
たんば商業協同組合 72-0112 柏原町母坪335-1 平日 9：00-17：00

中兵庫信用金庫本店営業部 82-1310 氷上町成松226-1 平日 9：00-15：00
中兵庫信用金庫柏原支店 72-2401 柏原町柏原269-1 平日 9：00-15：00
中兵庫信用金庫石生支店 82-6036 氷上町石生715-16 平日 9：00-15：00
中兵庫信用金庫青垣支店 87-1010 青垣町佐治615-1 平日 9：00-15：00
中兵庫信用金庫春日支店 74-0437 春日町黒井1320-1 平日 9：00-15：00
中兵庫信用金庫谷川支店 77-0355 山南町谷川2017 平日 9：00-15：00
中兵庫信用金庫市島支店 85-1010 市島町上田496-2 平日 9：00-15：00

店舗名
店舗電話

番号
店舗住所

カード
対応

チャージ店

エース石油株式会社 70-8038 山南町草部72-3 ○ 〇
鹿の匠 丹波 77-1870 山南町南中113-6 ○ 〇
大地モータース 76-0067 山南町和田272-16 ○ 〇
丹波市立薬草薬樹公園　丹波の湯 76-2121 山南町和田338-1 〇 〇
御菓子司　藤屋 77-0146 山南町井原411 ○
てらミート 70-5100 山南町奥182-9 ○
石垣商店 76-0378 山南町小畑125 ○
小畠モータース 76-0235 山南町小野尻481-9 ○
まるいし薬局 谷川店 77-3077 山南町谷川2030 ○
まるいし薬局 76-0104 山南町和田282 ○
竹田食料品店 76-1616 山南町和田289-2 ○
(株)オートショップタカスギ 76-0336 山南町和田543-1 〇
フレッシュバザール山南店 77-2740 山南町奥183
ローソン 丹波市山南町奥 70-0018 山南町奥字丸山172-1
寝具の店　さんわ 77-0621 山南町岡本28-1
三喜屋 77-0131 山南町岡本84-9
寿司光 76-1518 山南町梶65-1
オアシスカットサロン 77-3353 山南町前川558-1

地域取扱店一覧表

主要チャージ場所

地域取扱店のチャージ店舗は通常の営業内でのチャージとなりますので、お時間がかかる場合があります。
従業員様の指示に従っていただけますようよろしくお願いいたします。

山南町



ローソン 山南町草部 70-8058 山南町草部247-1
株式会社横谷モータース 76-0322 山南町草部345-2
大喜自動車工業（株） 77-0495 山南町谷川292-１
サラダ館山南店 77-0307 山南町谷川476
時保堂時計店 77-0174 山南町池谷111-7
いづみや 76-0053 山南町和田1200
茶寮　ひさご 76-0089 山南町和田132-1
いづみや製菓 76-0153 山南町和田190-2
(株)横谷 76-1164 山南町和田255
マコトヤ 76-0012 山南町和田259
徳岡調剤薬局 76-1028 山南町和田272-15

店舗名
店舗電話

番号
店舗住所

カード
対応

通常ポイント
チャージ店

安食の郷 神戸高見牛牧場直売所 85-4129 市島町勅使1037-4 ○
荻野石油 85-0153 市島町上竹田1083 〇
ドラッグＢ＆Ｏ薬局 85-0515 市島町上田506-1 〇
コンフェクト　タナカ 85-2583 市島町市島399-3
山名酒造（株） 85-0015 市島町上田211
あいの手 85-3888 市島町上田269-2
グルメリア但馬　市島店 85-2612 市島町上田46
フレッシュバザール 市島店 85-3100 市島町上田501-6
でんこうしゃ 85-2640 市島町上田530-1
ローソン市島上田店 85-2792 市島町上田988
小谷製菓 85-0678 市島町上牧663-1
福井石油 市島給油所 85-0070 市島町東勅使277-3

店舗名
店舗電話

番号
店舗住所

カード
対応

通常ポイント
チャージ店

（株）ヤマカ 74-0043 春日町黒井1282 ○ 〇
コスメティック コミュニティ ココ 74-2882 春日町黒井1449-1 ○ 〇
よしみや 74-0014 春日町黒井1572 ○ 〇
ファッションショップ  オオツキ輝店 74-2479 春日町朝日626-6 ○ 〇
電化ランドおおつき 74-1133 春日町野村2001-1 ○ 〇
むしろや百貨店 75-0057 春日町国領1069 ○
(有)徳寿園 75-0302 春日町中山1273 ○
芦田石油春日インターセルフSS 70-3339 春日町野村2485-1 ○

市島町

春日町



無鹿リゾート 88-5252 春日町下三井庄1017-1
キッチンたわや 78-9354 春日町古河301
美響堂 75-0583 春日町国領877-2
ブティックうえみ 74-0330 春日町黒井1491-1
ラブリーメイト かとう 74-0833 春日町黒井1573-1
荻野畳店 74-0415 春日町黒井1931
メガネ・時計ジュエリー　タムラ 74-0402 春日町黒井2040-1
うどん・そば処　千城 74-0901 春日町黒井2236-1
フレッシュバザール 春日店 74-3951 春日町黒井2248
炉端焼　いろはのい 74-0804 春日町七日市117
フードファクトリー ココモ春日店 74-3271 春日町七日市648
道の駅丹波おばあちゃんの里 70-3001 春日町七日市710
吉吉 90-4649-109春日町小多利71-2
ヤマザキショップ おぎの 75-0322 春日町中山511-1
本家かまどや春日店 74-2678 春日町平松390-1
丹波の宿恵泉 74-1873 春日町平松400-1
丹波の蕎麦処たかはし 78-9151 春日町平松526
夢の里やながわ本店 74-0123 春日町野上野920
ローソン春日インター店 74-0800 春日町野村2109-1

店舗名
店舗電話

番号
店舗住所

カード
対応

通常ポイント
チャージ店

サラダ館 青垣店 87-0549 青垣町小倉170 ○ 〇
（有）グリーンオートサービス 87-0559 青垣町西芦田328 ○ 〇
(株)新興自動車エスケーオートセンター 87-0471 青垣町栗住野250-3 〇 〇
サンシティなかがわ 87-0023 青垣町小倉886-1 〇 〇
青垣ミートセンター 焼肉いっちゃん 87-1129 青垣町佐治105-1 ○
明治屋薬局 87-0021 青垣町佐治6-1 ○
御菓子司　荒木本舗 87-0108 青垣町小倉891-6 ○
太田檜雲堂（表具） 87-1639 青垣町佐治580 〇
フレッシュバザール青垣店 80-5700 青垣町佐治1-1
光電器設備 87-1030 青垣町佐治540
昭和堂 87-0017 青垣町佐治550
依田資生堂 87-0005 青垣町佐治575
アオクラ 87-0569 青垣町佐治588-2
大阪屋デンキ 87-0030 青垣町佐治621
ビューティークリニックサロン　やなぎ 87-1666 青垣町佐治812-6
アダチ電化サービス 87-0187 青垣町市原924-3

青垣町



ニュー青垣SS 87-0003 青垣町西芦田475
Yショップ　青垣 87-1178 青垣町西芦田503-1
道の駅あおがき 87-2300 青垣町西芦田541
(有)まるきん農林 88-0230 青垣町中佐治735-1

店舗名
店舗電話

番号
店舗住所

カード
対応

通常ポイント
チャージ店

丹波菓子 Hiro正栄 73-0730 柏原町田路114-5 ○ 〇
肉の丹波屋 72-1129 柏原町南多田472-1 ○ 〇
美の里庵 73-1245 柏原町母坪335-1 コモーレ ○ 〇
ドコモショップ柏原店 73-0180 柏原町南多田215-1 〇 〇
丹波の料亭　三友楼 72-1111 柏原町柏原20 〇 〇
リバティ 73-1238 柏原町母坪335-1 〇 〇
リカーランド ひかみや 73-0968 柏原町母坪345 〇 〇
大連飯店 72-1306 柏原町見長5 ○
ピュアスポーツ柏原 73-0102 柏原町大新屋449 ○
株式会社デンテックス 72-3555 柏原町南多田143-1 ○
岡林写真館 72-0033 柏原町柏原1170 ○
はしもと美容室 72-0273 柏原町柏原135-1 ○
柏原リフォーム事業部 72-8300 柏原町柏原183-3 ○
かいばら観光案内所 73-0303 柏原町柏原3625 ○
ル・クロ丹波邸 73-0096 柏原町柏原688-3 ○
TOOL SPOT  フシミヤ 72-2438 柏原町母坪346 ○
やきとり・まえだ 73-0672 柏原町下小倉141-2 〇
ヴォーノ・ピアチェーレ 73-7055 柏原町柏原1306-5 〇
柏原神姫自動車工業 72-2193 柏原町柏原2185 〇
焼肉やい亭　氷上店 73-1129 柏原町柏原3046 〇
伊丹産業㈱　セルフ柏原給油所 72-2191 柏原町下小倉150-1
ホンダオート柏原 72-2929 柏原町下小倉260
丹波悠遊の森 72-3285 柏原町大新屋1153-2
氷上ＳＳ 73-0603 柏原町南多田128-3
関西旅行社 72-0325 柏原町柏原1146-1
柏原神姫タクシー（株） 72-0403 柏原町柏原1162-2
フレッシュバザール 柏原店 72-3100 柏原町柏原1477-5
理容  清水 72-1230 柏原町柏原161
丹波旬菜　田舎家 72-0311 柏原町柏原168-2
（資）わかさや商店 72-0133 柏原町柏原214
株式会社薮内石材店（サクラ） 73-0567 柏原町柏原2643-1

柏原町



パティスリーカフェカタシマ丹波店 73-0851 柏原町柏原3083
まさゆめさかゆめ 71-1265 柏原町柏原4-2
ミツワ梅垣薬局 72-0175 柏原町柏原6
(株)亀井商店 72-0059 柏原町柏原60-1
割烹喜作・和風レストラン魁 72-1044 柏原町柏原77-1
エディオン　かいばら店 70-2333 柏原町母坪335-1
キクヤ図書販売株式会社 73-1410 柏原町母坪335-1
カーテンじゅうたん王国 コモーレ店 72-4882 柏原町母坪335-1
本家かまどや柏原店 73-7550 柏原町母坪404-1
(株)スズキ販売氷上 73-1100 柏原町母坪407-1
オーディン丹波店 71-5028 柏原町母坪408-2
おいでやす 73-0233 柏原町母坪431-1
りぼん 72-3370 柏原町北中39-29
かち栗最中本舗　井上 72-0147 柏原町北中60-4

店舗名
店舗電話

番号
店舗住所

カード
対応

通常ポイント
チャージ店

リビンズ神戸屋 82-2061 氷上町横田525-1 ○ 〇
チトセ美容室市辺店 82-3973 氷上町市辺588 ○ 〇
勢志喬商会 82-3211 氷上町上成松79-1 ○ 〇
足立花義（本店） 82-4601 氷上町成松1037-1 ○ 〇
カスガ堂 82-1357 氷上町成松211-3 ○ 〇
アシケン 82-1144 氷上町成松279-2 ○ 〇
アダチ精肉店 82-2950 氷上町成松480-6 ○ 〇
ヤマザキショップたにがき 82-1037 氷上町成松48番地 ○ 〇
大槻石油 82-0443 氷上町石生589-5 ○ 〇
ジョイランド 82-9611 氷上町大崎164 ○ 〇
ほのぼの手芸のヤマシタ 82-2706 氷上町朝阪185 ○ 〇
シューギャラリー  アーク 82-8457 氷上町本郷300  ゆめタウン1F ○ 〇
ほそみゆめタウン店 82-7000 氷上町本郷300  ゆめタウン2F ○ 〇
タグチスポ－ツ 82-4566 氷上町本郷318-8 ○ 〇
ワークショップ  オオツキ氷上店 82-4520 氷上町本郷319-11 ○ 〇
ステーキハウス松葉 82-3755 氷上町市辺589-3 〇 〇
花よし ゆめタウン店 82-8190 氷上町本郷300  ゆめタウン1F 〇 〇
株式会社酒井農機商会 82-6028 氷上町横田132-5 ○
太田自動車 82-1404 氷上町上成松182-1 ○
レストラン昭和 82-1024 氷上町成松520 ○
キングオートセンター（株） 82-1080 氷上町稲継259-1 〇

氷上町



衣料の店フジワラ 82-1118 氷上町成松250 〇
創作イタリア料理ＤＥＮ 82-5571 氷上町稲継67-1
生鮮＆業務スーパー氷上店 80-4858 氷上町稲継字八ヶ坪220
八千代タクシ－ 82-1011 氷上町横田293
洋服の青山　氷上店 82-8878 氷上町横田296-3
伊丹産業㈱　セルフ氷上給油所 82-2206 氷上町横田627-1
株式会社大仏堂 82-0207 氷上町横田777-5
Ｃａｆｅ’ｄｅ　ふくむら 88-9527 氷上町犬岡395-7
ことぶき屋 82-7023 氷上町絹山508-1
ローソン 氷上町市辺 82-8508 氷上町市辺字上保田118-6
フレッシュバザール 氷上町店 82-5111 氷上町常楽555
お菓子の夢工房 ときわどう本店 82-1177 氷上町常楽572-2
美容室クリップ 82-6335 氷上町常楽585
(株)大島屋 82-1370 氷上町新郷1152
丹波菓子 Hiro正栄　本店 82-0019 氷上町新郷1458
シン・カーゴ　氷上給油所 82-8528 氷上町新郷1660-2
（株）広初サービス 82-7488 氷上町新郷938
鮮魚かどや 82-1305 氷上町成松196
（株）スマデンキ 82-1130 氷上町成松228
山口種苗店 82-1267 氷上町成松236
大村薬局 82-1027 氷上町成松245
大嶋クリーニング店 82-1249 氷上町成松270-5
（有）たにがき 82-1244 氷上町成松278ｰ1
谷甲賀堂 82-1168 氷上町成松312-2
アトム電器氷上店Let'S  よしづみ 82-1131 氷上町成松317
ロータリーチェーン成松店 82-1530 氷上町成松332
人形の岸田 82-3321 氷上町成松378-3
小森クリーニング店 82-1263 氷上町成松449-1
ヘアメイク フキ 82-1411 氷上町成松452
焼肉　鍋ホルモン　いわもと 82-4797 氷上町成松573-8
岸田仏具店 82-0075 氷上町成松新田401-7
ヤマザキＹショップ 丹波医療センター店 80-1680 氷上町石生2002-7
喫茶リスボン 82-1542 氷上町朝阪103ｰ1
ローソン 氷上北店 82-8818 氷上町氷上11-2
氷上観光バス･タクシー 82-3973 氷上町氷上339
氷上自動車工業（株） 82-6211 氷上町北野108-1
ジョイポイントニシダヤ 丹波店 82-8478 氷上町本郷300  ゆめタウン1F
ニシダヤ　丹波店 82-8478 氷上町本郷300  ゆめタウン1F
お菓子の夢工房 ときわどう ゆめタウン店 82-8145 氷上町本郷300  ゆめタウン1F



イメージスクエア ピュア 82-8439 氷上町本郷300  ゆめタウン1F
１００匹目の羊 82-8567 氷上町本郷300  ゆめタウン1F
ピエタピエ ゆめタウン氷上店 82-8296 氷上町本郷300  ゆめタウン1F
コスメランド 82-8263 氷上町本郷300  ゆめタウン1F
ル・アンジュ 82-1143 氷上町本郷300  ゆめタウン2F
キクヤ(株)氷上店 82-5335 氷上町本郷488-1
すし官太 氷上店 82-1368 氷上町本郷489-3


	登録店一覧

