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NO 事業所 住所 電話番号 事業内容 コメント

1 Relish 大山崎竜光49
075
953-1292

料理教室と生活雑貨販売 日々の暮らしが楽しくなる雑貨やオーガニック食材を揃えています。

2 西田本店 大山崎西谷3-3
075
956-0527

大山崎グッズ、押し花額など 山崎のしし・名所はがき・ガラス作品等おみやげにどうぞ。

3 セブンイレブン阪急大山崎駅前店 大山崎竜光32-2
075
959-0711

コンビニエンスストア 地域の皆様に「近くて便利」なお店を目指します。

4 ＺＡＫＵＲＯ 大山崎高橋33-1
075
954-6222

ジュエリー・アクセサリー ジュエリーの修理、リフォーム、地金買取もご相談下さい。

5 鳴門屋 大山崎茶屋前23-32
075
956-2074

豆腐、あげ、生ゆば 生ゆば3枚500円・ゆり根、ぎんなん入りひろうす3個で550円。

6 ㈱エール 大山崎茶屋前48-7
075
959-3007

自転車・鞄等のカバー製品 自転車のサドルカバーチャリCAPで大山崎町を元気にさせます！。

7 ㈲中河乳業 大山崎茶屋前2-6
075
956-5673

乳製品一式 健康にご奉仕する中河乳業です！！

8 ㈱大山崎電化サービス 大山崎尻江59
075
956-4136

住宅リフォーム・電気設備工事・空調工事・家電製品販売 (HP) http://www.55denka.com

9 大山崎COFFEE　ROASTERS 大山崎尻江56-１
075
925-6856

コーヒー豆販売 焙煎3日以内の新鮮なコーヒー豆を、豆のまま販売しています。

10 ベンリ―山崎 大山崎鏡田20-4
075
323-7447

スーパーマーケット（食料品他） 新鮮食品いろいろ。コロナ対策万全です。安心してご来店下さい。

11 アキツ産業㈱ 大山崎鏡田20-82
075
956-4480

研磨機の卸・ガラス工芸品商品の販売 ガラス工芸品、商品の展示販売。サンドブラスト体験教室も。

12 Pave nature（パヴェナチュール） 大山崎白味才51-2
075
952-1188

パン 1点からお取り置き致します。お電話ください。

13 クスリのアオキ　大山崎店 大山崎斗加坪8
075
754-7762

医薬品・日用雑貨・化粧品・食料品等 お客様の生活が明るくなるように、笑顔でお待ちしています！

14 三笑亭 大山崎西谷1
075
956-0217

飲食店（和食） 自慢の天婦羅をプレミアム商品券でぜひ！！

15 café tabi tabi 大山崎西谷4‐6
075
957-9180

モーニング・ランチ・テイクアウト、貸切宴会等 モーニング、ランチ、テイクアウト、宴会等でご利用頂けます。

16 レストラウンジ　ヒロ 大山崎西谷4-1
075
956-0036

ランチとダイニングバー ハイボールに合う季節のお料理を多数御用意致しております。

17 Café　iroHouse 大山崎上ノ田93-5
075
956-4622

ランチ・カフェ 隠れ家のようなカフェで香り高いコーヒーをどうぞ

18 大樹 大山崎竜光53
075
955-4919

居酒屋（焼き鳥・串揚げ・一品） 営業時間／17時～23時　日曜日休日（祭日は営業）

19 Restaurant Tagami 大山崎竜光53-1
075
951-5081

カジュアル　イタリアン・フレンチ お誕生日や結婚記念日などにぜひご利用下さい。

20 ハーミットグリーンカフェ 大山崎明島15
075
468-8737

飲食店 ランチ、ディナー、テイクアウト、パーティプランにもお使いいただけます。

21 Pao Cafe 大山崎明島９－１
075
957-0333

イートインベーカリー

22 味彩 大山崎竜光29
075
925-7395

中国料理 テイクアウトも可能です。（要予約）

23 喫茶 プリムローズ 大山崎尻江69-3
075
958-3898

紅茶、コーヒー、ワッフル 多種類の紅茶を取り揃えており、月替りのお勧め紅茶が好評です。

24 Relish食堂 大山崎鏡田20-14-1F
080
2522-4468

オーガニックランチの販売 季節の食材を使った月替わりメニューのオーガニックランチを提供

25 創作イタリアン　Arata 大山崎白味才２４－６ 090-6820-2409 イタリアン レストラン 新規オープンの創作イタリアンです。地域に愛される店にします。

26 Ｂａｌｌｏｎ　Ｂａｒｏｎ 大山崎西高田2上田マンション1Ｆ
050
7127-5018

飲食店 小さなお店ですが、お子様連れでものんびりできます。

27 お食事処　まつを 大山崎西高田6-106
075
957-8277

飲食店 通常営業時間18時～22時　変更の可能性あります。

28 お好み焼　神楽 大山崎町大山崎西高田6-87
075
955-1246

飲食店（お好み焼き、鉄板焼き） 食べて、飲んで元気を‼あなたの一杯にありがとう‼

29
山崎エバー整骨院＆Healing Spot
SALUTE

大山崎西谷3-3
西田ビル1F

075
950-2413

健康保険適用内の治療と保険外でのマッサージや鍼灸治療 健康保険治療に加え骨格矯正・マッサージ等も充実させました。

30 和草ハーブサロンくつろか 大山崎谷田40-2
0120
99-5634

和草ハーブボールケア、よもぎ蒸し、産後ケア、足つぼ、鍼灸 植物の力を借りて身体心を整える（鍼灸治療は紹介制となりました。）

31 東洋鍼灸とぉとぅみ 大山崎谷田40-2　くつろか
080
0808-0103

鍼灸院（鍼灸と整体）（毎月第３土曜日のみ） 痛くない鍼と整体で治る身体になるお手伝いをします。

32 ヨガスタジオ　ブルーコスモス
大山崎西谷4-5　デュー大山崎
1F北側

090
8536-7671

ヨガ（シニアの方向有）、瞑想、ピラティス、ベリーダンスペルシャンダン
ス

「ヨガ　ブルーコスモス」で検索☆JR山崎駅前、体験可！1500円

33 美容室マークⅡ　大山崎店 大山崎竜光32
075
951-7791

美容室 商品券を利用の方に限りトリートメントサービスさせて頂きます。

34 YOSAPRK 宝箱
大山崎竜光32　「キャッスル524」
206号

080
1493-1561

予約制サウナ型全身美容 進化型よもぎ蒸し「ＹＯＳＡ」の自然の力で身体も心もスッキリ！

35 （有）サンダーボルト 大山崎茶屋前44-3
075
951-7280

オートバイ修理、販売 バイクの修理及び販売は有限会社サンダーボルトにお任せください

36 ロータススマイルボディケアスペース 大山崎高橋13-15　4-C
090
4302-9766

骨盤整体・ドライヤー整体・体幹トレーニング・リラクゼーション セルフメンテナンスもお伝えしています。

37 じゅん鍼灸治療院 大山崎茶屋前36-2　2F
080
4980-8978

鍼灸治療、エステ 美しくなりたい方必見！美容鍼とエステで美しさを磨きあげます。

38 都タクシー㈱ 山崎営業所 大山崎白味才38
075
921-6954

タクシー事業 タクシーのご用命は075-661-6611へ。

39 ガレージシルバラード 大山崎松原1
075
201-9341

バイク・自転車販売、修理、買取り 新設の待合室もございますので、修理もお気軽にどうぞ！

40 YOU SHOP ミドリ 大山崎傍示木9-2
075
957-7777

二輪　販売・修理 バイク・自転車・車のご用命はあなたの街のミドリへ！！

41 ＨＡＩＲ　ＧＲＯＷ 大山崎茶屋前23-33
075
953-2757

美容室 カット・カラー・パーマその他店内商品利用可

42 Ｇ　Ｇａｒａｇｅ 大山崎茶屋前22-2
075
956-4777

自動車　販売、整備 自動車販売、整備、修理に関する事はお気軽にご相談ください。

43 ゆらく整骨院 大山崎尻江58-6
075
963-5001

柔道整復、姿勢改善 動きのクセを徹底分析！しっかり立つ・正しく動かすを治療目標に

44
Puolukka Mill(プオルッカさんの編み物
教室）

大山崎尻江7-2-8
070
5506-8208

毛糸、編み物道具、お花、洋服 糸、編み物道具、花、洋服、アクセサリーなどを販売しています。

商品券利用期間 令和4年11月1日（火）～令和5年2月5日（日）
大山崎町商工会HP

大山崎地区

取扱店

■ショッピング・■飲食店・■サービス・■建設

大山崎町元気復活応援プレミアム付ララン商品券

http://www.relish-style.com/
https://nishida-honten.jimdofree.com/
https://s-zakuro.shop-pro.jp/
https://kyoto-oyamazaki-fsci.or.jp/cat-members/284/
http://www.aile-jpn.com/
https://kyonyusho.jp/merchant/166
http://55denka.com/
http://www.oyamazakicoffee.com/
https://akitsu-artblast.stores.jp/
https://www.instagram.com/pavenature/
https://kusuri-aoki-shop-info.com/result?searchword=%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E5%BA%97
https://sansyotei.com/
http://www.cafe-tabitabi.com/
https://resutoraunjihiro.hp.gogo.jp/pc/index.html
https://www.instagram.com/cafe_irohouse/
https://kyoto-daiki.com/
https://r-tagami.com/
http://www.hermitgreencafe.com/
http://chugoku-shunsai-ajisai.com/
http://primroseteaparty.blog.fc2.com/
https://www.relish-style.com/shokudo
https://www.instagram.com/italian_arata/
https://www.facebook.com/ballonbaron
http://www.eversalute.com/
http://www.eversalute.com/
https://kutsuroka.com/
https://www.tatebe-shin9.com/
https://www.yoga-bluecosmos.com/
https://mark2yamazaki.com/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000200456/
https://kyotothunderbolt.com/
https://ameblo.jp/kei0701tysg/
https://www.shinq-compass.jp/salon/detail/33621
https://www.117385.com/
https://www.facebook.com/garagesilverado
http://yurakusekkotuin.com/
https://puolukkamill.info/
https://puolukkamill.info/
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45 サロンド・Ｋ 大山崎広敷1-2
075
874-7971

美容室 オススメ！「雲水プルームトリートメント」

46 ｉｂｕｋｉ 大山崎町西高田10-1
075
323-7418

イス・ソファの張替え 愛着あるイス・ソファ張替えしませんか？「ibuki京都」検索

47 ㈲大建工業所 大山崎西高田5-4
075
957-1985

ハウスクリーニング・ベッドクリーニング そのままで大丈夫？冬に入る前にぜひエアコンのクリーニングを！

48 システムカーズラボ（株） 大山崎西高田21-3
075
959-0088

自動車販売、整備、車検、修理、レンタカー 国家資格整備士が愛車をがっちりサポート！お気軽に御相談下さい

49 美容室　ウイング 大山崎松原17-4
075
957-4398

着付・パーマ・カット コロナウィルスの為、予約を優先。当日の場合は一度お電話願います。

50 ツタヤ兄弟商会 大山崎藤井畑43-2
075
956-3321

住宅設備機器設置・給排水工事 リフォームのご相談もお気軽に。

51 ㈱エステート響 大山崎藤井畑68-5
075
955-3055

不動産・リフォーム より快適でおしゃれな暮らしのために！

52 ダイトウ建工店 大山崎茶屋前18-1
075
956-3688

建築・リフォーム・水回り工事 お住まいの事ならお気軽にご相談下さい。

53 ㈲達城土木 大山崎西高田13-1
075
957-0610

土木建設業

54 ㈱斉藤建工　大山崎営業所 大山崎尻江70-3
075
957-6473

建設業 外構工事・ブロック塀の撤去・ガレージの改修はお任せ下さい。

55 ファミリーマート大山崎インター店 下植野五条本20-4
075
959-6765

コンビニエンスストア 定番のファミチキからカウンターコーヒー等多彩に取り揃えてます

56 ㈲植新 下植野宮脇92
075
956-2906

酒類・飲料・食料品 お酒のご用は、ウエシンで！！

57 平井商店 下植野宮脇38-2
075
956-2188

文房具、事務用品など お取り寄せも出来ます。お気軽にお問合せ下さい。

58 ハム工房　古都
下植野代理分1-1　エクセル山崎
1F

075
953-6185

無添加ハム・ソーセージ どなた様も美味しくて無添加の物を食べて元気に乗り越えましょう

58 クワトロモンテ（いくこさん家の食材） 下植野代理分1-1ｴｸｾﾙ山崎1F
080
8891-0244

こだわりの野菜、無添加の調味料、加工食品等販売 毎月第２・３土曜日、１３時頃～１5時まで開催のスモールマルシェにて販売

60 メナードフェイシャルサロン大山崎南店 下植野宮脇1-164
075
202-1566

フェイシャルサロン・化粧品販売 当店の商品購入にお使いください（施術代にはお控えください）

61 琴・三味線教室 下植野竜頭15番地
075
956-1906

お琴指導 商品券でレッスン代のお支払いが可能です。お琴の音色を楽しんで！

62 ラブリー円明寺 円明寺若宮前10‐62
075
956-3664

スーパーマーケット（食料品他） 新鮮食品いろいろ。コロナ対策万全です。安心してご来店下さい。

63 すし銀水
円明寺若宮前10‐62　ラブリー円
明寺内

075
956-1877

惣菜、弁当 手作り惣菜、心のこもった、あったか弁当を毎日作っております。

64 手織りつづれ工房「河野」 円明寺薬師前65-8
075
952-7473

草木染めのつづれ織作品・ストール 草木染めと手織り

65 長谷川陶房 円明寺西法寺2-14
075
956-5839

窯業（陶芸） 自由に作陶。陶芸教室日時相談。

66 西村望心堂薬品 円明寺脇山1-360
075
957-6419

医薬品、健康食品、化粧品、一般日用品 何よりも信頼を大切にしています。相談の出来るお店です。

67 ㈱アラマルーツ 円明寺脇山1-368
075
955-0065

シルバーアクセサリー ジュエリーの製造販売工房です。修理リフォーム何でもご相談下さい。

68 ＦＲＩＥＮＤＬＹ ＢＡＬＬＯＯＮ　ＳＨＯＰ 円明寺西法寺36-2
075
201-1872

バルーン 大切な記念日にバルーンで伝えるおめでとう！風船ギフト専門店

69 ㈱DAYTORA 円明寺門田8
075
958-4400

仮設足場、組立、解体、レンタル業 犬小屋からビル、マンションまで。どんな建物でも施工いたします。

70 ㈲エスニード 円明寺海道5-5
075
958-6617

インテリア製品全般、カーテン類 窓廻りのインテリア製品、ご相談受承ります。カーテン類

71 ㈲タカハシ塗装 円明寺長慶8-1
075
956-7534

建築塗装、防水工事 家をきれいにしませんか。見積無料！

72 ㈱プラスワン 円明寺西法寺36番地の7
075
957-5155

リフォーム 建築・リフォーム・増改築・不動産販売管理

73 はしもと整骨院 円明寺夏目31-5
075
953-3521

整骨院 自費治療や各種消耗品にお使いいただけます。

74 株西河マネジメントセンター 円明寺北浦2-6-1-403
075
957-1487

コンサルティング全般 お気軽に御相談下さい。

75 ㈱みのる印刷 円明寺金蔵9-11
075
956-4570

印刷 プロのお客様も一般のお客様も何なりとおたずね下さい。

76 ㈲大廣興業 円明寺若宮前2-27
075
956-5506

ごみ、廃棄物の処理、環境に関する商社 ハードディスクの破壊処分、1個1,000円（商品券2枚、税込）

77 ボン美容室 円明寺横林32-5
075
957-5145

美容全般 成人式・七五三着付け、貸衣装受け承ります。コロナ対策万全です。

78 アトリエ　Ｈｉｒｏ 円明寺鳥居前6-22
075
951-6899

美容室 ストレスのない、気持ち良いスタイル、お届けします。商品もＯＫ。

79 染のひろぞう　吉竹商店 円明寺鳥居前15-17
075
956-5404

呉服・きもの丸洗い、しみ抜き等 着物の丸洗い、しみ抜き、洗張、お仕立等も致しております。

80 心 円明寺葛原6-57
075
958-4900

美容室 女性一人のプライベートサロン。着付け可。アジュバン化粧品取扱店

81 chiru chiru 円明寺金蔵9-29
090
6555-4131

美容室 1席だけのプライベートサロン。送迎OK。夜9時迄営業。

82 Ｃafe　ＩＭＡＭＵＲＡ
円明寺若宮前10‐62　ラブリー円
明寺内

075
952-9300

コーヒー・紅茶・ホットサンド・ごはんメニュー・モーニング・ランチ等 ♪モーニング♪ランチ♪自家製シフォンケーキ♪など★☆★

83 きっちゃ店ｍ４ 円明寺若宮前10-77
080
3843-0141

喫茶・軽食 牛すじカレー、カヌレ等。ウニールの豆を使った珈琲もどうぞ。

84 ル・ノーブル 長岡京店 長岡京市長岡2-1-15
075
205-5173

輸入洋食器類の販売 バカラ、ウェッジウッド等世界の一流ブランド品をこの機会にぜひ！

85 SECイングリッシュスクール
島本町江川2-11-17シティビル
水無瀬2F

075
961-6313

英会話スクール 月謝、教材等には使えません。対象商品等はお問合せ下さい。

86 カイロセラピー　ハーツ 長岡京市開田1-3-2
075
951-5188

整体・リラクゼーション・ダイエット 骨盤矯正3,540円（60分）など特別メニューをご用意しています。

87 はんなり鍼灸接骨院
高槻市上田辺町1-30　大阪住宅
ビル4F

072
683-6211

鍼灸・クイックマッサージ・腰痛治療 JR高槻駅から徒歩３分。健康維持や疲労回復にお役立て下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本チラシ作成以降に取扱い店として登録した店舗は、大山崎町商工会HPでご確認ください。　　 （令和4年10月1日　現在）

大山崎町商工会　☎（075）956-4600

　　　　　　　　　　　　　　〒618-0071　大山崎町字大山崎小字竜光3　（大山崎ふるさとセンター1F）　　

大山崎地区

下植野地区

円明寺地区

その他地区

■ショッピング・■飲食店・■サービス・■建設・■その他

■ショッピング・■飲食店・■サービス・■建設・■その他

■ショッピング・■飲食店・■サービス・■建設

■ショッピング・■飲食店・■サービス・■建設・■その他

https://ibukiryu.com/
https://daiken-clean.co.jp/
http://www.systemcars.com/
http://www.tsutaya-bros.com/
https://www.estate-hibiki.co.jp/
https://www.kensetumap.com/company/333164/
https://www.saito-kenko.com/
http://www.hamkobo-koto.jp/
https://195shokuzai.jp/
https://www.menard.co.jp/shop/00622087s/
http://r.goope.jp/tudureori-kouno
https://www.arama-roots.com/
https://www.friendlyballoonshop.com/
http://www.daytora.net/index.html
https://sneed.jp/index.html
http://www.plus1-kyoto.com/
http://www.hashimoto-seikotsu.jp/
http://nishi.my.homepage.ne.jp/
https://minoruprint.jimdofree.com/
https://chiruchiru.wixsite.com/biyousitu
http://cafeimamura.com/
https://www.instagram.com/kicchatenm4
https://www.le-noble.com/shop/shop_nagaoka.html
https://secenglish.com/
https://www.chiro-hearts.com/
http://hannari-shinkyu.com/

