「三木市商店街連合会 プレミアムお買い物券」
◎印は7月8日のチラシ掲載以降参加された店舗です

令和4年９月８日現在

共通券・専用券 利用可能店舗
葵庵

グリーンショップ 石田

つぼ八 三木店

宝飾・時計 ヨコヤマ

アウル美容室

健針灸院

d-smart三木店

Hogusun

あざい美容室

珈琲館 サン

電化センター タキイ

ほっとはうす

あまぐり・ジェラート 万寿庵

KOBEYA SPORTS 三木店

天然温泉 湯庵

ホッポ屋 三木本店

Amuser

こさる精肉舎

時計・メガネ やまもと

正井呉服店 サラダ館三木別所店

アロマ健康サロン アロミーユ

コスメティック ひまわり

とだ園芸株式会社

◎ ますや精肉店

アンデパンダ

寿ふとん店

TRYーON

マルシン

いおろい文具株式会社

ごはん処 ありた

トラットリア ヴィーノ

三日月

居酒屋 うっかり八平

酒匠米匠 津田本店

トラットリア・ダ・ルッツォ

三木一貫楼

居酒屋 道

酒のスーパー ビッグマート

丼丸けんちゃん 緑が丘店

三木大村食堂

株式会社 岩本輪業商会

SUNNY DAY café＆Deli

仲上呉服店

三木金物展示館

(株)岩本輪業商会 緑が丘店

さぬきうどん 川久 麦笑

ナカニ雑貨店

一般社団法人 三木市観光協会

うお亭 かき田

サンキュー薬局

ナリス化粧品 西森販売所

みき日楽里

魚利鮮魚店

シェルブール 道の駅みき店

ニューむさし

三木山スイーツガーデン フジキ

右近商店

シェルブール本店

ヌマタサイクル販売

MIKI夢ステーション

英國屋クリーニング緑が丘店

紫苑仏壇店

パーソナルトレーニングスタジオ function

道の駅みき ヤマヒデ店

栄太楼

仕出し御料理 福扇

ハーブ工房みきヴェルデ

(株)美嚢種苗園 岩宮店

SA 三木特産金物（上り）

写真館 三木スタジオ

パソコン教室 パソノア

(株)美嚢種苗園 本町店

SA 三木特産金物（下り）

自由が丘ヌマタサイクル

パティスリー ツルタニ

和洋御菓子 明月堂 志染店

エディオン アクティカナイ

ジュエリーいしかわ 駅前店

花咲みベーカリー

和洋御菓子 明月堂 本店

おうちごはんCaféそらまめ

ジュエリー ハラダ

播州三木 一休庵

メガネ・時計・ジュエリー マルシン

おかざきふとん店

宿原ガーデンテラス・カフェバランタイン

播州三木のとりめしや

メガネ・宝飾・時計のハラダ

御菓子司 一心堂

旬彩レストラン デルパパ

(有)播中社印刷所

森健酒店

お菓子の工房 ナオエ

昇

はんのヤクジン堂 イオン店

やきとり大吉 三木緑ヶ丘店

岡田コーヒーストア

食事処 かぶと

HEAL DOG

焼肉 お多福

岡田青香園茶舗

食堂さくら（三木市役所内）

Beans mama

焼肉こさる 志染店

お好み焼き いその

真～Shin～

PIZZA アルト 緑が丘店

焼肉こさる 三木山店

お好み焼 増田屋

シンエーフーヅ 山陽道三木サービスエリア上り線

ピストリーナ マツヤマ

焼肉の庄 元屋

お好み焼き わが家

すがた屋洋品店

ビストロ・ド・ノブ

焼肉ホルモン ゆうじ

オジェール

寿司・割烹 松葉

美容室 PITAPAT

ヤクジン堂

お食事処・居酒屋 ひなた

寿司 ふくちゃん

美容室 ヨシダ

安田眼鏡店

オステリア・デル・アランチョ

すし功

平井精肉店

やまかね商店

お茶の精華園

すし宗

birica

ヤマザキショップ戸田

◎ ガーデンカフェ Café home

すし処 さくら

ファッショナブルヘアー ノウショウ

(有)山中タイヤ商会

有限会社ガーネットゴルフクラブ

studio moco

ファッション＆インテリア ルナ

ユア資生堂 キノシタ

カイロプラクティック ｎｉｃｏ

スナック ヴィガー

ふきのとう

雪印メグミルク

KAUI❛aloHii

ｓｎａｐーｃｌａｐ！

福栄堂

ようきや

coffee＆freshvegs

花月堂

炭火焼肉 一茶

福祉コンビニ たんぽぽ

妖精館

カジュアルレストラン アン・ファミーユ

炭火焼肉 かしま

福屋

洋品の店 だるま屋

カット＆パーマ 貴公子

SUMIRE

(有)藤井電機

らーめん七福神

ガット張り専門店 HARI JAWS

セブンイレブン三木大塚2丁目店

藤田造園総合センター

Ruban Bleu

割烹 荒川

セブンイレブン三木小林東店

藤田電機

ルアン

割烹 くりやま

セブンイレブン三木本町店

◎ 藤本商店

ローザンヌ

Café 善

創作料理 しゃかりき

藤本美容室

Yショップ カタヤマ

Café Magnolia

染と織 さ栄き

ブティック YOU・ME

和牛亭 和さび

カフェ碧

第一家電ミドリ店

フラワー＆プランツショップ おかもと

和空間喫茶 夢郷

和食 川久

たからだ米商店

フラワーショップ ひまわり

◎ わくわくステーション

キクヤクリーニング取次店

タカラ理容室

フルーツランチKAMEYA

◎ 和菜 芽吹き

岸本人形 三木大村店

竹乃湯温泉

フローリスト シバタ

鷲尾商店

(有)岸本洋品店

ダルマヤ

Hair＆Make APOLLO

ワシオ商店

喫茶 バンビ

馳走庵 一献

ヘアーサロン ニシダ

◎ 1PIECE PIZZA

京料理モダンスタイル 楽菜

張家 北京閣

HAIR MAKE y．Grace

◎ 三㐂

銀座屋 三木店

司寿し

hair design Lien

◎ まるよし

久米長

常深芳寿園

HAIR MAKE ange

◎ 味彩苑

グラス

ベーカリー＆レストラン WAN

◎ ゴルフギアサージ 三木店

◎ 創作うまいもんや ばず

◎ hair salon ｈａｃｏｎｉｗａ

◎ シュープラザ 三木店

◎ sports bar Peach pit

◎ 鉄砲串焼き 酔や栄

◎ FUJIYAKOBE イオン三木店

◎ カラオケ喫茶 サムシング

◎ お好み焼き・鉄板焼き 毘沙門

◎ Ｌａｚｏ

◎ b place hair 柴田

共通券のみ 使用可能店舗
共通券（1セット13枚中7枚）しか利用できません
イオン三木青山店

ココカラファイン 三木店

ナンバホームセンター三木店

マルアイ 三木さつき台店

イオン三木店

JAみのり 道の駅みき直売所

フレッシュバザール三木志染店

JA兵庫みらい グリーンみき

ウエルシア三木青山店

ヤマダデンキ テックランド三木店

フレッシュバザール三木平田店

JA兵庫みらい 三木みらい館

エディオン三木店

トーホーストア 志染駅前店

ホームプラザナフコ三木店

ユニクロ 三木店

カーテンじゅうたん王国 新三木店

トーホーストア 緑が丘店

マックスバリュ恵比須店

◎ ワークマンプラス 三木末広店

コープ志染

ナガサワ食品 道の駅 みき店

マックスバリュ別所店

◎ ディスカウントドラッグ コスモス 別所小林店

コープ三木緑が丘

ながさわ三木店

マックスバリュ三木北店

◎ ディスカウントドラッグ コスモス 青山店

