


（受付順　　令和元年10月30日現在）
（福知山商工会議所受付） (株)ジュンテンドー　福知山店
都らいぶアダチ カレーハウスCOCO壱番屋福知山国道９号線店
ピザ・リトルパーティー福知山店 ハエヌキ薬局
ここやねん福知山店 (有)アオイ電器
ドラッグジャパン福知山東店 格別ヤ　福知山店
（株）中島本店 第一旭　福知山店
レストランあじくら うえはら　北本町店
もりぐちでんき おしゃれタイム　朗満
青山商事（株）洋服の青山　福知山店 ライオン堂　時計店
珉珉 （有）光陽堂
大八車本店 ユタカ薬局　福知山厚中
（株）佐竹工務店 セブンイレブンJR福知山駅改札口店
サイクルベースあさひ福知山店 ゴダイドラッグ福知山荒河店
ジーンズショップ　アメリカ屋 くすりのサワダ
フォトピア　ヨシヤ （株）ヤマダ電機　テックランド福知山店
福知山スバル自動車（株） （有）フクタニ
メガネのマキノ本店 地中海レストラン　ソレイユ
ヒトミ衣料（株）問屋町店 三ツ丸ストア　堀店
ヒトミ衣料（株）駅前店 三ツ丸ストア　前田店
都らいぶヒットプラザ 三ツ丸ストア　駅南店
アキタ薬局　駅南店 戸倉釣具店
アキタ薬局　 さとう　福知山駅前店
前田石油 フレッシュバザール　福知山東野パーク店
ゴルフショップクラブエイティーン フレッシュバザール　福知山篠尾新町店
アカイデンキ（株） バザールタウン　福知山
北半 フレッシュバザール　フレスポ福知山店
ロイヤル自動車工業（株） ふじの実　福知山店
東京靴流通センター　福知山店 ミニフレッシュ　大江店
ヒマラヤ　福知山店 ミニフレッシュ　夜久野店
エディオン　イオン福知山店 ミニフレッシュ　三和店
スーパーマーケットNISHIYAMA荒河店 フレッシュ・メゾン　福知山和久市店
はるやま商事(株)　福知山店 福知山カントリー倶楽部
ホソミデンキ ふくちやまゆう薬局
髙橋スポーツ 内記ゆう薬局
福知山ハウジング(株) 榎原ゆう薬局
福知山ハウジング(株)情報センター 牧ゆう薬局
福知山ハウジング(株)人材センター お城通りゆう薬局
福知山小谷産業(株) 大池坂ゆう薬局
福知山小谷産業(株)ENEOS荒河SS 小林米穀店
ニコニコ温泉 川見風月堂
ニコニコスポーツプラザ シオミデンキ
カラオケ自遊空間 （株）石坪
ニコニコカプセルホテル ドラッグユタカ福知山厚中店
NPOプラザ barrel-hair
シェアハウス Inés
福知山設備工業(株) body treatment salon the tiger
広瀬・小谷(株) はしもとふとん店
プレザたいち ニトリ福知山店
サロン・ド・ボーテ　アカイ 田中畊石堂
フォトスタジオ　fhans イエローハット福知山店
ヨネヤマデンキ 炭火やきとり　えばら屋
ハマダ電化センター MoMo Café
上新電機(株)　福知山店 平佐仏具
電化ショップオオツキ お城の下で
キャンベル・アーリー愛友堂 さくら美容室

（有）名門堂千原
丹波の奥座敷たかた荘

コーヒーハウス　ホアンカン シビリアン3

福知山市プレミアム付き商品券加盟店一覧

TSUTAYA　AVIX　福知山店
サーティーワン　AVIX　福知山店



（株）マルヨシクリーニング SUPER CENTER PLANT-3
（株）マルヨシクリーニング　長田野店 マックハウス　福知山前田店
STOKED　CYCLE Ash Gran
居酒屋赤ちょうちん プロショップ　サムライ
（株）大阪チェーン (株)岩見電器
グリーンホームセンター福知山店 ミスタードーナツJR福知山ショップ
社会福祉法人　ふくちやま福祉会　あまづキッチン (株)ダスキン三丹
社会福祉法人　ふくちやま福祉会　あまづキッチン　森café 月美屋
（株）でんかショップ足立 Style it
Atelier　h (有)フィールドスポーツショップオーツー
お食事処　金時 (株)塩見商会
(有)山城屋茶舗 ジーユー　フレスポ福知山店
福知山温泉　養老の湯 岸晴食料品店
ﾎﾃﾙﾛｲﾔﾙﾋﾙ福知山＆ｽﾊﾟ 谷義産業(株)　きもの処たにぎ　福知山店
(有)高木精肉店 (有)和光カタヤマ
高木屋　焼肉店 フラワーショップおおつき
ダイソー福知山店 ユニクロ福知山店
(株)こじま とりいち

ドラッグユタカ　フレスポ　福知山店
杉山商店
(株)大嶋カーサービス

(株)たなべ洋装店 ドコモショップ福知山店
Rショップ とりから横町
（株）マックハウス　フレスポ福知山店 (有)大下工務店
食房　和楽 パン工房　ラントブロート
(株)西村屋 青葉
ペッツパーク福知山店 明智茶屋
(株)トータル・メンテナンス・サービス カタシマ福知山店
ミニストップ　三段池公園前店 ドラッグコスモス　岩井店
ミニストップ　福知山羽合店 ドラッグコスモス　石原店
ドラッグユタカ福知山前田店 ドラッグコスモス　福知山駅前店
(株)オクムラ楽器 (有)魚辰
鐵筆堂 丸源精肉店
タブチ眼鏡時計舗 (有)テクテククラブ
ABC-MART　フレスポ福知山店 岩滝文具店
焼肉の天山 まるしん
シャルム 時計・宝石・ダイヤモンド　タニガキ
(株)報国堂 ポプラ福知山店
本庄写真館 (株)魚福
(有)谷牧場 ヘアークラブビギナー
パッケージプラザ・マエハラ モルト・ヴォーノ・ピッコロ
黄治湯薬品 雲原大江山　鬼そば屋
HAIR　88 東武トップツアーズ(株)　福知山支店
ミニストップ福知山インター店 Cocona
コスモライフ北京都 モーターサイクルショップ森下
石井化粧品店 夢の里やながわ福知山店
ウエルシア福知山荒河東店 手づくりの店マミー
ウエルシア福知山昭和新町店 ㈱しまむら　ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ　ﾌﾚｽﾎﾟ福知山店
(株)三字屋楽器店 ㈱辰巳屋商店
チャイルドアキヤマ 江戸前握り華寿司
ふくちやま作業所　ぐるっぽ広小路 Boutique Louise
よこがわ芳林堂 和食さと福知山店
HASI HAUS 橋本工業(株) ファミリーマート福知山荒河店
大衆魚市場　魚屋平兵衛商店 ファミリーマート福知山東羽合店
(株)インテルナモリイ ファミリーマート福知山蛇ヶ端店
舞鶴屋 ファミリーマート福知山広峯典
ヤマザキデンキ川北店 ファミリーマート福知山牧
好美堂 ㈱美津馬
塩見化粧品店 後藤工業㈱
TMD合同会社 上野冷機システム㈱

イオン福知山店直営
＋専門店（コムサイズム・セプドール・ファナー・
ラスコリナス・クリーニングのふらんせ・BBAB・



ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞ京都福知山店 上田自動車サービス工場
㈱オートセレクション福知山 小田垣製菓舗
たかはし履物店 ナカシマ工務店
井元酒店 (有)浪漫亭
つだクリーニング店 美容室　女神
ファミリーマート福知山土師宮町店 美容室　青山
コーナン商事㈱コーナンホームストック福知山荒河店 神戸屋
ホームセンターコーナン福知山店 sora hair make
藤木薬局 Nail school & salon *LBL*
お好み焼き　めだか 日下丸三堂
但馬屋　福知山店 夜久野高原温泉
日本料理　一ゑん やくの本陣

（商工会大江本所受付） （商工会三和支所受付）
毎日新聞　福知山販売所 伊藤リカーショップ
かわて お食事処　ゆきや
ひとみ美容室 カフェレスト　ポコ　ア　ポコ
富士屋金物店 美容室キャンディー
千切屋 ヒトミ美容室
タキノデンキ (株)コメリHG丹波三和店
(有)大江ホンダ販売 へあーさろん　たにぐち
エレガンス髙津 東和酒造㈲
大江観光㈱　大江駅売店 水谷建具店
あしぎぬ大雲の里 三和モーター商会
大江山グリーンロッジ 三和荘
新治石油店 ㈲園福自動車工業
オカモトデンキ(株)
(有)有路石油
ファミリーショップかわだ
アライデンキ
桐村酒店 登録店舗　312店
鬼和味
COMEL8
冨士モータース
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱KFC福知山店
理容　牧野
㈱一安住建
ほほほのほ
86farm・まころパン
吉野家9号線福知山店
ファミリーマート福知山大江町店
真下油店
Italian Restaurant＆Wedding OZ

（商工会夜久野支所受付）
衣川表具店
㈱くさか　夜久野店
㈱くさか　福知山店
ミックコスメティックプラザ福知山
ラ・ボーテ　アールスパ
こやま美容室
㈱夜久野建材
やくの高原市
谷口電気
安達酒店
(有)夜久野自動車整備工場
和風レストラン　はっかく亭
(有)藤本石油
長浜ラーメン一番本店
長浜ラーメン一番福知山駅前店


