊岡市日高町殿810 日高・神鍋

58 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

59 おいしい豆腐蘇武の里 まめcafe 2 飲食店 豊岡市日高町松岡8-6 日高・神鍋

60 姫星 2 飲食店 〒669-5341豊岡市日高町国分寺260 日高・神鍋

61 Pain de "A" 3 物産店 〒669-5372豊岡市日高町栗栖野59-13 日高・神鍋

62 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

63 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

64 江原河畔劇場 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5311豊岡市市日高町日置65-10 日高・神鍋

65 日高文化体育館（NPO法人コミュニティ日高） 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5305豊岡市日高町祢布 日高・神鍋

66 うえ野平アクティビティ+UP　MTB　PARK　IN　
KANNABE 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5371豊岡市日高町太田１５８−２ 日高・神鍋

67 神鍋高原体育館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5372豊岡市日高町栗栖野５９−５１ 日高・神鍋

68 フォレストアドベンチャー奥神鍋 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5377豊岡市日高町山田690 日高・神鍋

69 レンタルショップALBIREO 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5379豊岡市日高町山田147-1 日高・神鍋

70 豊岡市立図書館日高分館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5305豊岡市日高町祢布920 日高・神鍋

71 豊岡市立歴史博物館-但馬国府・国分寺館- 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5305豊岡市日高町祢布808 日高・神鍋

72 ボードレンタル　谷口屋 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5377豊岡市日高町山田440-1 日高・神鍋

73 高原亭 体育館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5376豊岡市日高町万劫118 日高・神鍋

74 松岡写真館 日高センター店 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5341豊岡市日高町国分寺878-1 日高・神鍋

75 兵庫県立但馬ドーム 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒669-5379豊岡市日高町名色88-50 日高・神鍋

76 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

77 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

78 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

79 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

80 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

81 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

82 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

83 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
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84 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

85 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

86 白い小屋 8 その他 〒669-5372豊岡市日高町栗栖野59 日高・神鍋

87 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

88 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

89 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

90 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

No. 事業所名 業種 住所 エリア

1 温楽の森 1 宿泊施設 〒668-0263豊岡市出石町福住882 出石

2 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 登城 2 飲食店 〒668-0255豊岡市出石町八木13 出石

4 有限会社 そば庄 2 飲食店 〒668-0232豊岡市出石町宵田129 出石

5 出石城 そば 2 飲食店 〒668-0221豊岡市出石町町分189 出石

6 湖月堂 内堀店 2 飲食店 〒668-0255豊岡市出石町八木19 出石

7 出石そば処 桂 2 飲食店 〒668-0232豊岡市出石町宵田104 出石

8 如月 2 飲食店 〒668-0255豊岡市出石町八木23 出石

9 輝山 2 飲食店 〒668-0255豊岡市出石町八木62 出石

10 出石皿そば 花水木 2 飲食店 〒668-0214豊岡市出石町内町 出石

11 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 そば彩蕎子 2 飲食店 〒668-0224豊岡市出石町本町93 出石

13 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 よしむら 2 飲食店 〒668-0232豊岡市出石町宵田22 出石

16 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 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 出石

18 辰鼓櫓 2 飲食店 〒668-0256豊岡市出石町小人13 出石

19 （株）甚兵衛 2 飲食店 〒668-0256豊岡市出石町小人14-16 出石

20 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

21 サッポロ食堂 2 飲食店 〒668-0233豊岡市出石町田結庄34 出石

22 本陣　鸛屋（つるや） 2 飲食店 〒668-0225豊岡市出石町八木16 出石

23 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

24 おこま 2 飲食店 〒668-0232豊岡市出石町宵田35 出石

25 しゃんらん 2 飲食店 〒668-0241豊岡市出石町寺坂1117 出石

26 田吾作 2 飲食店 〒668-0255豊岡市出石町八木38-2 出石

27 古都 2 飲食店 〒668-0232豊岡市出石町宵田7 出石

28 焼肉げん天 2 飲食店 〒668-0221豊岡市出石町町分391-1 出石

29 天通 2 飲食店 〒668-0225豊岡市出石町八木75 出石

30 官兵衛 2 飲食店 〒668-0225豊岡市出石町八木68 出石

31 南枝　小人店 2 飲食店 〒668-0256豊岡市出石町小人70 出石

32 陣屋 2 飲食店 〒668-0256豊岡市出石町小人56-1 出石

33 みくら 2 飲食店 〒668-0256豊岡市出石町小人129-19 出石

34 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

35 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

36 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

37 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

38 五萬石 2 飲食店 〒669-0234豊岡市出石町柳13 出石

39 近又 2 飲食店 〒668-0225豊岡市出石町八木20 出石

40 玄 2 飲食店 〒669-6101豊岡市城崎町湯島453 出石

41 弁当の出石店 2 飲食店 〒668-0221豊岡市出石町町分42-2 出石

42 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

43 いずし堂 本店 3 物産店 〒668-0256豊岡市出石町小人135-1 出石

44 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

45 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

46 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

47 本陣　中央店 3 物産店 〒668-0225豊岡市出石町八木６５ 出石

48 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
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49 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

50 田吾作 3 物産店 〒668-0255豊岡市出石町八木38-2 出石

51 今森製麺所 3 物産店 〒668-0263豊岡市出石町福住329 出石

52 豊岡市立美術館-伊藤清永記念館- 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0214豊岡市出石町内町98 出石

53 全但バス株式会社 出石営業所 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0256豊岡市出石町小人129-4 出石

54 豊岡市立図書館出石分館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0214豊岡市出石町内町1 出石

55 いずし古代学習館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0203豊岡市出石町袴狭380-1 出石

56 伊藤建具工芸 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0231豊岡市出石町川原73 出石

57 乙女の湯 5 温泉施設 〒668-0263豊岡市出石町福住882 出石

58 温楽の森 6 キャンプ場 〒668-0263豊岡市出石町福住882 出石

59 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

60 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

No. 事業所名 業種 住所 エリア

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 農家民宿 善 1 宿泊施設 〒668-0343豊岡市但東町奥藤809-1 但東

3 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

4 日本・モンゴル民族博物館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0345豊岡市但東町中山711 但東

5 豊岡市立図書館但東分館 4 商業・アミューズメント・観光文化施設〒668-0311豊岡市但東町出合150 但東

6 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

7 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

8 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

9 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


