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豊岡・朝来エリア

TOYOOKA

1かばんのたなか
2 ハンバーグのビアドリット 豊劇店
3 割烹 かわむら
4 大幸商店
5 株式会社マルサ製菓
6 台湾カフェ 福苗
7 やくの麵業株式会社
8 株式会社兵庫バークセンター
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　兵庫県北東部に位置し、県内で最も面積が大きい市です。
全国的に有名な城崎温泉をはじめ、西日本屈指の神鍋スキー
場、皿そばで有名な出石城下町や地域ブランド「豊岡鞄」など
見どころが満載です。

また、古くからコウノトリを保護してきた地域であり、
現在では日本で最後となる野生コウノトリの生息地となっ
ています。

豊岡市
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ASAGO

　豊かな自然と数多くの遺産があります。茶すり山古墳を始
めとする多くの古代遺産、国史跡の竹田城跡や史跡の生野銀
山などの中世から近世にかけての遺産、また、由緒ある神社・
仏閣・各地に伝わる伝統芸能などの歴史文化遺産、それから
四季折々の自然に包まれたキャンプ場、公園、温泉などが市
内には数多くあり、これらの多くの遺産を有効に利用しつ
つ、未来へつなぐ兵庫中央交流都市「あなたが好きなまち・朝
来市」をめざします。

朝来市

1かばんのたなか

5% 割引（特価品・飲食品除く）特典

豊岡市日撫 390-1

0796-22-5315
https://tanakasangyo.jp/

鞄・革小物
日本最大級の売場面積を誇る豊岡の鞄専
門店。豊岡鞄の直売を行っていますが、
鞄の製作体験も出来ます。城崎温泉等へ
の観光の際には是非お立寄りください。

豊岡支店

2ハンバーグの
ビアドリット 豊劇店

5,000 円以上の注文で、冷凍ハンバーグ（但馬牛）
を１つプレゼントします！特典

豊岡市元町 10-18

0796-34-6257
https://viadritto.com/toyogeki/

但馬牛ハンバーグ

豊岡支店

5株式会社マルサ製菓

醤油味、ピリ辛味、丹波黒大豆ともに販売価格
350 円（税込）から 20 円引きでご提供。特典

朝来市石田 1185

079-677-1602
http://www.marupon.jp/

ぽんせん（醤油味、ピリ辛味、丹波黒大豆）

昔ながらの製法で焼き上げ
られ、天然系の甘味料の甘
みと蔵造り醤油の豊かな香
り、口中に広がるさっぱり
と香ばしく昔懐かしい素朴
な味の「ぽんせん」をご提
供します。

朝来支店

7やくの麵業株式会社

ご来店いただき、3,000 円（税込）以上の
お買い物で粗品プレゼント！特典

朝来市山東町溝黒 421番地

079-676-2130
http://www.yakunosoba.co.jp/

半生にしんそば 6人前セット

国内産そばを自社製粉した夜久野そば
とにしんの甘露煮の 6人前セット
その他、生ラーメン、冷やし中華麺、
うどん等も取り揃えています。

【価格】▶半生にしんそば６人前セット
3,200 円（税込）

朝来支店

8株式会社兵庫バークセンター

10 袋購入で 1袋サービス特典

朝来市上八代 108

079-677-0467
http://www.barkcenter.sakura.ne.jp/

兵庫のマルチバーク（50リットル）

花壇や庭園等の植栽の総仕上げに
使用するマルチング材です。雑草
抑制、土壌の水分保持、地温の保
護に役立ちます。その他、田・畑
などの土壌改良用のバーク堆肥も
揃えております。詳しくはホーム
ページをご覧ください。
【価格】▶1袋　500 円（税込）

朝来支店

6台湾カフェ 福苗

700 円以上のご注文で 50 円引き特典

朝来市和田山町竹田中町 203‐2

090-4496-8499

マンゴーかき氷

竹田城のふもと、JR 竹田駅
近くで台湾を味わえるカ
フェです。期間限定のかき
氷（5月～ 10 月）やランチ、
ケーキ、飲茶、飲物、台湾
茶などのメニューとなって
います。

【価格】▶830 円（税込）

朝来支店

3割烹 かわむら

食後のデザートをサービス特典

豊岡市泉町 14-16

0796-22-5777

お寿司ランチ（ミニうどん付）

豊岡支店

4大幸商店

10% 割引（対象外有り）特典

豊岡市城崎町来日 205-1

0796-32-0877

海産物 土産店

豊岡支店
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営業時間▶月曜～金曜　9:00 ～ 17:00 営業時間▶金・土・日曜10:00 ～ 16:00

営業時間▶月曜～金曜　9:00 ～ 16:00 営業時間▶月曜～金曜　9:00 ～ 16:30

ハンバーグ専門店のレストラン
「ビアドリット」。但馬牛を贅沢
に使用した自慢のオリジナルハ
ンバーグが人気メニューです。
ふわふわのハンバーグを是非ご
賞味ください！

季節の旬、山の幸、海の幸、日本海産
の新鮮ネタを使った料理の数々が堪能
できます。コース料理（要予約）も承っ
ており、予算に合わせたプランをご用意。

彩りも豊かで、目でも
お楽しみいただけま
す。ご堪能ください。

獲れたての生きた海産物が盛り沢山のお土産売場です！
店内にはバーベキュースペースもご用意。その場で新鮮な味を
お楽しみください！
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