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登録店舗名 住所 TEL 具体的な事業内容

鉄板ごぶりん 中町5-4 079-564-3090 鉄板居酒屋

炭火焼鳥料理 鶏あえず 中央町11-11 079-559-1526 居酒屋

手包み餃子 國森惣店 中央町11-14 079-558-7744 居酒屋

九丁目酒場 中央町9-19坊音ビル1F 079-564-2080 居酒屋

三田の酒場　わっしょい 駅前町8-37スギオビル1F 079-562-3939 居酒屋

わら焼き酒場 中央町2-24 079-565-6660 居酒屋

手作りピザ＆居酒屋　のどか 高次2-1-25 079-559-0141 居酒屋

嬉らく人 相生町1-40相生スカイパーク１Ｆ 079-562-2951 居酒屋

大衆酒場アニトラ 中央町11-14 079-556-7011 居酒屋

いろり燻 駅前町4-27b 079-559-7786 居酒屋

こおちや 中町２－１２ 079-563-1144 居酒屋

ありまや三田 駅前町４－３ 079-558-7133 居酒屋

肉男 駅前町8-39-202 079-559-0559 居酒屋、バル

サムギョプサルりょうま 相生町26-21シャルダン三田1階 079-506-0493 居酒屋

日本料理桶屋町　神田 中央町15-24 079-509-1529 日本料理

鮨・季節料理やわらぎ 福島428-2 079-567-2245 和食

ごはん家 Tasuke 中央町4-24 079-564-8844 和食料理店

にしか和 駅前町8-7 1階 079-569-8080 和食料理店

三福 駅前町8-39 079-559-0124 和食料理店

かつ福 福島412 079-567-0203 和食料理店

蔵人 中央町10-13三田中央第2ビル1階 079-562-2230 和食料理店

希望軒・新三田店 貴志2064-2 079-562-1236 ラーメン店

博多らーめん 六寶 寺村町4440 079-564-1666 ラーメン店

一番軒三田店 横山町9-26 079-555-6611 ラーメン店

博多麺々三田店 中央町2-6 079-563-1118 ラーメン店

田所商店　三田店 寺村町4463-1 079-556-5550 ラーメン店

ハルピン味噌らーめん大蔵 南が丘1-50-3 079-556-8355 ラーメン店

塩と醤　三田駅前サテライト店 駅前町1-46 079-563-2036 ラーメン店

福助仕出しセンター 南が丘1-50-25 079-563-1660 仕出し料理

かつ丼吉兵衛　三田店 対中町9-12 079-559-0888 かつ丼・とんかつ店

チャイナダイニングリゥ 中央町12-1 079-569-8366 中華料理店

韓国酒場　明洞市場 駅前町4-27 079-555-6115 韓国居酒屋

韓国創作料理　泰治 西山２丁目２８－２　ﾛｲﾔﾙｽｸｴｱA－101 079-563-6966 韓国料理全般

〜お箸で食べる〜蕎麦とフレンチ仁木家 下田中753−1 079-564-3143 フランス料理

ブラッスリーアジャン 三田町30-7 079-564-0170 フランス料理

Trattoria ACCADI 駅前町8-39-201 079-562-5578 レストラン

Chez Hiro 南が丘１丁目22-11 080-4487-2829 レストラン

株式会社よしだや 下井沢412 079-567-1107 レストラン

caelu cafe keroro 西山2-28-2　A-202 079-562-5660 レストランカフェ

串カツ七福神三田店 中央町4-24　井殿テナント 079-563-1194 飲食業

おととごはん味保 中央町１０－１６ 079-556-7185 焼魚定食店

酒井の酒店　陽（はる） 三輪２－３ー２０ 090-1917-5298

シカゴピザ三田店 南が丘2-13-47 079-563-5300 ピザの宅配

neo鉄板焼きバル　もじお 中央町11-18 079-555-6377 飲食店

しい茸ランドかさや 上相野373番地 079-568-1301 観光、農産物収穫体験、飲食

寿司とおでんのこやま 三田町2-6 079-553-0776 お寿司とおでん寿司　居酒屋

串かつダイニング和愛 駅前町6-2 079-551-0235 居酒屋

煮こみやりん。 中央町12-5 079-568-8077 居酒屋

ファミリーバルたまねぎあたま 西山2-28-2ロイヤルスクエアB101 079-551-1220 飲食店

自遊空間　Ami 三田町２９－９ 079-564-2052 喫茶、コンサート他

CAFFE STELLA 天神1-3-1郷の音ホール１F 079-562-5595 カフェ、ランチ

トレントゥーノ 西山2-1-13 レトワールS1F 079-562-1662 イタリアン

ビストロ　Fun D Table 三輪2丁目1-19 090-2195-0141 洋食レストラン

三田市商工会プレミアム商品券　ご利用可能店舗一覧



登録店舗名 住所 TEL 具体的な事業内容

カレーハウスCoCo壱番屋　三田寺村店 寺村町4438 079-553-5738 カレーライスの販売

カトマンドゥカリーPUJA　三田 南ケ丘2-3-27 079-565-6200 ネパール料理の提供

ままごとや 天神２－４－１５ 079-564-1988 レストラン及び弁当製造販売

FReeY Café 川除144-18 079-562-3395 カフェ

やりばんが 大原713-1 079-509-0143 肉料理店

大衆焼肉ホルモンやまだ 駅前町8-1 079-559-2955 焼肉店

三牛志藍屋 下相野３１９－２２ 079-568-0052 肉料理

ステーキ食堂マッセ 中央町4-33 080-5354-2145 和牛メインのステーキを提供

Bar&Diner Tres 中央町10-13-3F 079-564-8039 ダイニングバー

DINING　BAR　駅前倉庫 駅前町8-35 079-556-7330 ダイニングバー

バーこむらさき 中央町11-1-１F 079-563-1212 カウンターバー

創作串揚げ　くしん 駅前町4-27-c 079-565-9488 串揚げ居酒屋

肉のマルセ 下相野306-3 079-568-0298 精肉の販売

松風地どり 志手原815-10 079-550-0558 鶏肉生産販売業、飲食業

サンポッポベーカリー本店 三輪1-6-12 079-563-7037 パン製造販売

サンポッポベーカリー駅前店 駅前町6-33 079-553-2000 パン製造販売

日本料理　多恵 下深田750-5 079-564-1543 日本料理

中国菜　暢叙園 横山町3-8 079-558-8181 中国料理店

居酒屋ブレイバーズ 相生町1-39 090-7961-9287 居酒屋

登録店舗名 住所 TEL 具体的な事業内容

きねや菓舗 三田町17-18 079-562-2233 和菓子製造・販売

松栄堂 駅前町２－１キッピーモール１F 079-563-7352 和菓子製造販売

西村清月堂 三輪２丁目７－１ 079-562-0345 和生菓子製造販売

placebo 西山2-1-3 079-506-1503 パン製造・小売

チキンハウス鳥一 駅前町6-36 079-562-5623 生鮮鶏肉、鶏肉加工販売

お茶の松島園 中央町16-2 079-562-2887 日本茶、健康茶販売

株式会社たんばや米穀店 下深田80-1 079-564-3766 米穀販売

吉本商店 駅前町10-3 079-562-2267 三田・丹波の特産品販売

Nspet けやき台3丁目73-3 090-3928-1082 ペットのおやつ

平野薬局 駅前町8-40 079-562-2120 薬局

㈱マエナカスポーツ 南が丘1-40-5 079-564-5570 スポーツ用品販売、GYM

ヨシムラ 駅前町2-1 キッピーモール105B 079-562-4467 眼鏡、時計、貴金属販売

ふりそでなないろ 高次1-1-33　三田ヴィラオートリ1F 079-555-6266 着物販売、レンタル事業

田中呉服店 南が丘1-5 079-564-2148 呉服、洋服、宝飾品販売

有限会社脇田燃料 中央町４－２５ 079-564-2302 住宅設備施工・販売

幸田家具 駅前町７番３３ 079-562-2557 家具販売、ｵｰﾀﾞｰｶｰﾃﾝ、ｶｰﾍﾟｯﾄ

エディオン三田対中店 対中町１９－１２ 079-558-7158 家電販売

ふとんの西村 中央町15-25 079-564-2210 寝具

ベルタチブキ 中央町6-2 079-563-0123 衣料品・日用雑貨等売

有限会社三京社書店 南が丘１－５０－２５ 079-562-2553 書店

本となごみの空間　オクショウ 中央町16-3 079-562-3030 ブックカフェ

シャディ ライフ 高次2-15-23 079-563-4141 贈答品販売

グリーンハウス　アップル 下相野391-1 079-568-1377 パン・食料品販売

わくわくハウス　オーギノ 下相野391-1 079-568-1377 家電製品の販売

神戸医療福祉専門学校内売店 福島501-85 079-564-0588 パン、弁当、ラーメン、一般食品

読売センター三田西 上相野186-4 079-560-0444 新聞販売

大東 三田町29-12 079-562-6261 事務用品、文具、OAサプライズ

オートショップKOUKS 西野上357植井ファームビル1F 079-567-0819 オートバイ販売修理

モトショップ　コンノ ゆりのき台2-39-9 079-559-2456 オートバイ販売・買取・修理

花いちもんめ 中央町１０－１１ 079-563-3252 生花販売
株式会社北摂家電 つつじが丘南3-1-19 079-568-0303 家電製品販売
三田ローズガーデン 三輪２－１－１２丹商ビル２０１ 090-7762-1954 天然石の鑑定販売、ﾛｰｽﾞｵｲﾙ商品

平瀬楽器 三田センター 中央町１５－１６ 079-563-3600 楽器小売、音楽教室

Ruban 中央町3-11親和ビル1F 080-6186-6046 婦人服・子供服・雑貨



登録店舗名 住所 TEL 具体的な事業内容

丹波屋 南が丘2-2-21 079-562-4552 佃煮、松茸昆布等販売、喫茶

フラワーショップアリスの園 対中町3-14 079-559-1187 園芸店、生花販売等

手づくりクッキー専門店　マールレンシコ 西山2-27-28 079-564-1051 焼き菓子製造販売

洋服の青山　三田学園前店 南が丘2-12-36 079-562-5613 紳士服および洋品販売

ペットワールド　アミーゴ三田店 南が丘2-12-36 079-562-5613 ペットフード、用品、生体の販売、トリミング、ペットホテル

スギ薬局三田店 三輪四丁目5番20号ミスミモール内079-569-7334 ドラッグストア

スギ薬局三田富士が丘店 富士が丘2丁目7番地1モールラフィーネ内079-555-6401 ドラッグストア

スギ薬局あかしあ台店 あかしあ台1丁目51番地8 079-556-5402 ドラッグストア

スギ薬局三田三輪店 三輪四丁目1番1号 079-556-5155 ドラッグストア

ジャパン三田本町店 相生町9-18 079-559-0033 ドラッグストア

登録店舗名 住所 TEL 具体的な事業内容

OLIVE hair luce すずかけ台２－２－１ 079-565-7697 美容院

OLIVE hair feel 中央町９－２７ 079-562-2288 美容院

川辺屋美容室　駅前店 駅前町４－１ 079-562-2855 美容一般

川辺屋美容室　武庫が丘店 武庫が丘３－４ 079-562-2323 美容一般

サロンドリュクス 高次2-5-4 MOOビル1F 090-9865-2491 美容室

美容室プロフェッショナル けやき台３−４６−４ 079-564-6448 美容院

カット王国ハイ 武庫が丘7-2-３ 079-562-5400 理容室

ヘアーブランド　エスポアール 西山2-28-7 079-559-2277 美容院

ヘアーサロンよしのり 相生町５－１４ 079-564-5425 ヘアカット、毛染め、パーマ、着付け

髪質改善ヘアデザインアール 駅前町10-3 079-559-6636 美容院

Salon de SoLA 上井沢285アネシス広野103 079-509-0335 トータルエステサロン

メンズ専用サロン　Cielboy けやき台3丁目73-3ｴﾑｸﾗｽｶﾞｰﾃﾞﾝ内203 079-509-0350 メンズ専用脱毛サロン

N＋GYM 南が丘1-38-7 079-555-6644 トレーニングジム

ゑびすや　スナミ 中町6-1 079-562-2526 化粧品・衣料品販売、ﾌｪｲｼｬﾙｴｽﾃ

化粧品のマツウラ 駅前町2-1 キッピーモール1階外店舗 079-562-2605 化粧品販売、エステサロン

カイロオフィスシエスタ 弥生が丘1-1-1フローラ88 303号室 079-562-7833 カイロプラクティック、もみほぐし

エムズサロン三田店 すずかけ台2-3-3えるむプラザ2F 079-558-8810 ネイルサロン

登録店舗名 住所 TEL 具体的な事業内容

えるむプラザトラベルサロン すずかけ台2-3-1　えるむプラザ2F 079-556-5591 旅行会社

兵庫トラベル 相生町9-18 079-553-8223 旅行業

カラオケクラブDAM 三田駅前店 駅前町8-37スギオビル2,3F 079-564-2122 カラオケ店

岡尾自動車株式会社 大原520-1 079-563-6106 自動車販売　整備

株式会社山本自動車 下井沢554-4 079-567-0061 自動車整備、販売

三田タクシー株式会社 中町17-4 0120-563-775 タクシー事業

三田観光バス株式会社 中町17-3 079-562-1515 観光・送迎バス事業

三田スポーツクラブゴルフ練習場 尼寺835-1 079-563-3050 ゴルフ練習場

olive*green LIFE そうじと片づけ。 けやき台5-1-1 080-5321-1163 整理収納、家事代行

クリーニングおさき　本店 川除45-3 079-564-6828 クリーニング

クリーニングおさき　高次店 高次9-22 079-563-3395 クリーニング

クリーニングおさき三田駅西店 中央町2-22 079-562-6096 クリーニング

クリーニングおさきコープ三田西店 富士が丘2-7 079-564-0854 クリーニング

クリーニングNAVIおさき　ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ店 けやき台1-10 079-556-5876 クリーニング

クリーニングNAVIおさき　ゆりのき台店 ゆりのき台2-1-24 079-506-8772 クリーニング

アイリード 川除402-1 078-903-3566 建設業
行政書士森田幸生事務所 川除353-1 創水ビル2F 079-553-0766 行政書士

渡部達二税理士事務所 駅前町10-7西浦ビル302 079-564-6640 税理士事務所

有限会社サンフォトタカハシ 相生町２４－１４ 079-562-4120 写真用品販売、写真撮影業

美好カメラ 駅前町8-36 079-562-2121 写真館

小西鍼灸整骨院 天神2-6-5　イマガキビル１F 079-563-5770 鍼灸、整骨業務

髙松治療院 中央町９－３３ 079-562-3220 整体・マッサージ・理学療法

訪問鍼灸院まんまる堂 南が丘1-12-1ファーシルマンション504 0120-500-756 「歩行障害」専門訪問治療院

㈲美除貞石材 南が丘1-55-4 079-5632-2835 石材施工・販売

株式会社コーヨー 大原633 079-563-3890 工務店



庭楽育株式会社かね庵 末1893-2 079-550-0789 外装工事・お家まわり・お庭

株式会社田中産業 中央町16-2 079-562-4667 LPガス販売・上下水道工事

株式会社ヴィンテック 南が丘２-1-14 079-559-6420 設計・施工・建築

登録店舗名 住所 TEL 具体的な事業内容

株式会社山本工作所 中町7番36号 079-564-4896 総合設備工事（給排水衛生設備等）

株式会社コタニ住研 南が丘１－４０－３４ 079-563-1121 工務店
株式会社深谷工務店 三田町8-43 079-564-5000 工務店
株式会社あおぞらペイント 池尻55-3 0120-41-4510 外装リフォーム
㈱堂本 小柿1308 079-569-1121 工務店、リフォーム業
㈲どうゆうでんき 三田町３２－６ 079-562-4057 電気小売及び工事、リフォーム

HEREN編集室 南が丘1-38-7 070-8385-8074 広告掲載
株式会社サブ・グリーン 池尻411-2 079-561-2131 人材サービス、商品梱包加工

仙代テック株式会社 東本庄2068-1 079-560-0410 水製造、ﾎﾞﾄﾙｳｫｰﾀｰ、災害備品販売

WSG㈱ 長坂622-1 079-568-0234 自動車ガラス販売
関西ガーデン㈱ 香下670 079-564-5146 造園・土木業
ANT English School けやき台4丁目12-6 079-505-2622 英会話教室

※全ての店舗で、紙チケット・電子チケット両方ご利用いただけます.


