
ポイント獲得ウォーク 

■協賛施設⼀覧（計 87 施設） 

店舗・道の駅 

⿃取市 道の駅 ⻄いなば気楽⾥ ⿅野町岡⽊ 280-3 

⿅野おもしろ市場 ⿅野町今市 418-2 

⿃取市⿅野往来交流館 童⾥夢 ⿅野町⿅野 1353 

⿃取画材 元⿂町 1-116 

⽟⽥や 川端 2-124 

⿃取市ふるさと物産館（まちパル⿃取） 末広温泉町 160 

浜湯⼭果実組合 福部町湯⼭ 37 

⼭湯⼭果実組合 福部町湯⼭ 680-7 

砂丘会館 福部町湯⼭ 2164 

プリン専⾨店 Totto PURIN 福部町湯⼭ 2161-657 

梨⼀筋百年 さんこうえん 福部町湯⼭ 1973 

砂丘センター ⾒晴らしの丘 福部町湯⼭ 2083 

新温泉町 ⻄⾕商店 居組 435 

⿂寄 諸寄 3268-1 

⼭⻑商店 諸寄 516-2 

(株)マル海渡辺⽔産 芦屋 853 

ナカケー ⽩川店 浜坂 738 

⾹美町 道の駅あまるべ ⾹住区余部 1723-4 

海鮮マーケット 海の蔵 ⾹住区七⽇市 136-1 

CRUMB bread & coffee ⾹住区七⽇市 398-1 

(株)ハマダセイ直売店 かに物語 ⾹住区境 1111-10 

(株)カネニ直売店 ⾹住区上計 1133-4 

マルコ⼭本商店 ⾹住区沖浦 911-8 

マルサン寺川⽔産（直売店） ⾹住区沖浦 911-8 

にしとも かに市場 ⾹住区⾹住 1452 

カネゴ フードセンターともだ ⾹住区沖浦 1052 

遊漁館 ⾹住区若松 748 

チコマート佐津店 ⾹住区無南垣 284 

豊岡市 城崎マリンワールド 販売本店 瀬⼾ 1090 

京丹後市 間⼈アイスキャンデー 丹後町間⼈ 1856 

塩幸商店 京丹後市丹後町間⼈ 2290 

道の駅てんきてんき丹後 京丹後市丹後町⽵野 313-1 



京丹後市 ベルマート あさだ 京丹後市丹後町間⼈ 2041 

平七⽔産株式会社 京丹後市丹後町間⼈ 1789-1 

喫茶・飲⾷店 

⿃取市 コーヒー＆カレー五島 ⻘⾕町⻘⾕ 4298-1 

KITCHEN いただき ⻘⾕町⻘⾕ 4027-1 

⿅野そば処 ⿅野町今市 418-2 

⿅野そば道場 ⿅野町⿅野 2448-9 

パーラー株湯 吉岡温泉町 466 

⾨脇茶屋 ⿃取市覚寺 619-1 

砂丘の家 レイガーデン カフェ 福部町湯⼭ 2164-804 

さんこうえん砂丘店 福部町砂丘 

お⾷事処「あじろや」 

浦富海岸島めぐり遊覧船乗場内 

⼤⾕ 2182 

あじろカフェなだばた 網代 118-58 

御⾷事処 ⽇よし 浦富 2475-49 

Cafe ニジノキ 浦富 2283 

ティールーム ナカノ 浦富 2475-333 

レストラン アルマーレ 陸上 34 

新温泉町 chiffonese（シフォネーゼ） 居組 487 

浜坂温泉 ⿂と屋 芦屋 663 

⾹美町 KAN-ICHI ⾹住区七⽇市 308 

⼣⾹楼しょう和内 1F プラージュ ⾹住区七⽇市 312-1 

中華 ⽩⿓ ⾹住区⾹住 1456-1 

ほかほか弁当 ⾹住区⾹住 1484-1 

かに⼋代 れんが亭 ⾹住区⾹住 1452 

三七⼗鮨 ⾹住区⾹住 1772 

海岸通り前⾷堂 きん⿂ ⾹住区⾹住 1851-7 

古⺠家喫茶 岡⾒ ⾹住区⼀⽇市 93-2 

⽇本⼣陽百選の温泉宿 三七⼗館 ⾹住区境 906 

⼭珍飯店 ⾹住区沖浦 986-3 

豊岡市 おっとっと ⽵野町⽵野 697 

オルト・ミーオ ⽵野町⽵野 50-12 

カフェ＆レストラン テラス 瀬⼾ 1090 

ジオカフェ（⽇和⼭海岸ガイドセンター） 瀬⼾ 1090 

京丹後市 間⼈テラス My Sunshine 丹後町間⼈ 5501 



京丹後市 居酒屋 エビス 丹後町間⼈ 638-1 

温泉・⽂化施設 

⿃取市 国⺠宿舎 ⼭紫苑 ⿅野町今市 972-1 

温泉館ホットピア⿅野 ⿅野町今市 418-2 

吉岡温泉会館⼀ノ湯 吉岡温泉町 666 

国指定重要⽂化財 仁⾵閣 東町 2-121 

砂の美術館 福部町湯⼭ 2083-17 

新温泉町 ユートピア浜坂 浜坂 1352-1 

浜坂先⼈記念館 以命亭 浜坂 1208 

浜坂温泉保養荘 浜坂 775 

豊岡市 北前館 ⽵野町⽵野 50-12 

京丹後市 花ゆうみ 網野町浜詰 256-1 

浅茂川温泉 静の⾥ 京丹後市網野町浅茂川 1449 

琴引浜鳴き砂⽂化館 京丹後市網野町掛津 1250 

丹後温泉はしうど荘 丹後町間⼈ 632-1 

ガイド・アクティビティ 

⿃取市 とっとり観光ガイドセンター ⼤杙 47-15 

⾹美町 ⼩代ガイドクラブ（⼩代観光協会内） ⼩代区神⽔ 739-1 

京丹後市 琴引浜ガイドシンクロ 網野町掛津 1250 

岩美町 浦富海岸島めぐり遊覧船 ⼤⾕ 2182 

新温泉町 ジオ sen.s 芦屋 355-2 

豊岡市 NPO法⼈かんなべ⾃然学校 ⽇⾼町名⾊ 85-76 

海の家メリ AdventureTours ⽵野町切浜 1048 

京丹後市 京丹後 135°EAST 京丹後市網野町浜詰 756-3 

 


