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154店舗 （五十音順）

あ 相原オートサービス さ spaim（スパイム） は プチハウス まさと
あかまつクリーニング 福崎店 ZUNBURG 福崎本店 ふるさと庵 和ごころ 幟
あかまつクリーニング ライフ店 Se ssa（セサ） ふれあいの店 やちくさ
アグロガーデン 福崎店 セブンイレブン 福崎井ノ口店 フレッシュバザール 福崎店

焼肉 味亭 セブンイレブン 福崎高橋店 hairs FEST（ヘアーズ フェスト）

明日香 福崎店 ソフトバンク福崎 北播文化シャッター販売所
酒楽食彩ダイニング ARAKEN た ㈲大一商会 ほっかほっか亭 福崎店

アルカドラッグ 福崎店 たいの鯛 福崎店 ボンマルシェ 福崎店

アレキサンドル de アバン 福崎店 大陸 福崎店 ま マエダストアー
アングラーズ 福崎店 髙井農園 松岡石油 大門店

いずみ美容室 お好み焼・鉄板焼 田中屋 松岡石油 辻川店

イセダ屋 福崎店 ヘアコンシェルジュ チカモリ マツヤ書房
一姫ラーメン 福崎店 TSUTAYA WAY 福崎店 祭り寿司 福崎店

本格手打うどん 田舎や ディスカウントドラッグコスモス 福崎店 マルアイ 福崎店

革工房 whim（ウィム） 寺谷衣料品店 ミートショップ松井
ウエルシア 福崎駅前店 天下一品 福崎店 ヘアリラクゼーション mieu-fa（ミーファ）

うかいや書店 福崎店 天狗寿司 美香荘
古民家喫茶 動き人 常盤堂製菓㈱ 直販店 ㈲三輪石油
うまいもん横丁 福崎店 豊紙発動機 メガネストアー 福崎店

エディオン 福崎店 トヨタカローラ姫路㈱ 福崎店 もちむぎのやかた
大塚塾 な 中井綜合印刷㈱ モッチモ・パスタ 福崎店

大野酒店 中川設計工房 森崎タイヤ㈱
お菓子のわらいや 福崎店 ナカジマ調剤薬局 駅前店 文珠荘
小川モータース㈱ みんなの味 七笑 や 焼肉 千成
お好み焼ハウス ちびくろサンボ ナンバホームセンター 福崎店 焼肉の牛太 福崎店

か 回転寿司 海舟丸 福崎店 NIPPONIA 播磨福崎蔵書の館 焼肉ハウス 北山
cacaoman's chocolate（カカオマンズ チョコレート） 庭工房おのえ 焼肉 マルヤス
珈琲 茶蔵 CAFÉ-SAKURA は ㈱パーティハウス ボンマルシェ福崎店 やちくさ制服
からあげ専門店 みのや パーム ツリー 工芸呉服 やまつや
㈱ガリバー旅行社 福崎店 ㈱ハシモト企画 有庵
神崎交通㈱ 橋本電気設備 古民家カフェ ゆう庵
神崎石油㈱ はた屋 ゆずり葉
喫茶カラオケ メルヘン パナハウス ごとう電化 ユニクロ 福崎店

喫茶 姉妹 パリミキ 福崎店 ㈱ユニック
喫茶 ラヴリ パリミキ 福崎南店 夢庵 兵庫福崎

靴とはきもの 木村屋 シフォンケーキとプリンの店 HARUN 吉田薬局
キリン堂 福崎店 ハロウィン 読売センター福崎
楠田商店 パン工房 幸福堂 ら らーめん八角 福崎店

楠田設備工業㈱ ひいな農園 ライフ 福崎店

クリーニングショップ小西 Pizzeria da FIORE（ピッツェリア ダ フィオーレ） Re mine（リマイン）

グルメミートにしおか 日野はりきゅう IN 福崎 理容しみず
くれよん 美容室 ラフィン ヘア ワークス リラクゼーションサロン紅縁
食べ処 くろすけ ファミリーマート 福崎辻川西店 Lucia（ルシア）

神戸唐唐亭 福崎店 ファミリーマート 福崎南インター店 Luna Nuova（ルナ ヌォーヴァ）

小林自動車サービス部 ㈱フィールウッド ロッテリア 福崎ライフ店

コメリ ハードアンドグリーン 福崎店 フォトスタジオ カワモト わ ワークショップオオツキ 福崎店

さ サラダ館・こびとぱん 福崎店 ㈲福崎石油
さろん・ピュアムック 福崎町駅前観光交流センター  ･････ 小売（食料品・日用品）

お食事処 三福 福崎町辻川観光交流センター  ･････ 小売（薬局・ドラッグストア）

しまむら 福崎店 福崎東洋ゴルフ倶楽部  ･････ 小売（衣料品）

志水プロパン店 フクナガバイシクルショップ  ･････ 小売（その他）

ジョーシン 福崎店 福永仏壇店  ･････ 飲食店

㈲新栄自動車整備商会 ㈱ふくもと  ･････ サービス
SOURIRE 藤田理容  ･････ 理容・美容

※追加取扱店につきましては、福崎町公式ホームページにて随時更新していきます。  ･････ 建設・住設関係

福咲スマイル商品券 取扱店一覧

商品券取扱店 商品券取扱店 商品券取扱店

【お問い合わせ】 福崎町地域振興課 TEL 0790-22-0560 （内線391）


