
総店舗数：292 【順不同】　　　　2022年11月17日現在

飲食店 中華料理　常来園 ウエサカ模型店 福苗ハウス

有斐軒 一心　和田山店 太陽電機 ファッションセンターしまむら ビジネスインアサゴ

仕出し 宴会 菊屋 町家Café伍右衛門 てつや製茶 サービス業 その他

グランド シェフ せわたり 竹田家具・竹田仏壇 旭タクシー 株式会社 田中工務店

味源　朝来店 喜綱 トーヨータイヤ和田山サービス 便利屋まごのて 有限会社 カタオカ

すしの永楽 Tea&Sweets T's Room 業務スーパー和田山店 （株）アートオート 柴田電工株式会社

レストハウスビジネス旅館栄 山城の郷 はるやま和田山店 株式会社ﾄﾞﾘｰﾑ観光ｻｰﾋﾞｽ兵庫北営業所 総合インテリア アダチ

酒蔵　風来房 焼肉武藤道場 和田山店 ホームプラザナフコ和田山インター店 和田山ホンダモーター 水谷畳店

ホットドック　BOSS 餃子の王将 和田山店 ケーズデンキ和田山店 スタジオみつた 和田山サッシセンター

きさらぎ コーヒーショップ マキ ミサワ ボディ＆フットケアサロン　リフージュ

にぎり十兵衛 旬楽 ソレイユファーマシィ薬局 カフェこり　おおたがき整体院 イオン和田山店

台湾カフェ福苗 スナック光子 ワークショップ オオツキ 和田山店 hair salon OGAKI（ﾍｱｰｻﾛﾝｵｵｶﾞｷ） ㈱未来屋書店 和田山店

nook&coffee 本格手打うどん一心 竹田店 中山薬房 hair＆make Amuse 不二家イオン和田山店

ロースのおいしい店竹田屋 はっかく亭 和田山店 ＪＡファーマーズたじまんま和田山 美容室るい イオン和田山店

但馬もつ鍋まつだ 小売業 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ｺｰﾅﾝ和田山一本柳店 太田写真館 ワッツ和田山イオン店

炭火焼鳥オールドルーキー ヒメハナ観光（バス） 藤岡機械（株） NPO法人ジュニア体操教室 エスタ和田山専門店

大衆食堂　たる （同）イマジネ 全但タクシー株式会社 和田山 ペットホテルオレンジほっぺ アルファキュービック

仕出し割烹しげよし 朝来店 和田商店 ウエルシア朝来医療センター前店 ＴＳＵＴＡＹＡ和田山店 ａｎｙ ＦＡＭ

喰太郎 御菓子司　しの屋 株式会社　のじぎく ダスキン和田山店 チャオ

おでん処いけだ 藤原時計舗 駅前本店 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ和田山店 甲良モータース ビビッド

和田山ホテル 二輪館にしがき コンセルボ和田山 株式会社 小島情報研究所 マックトラベルサービス

FUDABAkitchen 日下部釣具店 ゴダイドラッグ和田山土田店 有限会社和田山サービス工場 ブレス

居酒屋大和 隆盛堂　本店 ゴダイドラッグ和田山店 株式会社 山陰オアシス ハナコ

そば処　伏見さらしな 隆盛堂　桑原店 ㈱石富（旧 高畑石材店） スズキ和田山オート かわきやクリーニング

お食事処　ゆめじ ㈱パリミキ 和田山店 介護・福祉用具のお店　エイトMAN 全但バス和田山営業所 ＶＩＶＥ

つるや食堂 夜久毛糸手芸店 株式会社ニシオ Cut + 但馬牛専門店　あさだ

あいす工房らいらっく サラダ館和田山店 激安DVD　T&K エステサロン　Cuore 冨貴

和心。 家具直販センター 足立ふとん店 ドッグケアサービス　ひまわりルーム ケンタッキーフライドチキン

和香葉 虎屋石油 ミニストップ和田山枚田店 ふく福タクシー ビッグバーン

微笑 フレッシュバザール　和田山玉置店 ミニストップ和田山桑原店 呑代行運転 マルゴン

有限会社 但馬フーズラボ ミニフレッシュ　和田山宮田店 ミニストップ和田山寺谷店 はり灸・整体・整心　たすけ愛の家 ムラカミ

コーヒーショップ ＣＯＭＰＡＳＳ ENEOS　和田山SS コメリ和田山店 nail salon La΄sic マックハウス

LE UN 竹田城 城下町 ホテル EN ショップひろせ kikikiSHOP（雑貨・駄菓子） パソコン教室　トコナツ ハピネス

うどん処　但州庵　 かばんのなりた まーち 宿泊業 ラスコリナス

ムムの森 ジュンテンドー和田山店 株式会社但馬ガス供給センター いずみ旅館 ハニーズ

三番館 こむらさき醤油蔵元直売所 てつやペット店 ビジネスホテルてつや メガネ　時計　藤原

希望軒　和田山店 ＪＡたじまグリーンセンター和田山店 伸和青果食品 竹田城下まち  朱々

飲食店 小売業 おがた薬局 井上玩具店 理容ベーネ

道の駅フレッシュあさご ファッションハウス アサヒ ショップ朝来 ㈲和田金物店 新井タクシー

喫茶 来夢 オートファッション神谷 (有)ラベックス 丹波黒豆入り味噌　朝来農産物加工所 宿泊業

美食遊楽 和樂 朝来米穀(有) 大野化粧品店 夜久薬局 多々良木フォレストリゾートＣｏＣｏＤｅ

中華料理　美味居 酒市場 秋山石油店 サービス業 その他

生野飯店 スポーツゾーンやましょう 藤岡機械（株）朝来営業所 ヘアーサロンオリタ 朝来森林組合

味見屋 焼肉 道の駅あさご村おこしセンター ヒロリンおおの トレーニングジム ワイルドボア 全但印刷工芸株式会社 朝来支店

Ｏａｋ－ｙａｒｄ フレッシュバザール　朝来アルバ店 コメリ 朝来店 株式会社 澤田ﾓｰﾀｰｽ 朝来工場 南但ﾓｰﾀｰｽ

ＪＡたじま朝来営農生活センター

飲食店 スナック ベティ 増田時計店 此の友酒造株式会社 美容室 ジール

仕出料理 ことぶき 小売業 久華園 魚三商店 ヘアーサロン カクタス

Casual Cafe NUTS 松本精肉店 本は人生のおやつです‼ 富田農機株式会社 hair　salon　cactus
右衛門五郎 株式会社オカダヤ 竹泉・ 田治米合名会社 宮谷商店 株式会社 𠮷本自動車

道の駅但馬のまほろば ｽﾛｰﾌｰﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ茶すり庵 文化堂 道の駅但馬のまほろば 森下洋装店、Restitch Works その他

ファンキーバナナ‼朝来店 サラダ館山東店 ㈱佳長 サービス業 波多野たたみ店

ＵＰ☆ＳＴＡＲ　Ｃａｆｅ ミニフレッシュ　山東店 セオ薬局 文化堂写真部 但南建設㈱

朝来山東カントリークラブ　レストラン事業部 ㈱NTFｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ山東ｶｰｹｱｽﾃｰｼｮﾝ トータルファッション　オダガキ ヘアーサロン ハタノ

Mr.Masa COFFEE たまきや こめやストアー キサ美容室

お好み焼き　矢名瀬屋 吉田商店 フジイデンキ よふど温泉

矢名瀬屋 ＪＡたじま山東営農生活センター まや美容室

飲食店 小売業 ㈲ナカイ生野石油 大福文具店 黒川温泉

やまびこ山荘【予約制】 すぎうら インテリアあの 有限会社 松田商店 ヘアーサロン・ササクラ

生野高原カッセル 阿野呉服店 ほり花店 有限会社 向平調剤薬局 株式会社 澤田モータース  

カフェ スパロー 有限会社Ｃｌａｐアマノヤ 青田商店 有限会社 安達ミシン電器 wve la luce

お好み焼 さなえ 生野町駅前　やまさきや デパートたけむら サービス業 その他

そらしーど 株式会社イイヅカ GÂTEAUX KOBAYASHI ドライクリーニング白光舎 史跡・生野銀山

レストラン マロニエ 小椋酒店 ミニフレッシュ　生野店 ロミロミヘンプパーム アート創建

芒種 永田燃料店 Ｐａｎｃａ（パンカ）焼きたてパン工房 上田クリーニング 足立組（林業）

生野地区（36店）

あさご元気応援券　取扱店一覧表

※使用期限は令和5年2月28日（火）です。

和田山地区（171店）

朝来地区（34店）

山東地区（43店）

●商品券を使用するとき、おつりは出ません。

●この商品券は令和４年１２月３１日（土）までご利用いただけます。

●有効期限を過ぎた場合は、無効となります。

●この商品券は、朝来市内の「取扱店舗」の表示があるお店等でのみ使用できます。

●商品券の紛失及び盗難等に対し、発行者はその責を負いません。

●購入した商品券の返品、現金との交換、譲渡、販売はできません。

●この商品券が利用できないもの

①換金性の高いもの（商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイド

カードなど）の購入。

②土地及び家屋の購入代金。

③風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊業務営業に係るもの。

④たばこ事業法第36条第1項に規定するたばこの小売販売。

⑤国税、地方税や使用料などの支払い。

⑥取扱店舗が利用を不可とした商品。

⑦その他、法律で商品券による購入が禁じられているもの。

朝来市プレミアム付

商品券のご利用について


