
【福知山市】７３店舗 （令和４年３月１５日時点）

施設名称 施設市区町村 施設住所

ぷくぷくハウス 福知山市 雲原249

北陵うまいもん市「雲原店」（みんなの水車広場運営委員会） 福知山市 雲原772－1

駅北酒場　肉山田肉男 福知山市 駅前町2

麺屋　ソミーズ 福知山市 駅前町23

千華 福知山市 駅前町377タカハシビル1F

美酒菜館　くらん 福知山市 駅前町426　T＆RテナントB

餃子の王将　JR福知山駅店 福知山市 駅前町439番

焼肉の高木屋 福知山市 駅南町2丁目250番地

居酒屋福よし 福知山市 駅南町3-130

中華　サン 福知山市 駅南町3丁目8番地

まぃまぃ堂 福知山市 下新26

鉄板酒場　小粋 福知山市 厚中町112番地

Bistrot q 福知山市 厚中町220 あつなかビル1階

ダンボ 福知山市 厚中町248番地

一寸ぼうし 福知山市 厚中町94 パティオ21ビル

お好み焼きはここやねん福知山店 福知山市 厚中町95

鳥唐専門店とりいち 福知山市 広峯町115NPOプラザ1階

来来亭福知山店 福知山市 荒河声田和12-30

お食事処　ゆきや 福知山市 三和町千束308

ラーメン山乃 福知山市 字奥野部小字34-7

ビリオン珈琲　福知山店 福知山市 字篠尾湯原961-45

いとや 福知山市 字前田１６６８ ファミール佳屋野１０２

酒肆　石の花 福知山市 字中ノ10番地

青葉 福知山市 字中ノ42-1

中華料理　福華 福知山市 字長田179-36

ふじの実福知山店 福知山市 字堀小字上高田2187-5

らーめん藤 福知山市 字堀小字上高田2188-3

MoMo Cafe 福知山市 室５６８番地

明智茶屋 福知山市 篠尾新町1-1

レストラン　ロータス 福知山市 篠尾新町３丁目１２３番地

炭火やきとりえばら屋 福知山市 篠尾新町3丁目29－6

江戸前握り華寿司 福知山市 篠尾新町3丁目７５－７

餃子の王将　福知山店 福知山市 篠尾新町4-83

喫茶　TODO 福知山市 篠尾新町三丁目113

GREEN 福知山市 上松2074

めんくいや群 福知山市 上天津1798-5

とり蔵　別館 福知山市 西本町126-1

家庭料理てるてるぼーず 福知山市 前田1878-249

海鮮酒場　村来し 福知山市 前田2321-6

アジア雑貨＆cafe Casa Oriente 福知山市 大江町三河141

イタリアンレストラン＆ウェディング　オズ 福知山市 大江町毛原114

京都大呂ガーデンテラス 福知山市 大呂298-5

逢初料理かじむら 福知山市 長田市の谷179-20 エンデバー２(1-c)

どさん子 福知山店 福知山市 土師81

日本料理一ゑん 福知山市 土師宮町1-93

和食さと　福知山店 福知山市 東羽合町１

お好み焼 ぶーふーうー 福知山市 東堀2251-2

ラウンジ一穂 福知山市 北本町一区69の4

居酒屋ＮＩＷＡ 福知山市 堀2136-1

お食事処 梁山泊たらふく 福知山市 堀2538-2

モルト・ヴォーノ・ピッコロ 福知山市 堀下高田2379-2 ハイマートメゾンⅡ1F

お好み焼きちえ 福知山市 堀口2340

魚福 福知山市 堀今岡6番地

珈琲　まほろば 福知山市 末広町 2丁目29-5

地酒とおばんざい　丹乃ゑん 福知山市 末広町1丁目18-1 新明和ビル1階

食房　和楽 福知山市 末広町1丁目２４番地



とり蔵 福知山市 末広町1丁目29

珉珉 福知山市 末広町2丁目29

little kitchen 福知山市 末広町３丁目30 番地

ログカフェ・フローレスタ 福知山市 大江町佛性寺1156

喫茶　ぽえむ2 福知山市 末広町3丁目28-5

ステージj&m 福知山市 夜久野町小倉1262-1

写楽 福知山市 字天田69-4 プラザA&Kビル

ACE 福知山市 字天田小字犬丸205番地の9　天田ジオビル2階201号

スナック　Avance 福知山市 篠尾小字譲り1-35

スナックＶｉＶｉ 福知山市 西本町153 パブリックビル1F　12号室

スナックミリグラム 福知山市 西本町153パブリックビル

艶 福知山市 西本町パブリックビル2階201

紬 福知山市 中ノ２００ー６ トークビル１F

ヒビキ 福知山市 北本町一区74

シェルター 福知山市 北本町二区69-10 2F

酒房　滋 福知山市 末広町４丁目３１ー６

R e i m s 福知山市 末広町4-22-1 大内ビル1階B号室

【舞鶴市】９２店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

カラオケスタジオ　セブン 舞鶴市 安岡283

洋食キッチンベリーズ 舞鶴市 引土　226-9

銭形 舞鶴市 引土1291

一づる食堂 舞鶴市 引土16

駅カフェ 舞鶴市 引土17番地　２F

たねふね 舞鶴市 引土221-2

御台所セバル 舞鶴市 引土300-11

琉泡楽園美ら舞鶴店 舞鶴市 引土３１１ー８　1F

一天張　屋敷 舞鶴市 引土３２２

一寸ぼうし 舞鶴市 引土3-5

炭火串焼　灯志 舞鶴市 円字満寺145-10

舞鶴グランドホテル９F　スカイラウンジ　ブルースカイ 舞鶴市 円満寺１２４

居酒屋美人韓西舞鶴店 舞鶴市 円満寺１５４－１ ＧＥＯビル１Ｆ

海鮮レストランととや 舞鶴市 下福井905

ドライブインダルマ 舞鶴市 丸田822-1

旬割鮮 地鶏料理 天 舞鶴市 京田183

モスバーガー西舞鶴店 舞鶴市 公文名291

モルト・ボーノ・アンナ 舞鶴市 公文名３５－８

そばや あうん 舞鶴市 行永533-2

吟味屋マンボウ 舞鶴市 行永東町29-1

こうちゃん 舞鶴市 字引土263番地3

スナック摩耶 舞鶴市 字引土305　宮前ビル１F

おくの丸 舞鶴市 字市場715

まいづる茶屋 舞鶴市 字十倉60-1

熱烈らぁめん 舞鶴市 字小倉113の3

割烹 嘉門 舞鶴市 字浜1116-7

酒菜　大地の蔵 舞鶴市 字浜１５６－２　サンビル１F

松栄館 舞鶴市 字浜18番地

アクセサリー&カフェバーRi's 舞鶴市 字浜435

たら福 舞鶴市 字浜628-2

nini 舞鶴市 寺内157

モルト・ヴォーノ・ニーナ 舞鶴市 鹿原１－５

新八　舞鶴城南店 舞鶴市 女布８１７－２

GORO SKY CAFE nanako 舞鶴市 上安２３７

ローソン舞鶴上安久店 舞鶴市 上安45-3

ローソン舞鶴上福井店 舞鶴市 上福井56-1

居酒屋美人韓東舞鶴店 舞鶴市 森５３１ー１

農村レストランふるる 舞鶴市 瀬崎60番地

ベビーフェイスプラネッツ舞鶴店 舞鶴市 西１-１



ベイサイドプレイス　M’ｓ　deli 舞鶴市 千歳897-1

お好み焼き　ひろ 舞鶴市 倉谷1564-1

Seis 舞鶴市 竹屋24-2

さ和い 舞鶴市 朝代1番地1

かわずの昼寝 舞鶴市 田中町19-2

京都舞鶴ARIYOSHI 舞鶴市 桃山町4-2ウィズビル2階

旬彩　雅楽 舞鶴市 南田辺23-4

みかさ 舞鶴市 浜10003

喜文 舞鶴市 浜1179番地1

スナック花鳥風月 舞鶴市 浜146ファーストビル2F

割烹　京料理　松きち 舞鶴市 浜１５０番地

きらくや 舞鶴市 浜1548-13 TMビル1F

五條狹さ木 舞鶴市 浜34　五條旅館

レストラン海望亭 舞鶴市 浜34-3

メゾンメール 舞鶴市 浜34-3 シーサイドホテルパルコ　8F

旬魚の蔵　樽屋 舞鶴市 浜406-2

麺楽 舞鶴市 浜441の2

中華厨房上々 舞鶴市 浜557

晴久　ｈａｒｕ－ｋｙｕ 舞鶴市 浜570 オクダビル1F

海鮮フロア海華 舞鶴市 浜615-1

弾正 舞鶴市 浜620

NICK　BEER 舞鶴市 浜６２０

ドラウマ 舞鶴市 浜６２４

焼肉丸善　東舞鶴店 舞鶴市 浜742-1

居酒屋石 舞鶴市 浜742番地

乙姫 舞鶴市 浜790番地3珊瑚礁会館PART－ⅢA号室

焼肉味道楽 舞鶴市 浜町４－１５

かつ源　舞鶴店 舞鶴市 福来小字流田234-2

cafe&bar FLAT+ 舞鶴市 平野屋123

おかあちゃん舞鶴店 舞鶴市 北田辺120-2

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　西舞鶴国道27号店 舞鶴市 北田辺120-2

cafe　アンティーク 舞鶴市 北田辺１４２番地

中華料理　東来 舞鶴市 北浜町4-4

合掌レストランまこと 舞鶴市 北浜町9-1

マウンテンバーアンドキッチン 舞鶴市 堀上33

博多寿司 舞鶴市 本２３の１

舞鶴グランドホテル１F　レストラン喫茶アクアマリン 舞鶴市 円満寺１２４

Dessert cafe KEKE 舞鶴市 上東33-7

SOUNDSPACE No Title 舞鶴市 浜1548-13 TMビル2F

カラオケ喫茶 ドレミ 舞鶴市 浜836

畑中商店 舞鶴市 北吸500

もくもくvillage 舞鶴市 上福井１８２３

絆　BONDING 舞鶴市 円満寺153-16

NOIE 舞鶴市 引土370番地3白山ビル1F-1号

舞鶴グランドホテル　スナック舞 舞鶴市 円満寺１２４番地

恋月夜 舞鶴市 浜47-1

Amour 舞鶴市 堀上35番地 geo2ビル

BAR DOCKERY FARMS 舞鶴市 引土１８－２

ｔｗｉｌｉｇｈｔ　ｂａｒ 舞鶴市 浜１５５－２F　第5早坂ビル2F

GINCH 舞鶴市 浜453-1

舞鶴グランドホテル２F　宴会場　扇 舞鶴市 円満寺１２４

料理旅館　霞月 舞鶴市 京口４２番地

ホテルベルマーレ　シーフードレストラン「アルカ」 舞鶴市 字浜2002-3

【綾部市】２４店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

バザールタウン綾部アスパ館花ふじ和食部　ニューウェルカム洋食部 綾部市 綾中町花ノ木３０バザールタウン綾部アスパ館内

つる吉 綾部市 井倉新町上大橋1-5

ＣＡＦＥ　Ｐｉａｎｏ 綾部市 駅前通５１－１　ＡＲＡＩビル1Ｆ



海鮮居酒屋ふじ田 綾部市 岡町弓場４－５

こだま 綾部市 岡町斗代21番地

居酒屋のんべえ 綾部市 宮代町門の前10-3

旬菜ダイニング澄味 綾部市 幸通西石ケ坪6-7アスティム1階

茶寮ゆらり広小路 綾部市 広小路１－２

パティシエノリ高津店 綾部市 高津町大橋14-1

スペース０９たまにたねふね 綾部市 新庄町八田古８ー４

万里也 綾部市 西町2丁目81

和食さと　あやべグンゼタウン店 綾部市 西町３丁目北大坪１９

うどん屋得兵衛 綾部市 大島町沓田27-4

餃子の王将　綾部店 綾部市 大島町二反目6

和風料理ひがし山 綾部市 大島町畠田５－４

讃岐うどん吾平 綾部市 大島町北和田10-3

魚菜酒房　あず木 綾部市 中ノ町2丁目32番地

丹波茶屋ゆらり 綾部市 並松町寺下１－１

純和風料理旅館現長 綾部市 並松町上番取18－1

料理旅館ふしみや 綾部市 並松町上番取３９

個室ダイニング　花美　綾部店 綾部市 本町8丁目117　カーサルーチェ1F

スナック葵 綾部市 幸通49-50 ミオビル1階

スナックTiamo 綾部市 神宮寺町下藤山13

カラオケ＆レンタルルーム　HAPPY　ROOM 綾部市 岡町西角５


