
商品券の有効期間：平成２６年４月２２日（火）～平成２６年８月３１日（日）

取扱商品・サービス 電話番号 住　　所

居相商店 食料品 38-0059 夜久野町平野1209-1

小西商店 食料品 38-0198 夜久野町直見2268

尾上商店 食料品・酒・ジュース・進物 38-0250 夜久野町大油子477-2

居相酒店 酒・ビール・焼酎・飲料水 38-0039 夜久野町平野2-3

安達酒店 酒・ジュース・進物 38-0030 夜久野町直見354-1

日下丸三堂 酒・薬・日用雑貨 37-0016 夜久野町額田1322

Yショップヨシイ 酒・ジュース・弁当・パン 38-0323 夜久野町小倉1430-1

㈲日下本店 醤油・あごだし・酢・みりん 37-0008 夜久野町額田1377

小田垣製菓舗 パン・饅頭 38-0111 夜久野町直見417-1

やくの高原市 米・野菜・豆・花・加工食品・木工手芸品 38-0543 夜久野町平野2171

㈲やくの農業振興団 そば宝・農業資材・肥料 38-1377 夜久野町小倉110-1

ﾌｧｯｼｮﾝﾊｳｽよこたに 衣料品・ケアシューズ・ファッション靴 37-0023 夜久野町額田1324

冨士セイカ 贈答品 37-0058 夜久野町額田1355-4

谷口電気 家電製品・電気工事 38-0369 夜久野町直見383

㈲サンビイ・坂口屋電器 家電製品 38-0017 夜久野町板生1

松田電器 家電製品・電気工事 37-0043 夜久野町額田1411

㈱くさか ガス・石油機器・住設機器・上下水道工事 37-0008 夜久野町額田1377

㈲大江商会 ガソリン・自転車・バイク 37-0038 夜久野町額田1235

㈲藤本石油 ガソリン・軽油・灯油 37-0805 夜久野町日置1104

夜久石油店 ガソリン・灯油 38-0377 夜久野町小倉1262-3

和風レストラン　はっかく亭 お食事 37-1144 夜久野町日置47-3

夜久野マルシェ お食事（十割そば）・お土産 38-9100 夜久野町平野1724

夜久野高原温泉・やくの本陣 温泉・ご宿泊・お食事 38-0001 夜久野町平野2179

芳乃家 寿司 37-0044 夜久野町額田1369-1

長浜ラーメン ラーメン 38-0823 夜久野町小倉1396

茶房　風の詩 コーヒー・紅茶・ケーキセット 38-0838 夜久野町平野2064-1

こやま美容室 カット・パーマ・エステ 38-0330 夜久野町平野987-8

美容室　女神 カット・パーマ 37-0065 夜久野町額田1346-12

CUT　HOUSE　iA－あいあー カット・パーマ（出張・送迎します） 38-0915 夜久野町大油子738-1

美容室　青山 カット・パーマ（送迎します） 37-0215 夜久野町額田1184-1

㈲太陽工業 屋根瓦補修・瓦 37-1140 夜久野町末673

衣川表具店 建具製造・ふすま張替 38-0703 夜久野町平野2-2

㈱夜久野建材 建材・セメント 38-0222 夜久野町小倉1430-1

上田自動車サービス工場 自動車修理 38-0033 夜久野町平野327

その他 御菓子司　丹波三國屋 和菓子　かりんとうまんじゅう 23-3939 牧狭間228/市民病院横　

橋本屋 食料品・日用品 58-2152 三和町菟原中

伊藤リカーショップ 酒・たばこ・ギフト 58-2292 三和町千束609-3

西山金物店 金物一般 58-3478 三和町菟原下158

㈲高瀬電気商会 家電製品・電気工事 58-3087 三和町千束615-8

三和荘 お食事・ご宿泊・おみやげ 58-3717 三和町寺尾小字権現4

お食事処　ゆきや お食事 59-2271 三和町千束308

味喰 お食事 58-3611 三和町千束558-3

一孝庵　かやの家 お食事 45-8515 三和町寺尾150

ミワ美容室 パーマ・カット 58-2095 三和町芦渕917-1

ヒトミ美容室 パーマ・カット（送迎・出張します） 58-3406 三和町台頭179-2

ヘアーサロン　カタヤマ 散髪（送迎・出張します） 58-3066 三和町寺尾11-1
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取扱商品・サービス 電話番号 住　　所取扱店名

へあーさろん　たにぐち 散髪（送迎・出張します） 58-2204 三和町千束612-3

三和モーター商会 自動車販売・修理　セニアカー 58-2692 三和町菟原下16-8

㈲園福自動車工業 自動車販売・修理　セニアカー 58-2606 三和町菟原中340-1

野口左官工業 左官工事 58-2390 三和町千束607-11

横田建築 建築工事・リフォーム 58-3601 三和町大身1068-4

西山工務店 建築工事・リフォーム 58-3342 三和町大身763

福知山東ゴルフクラブ ゴルフ打ちっぱなし・ショートコース 58-2224 三和町芦渕53-1

ファミリーショップかわだ 食料品 56-0064 大江町河守783

黒田商店 食料品・日用品・衣料品 56-0301 大江町公庄388

㈱フクヤ大江店 食料品・日用品 56-1310 大江町河守新町裏648-1

青木米穀 米穀・その他 56-0006 大江町河守883-1

新治製菓舗 鬼饅頭・笑鬼もなか 56-0040 大江町蓼原374-1

かどの製菓舗 大江名物昔ながらのかしわ餅 57-0330 大江町高津江208-1

特産加工所　鬼和味 野菜・味噌類・惣菜・おこわ・ジャム 56-0036 大江町河守274

鬼のどぶRock・天日舞 まろやかな「鬼のどぶRock」・辛口の「天日舞」 56-2327 大江町内宮小字赤岩175-1

大江駅売店 おみやげ品 56-2070 大江町河守398

由里酒店 酒類全般 56-0034 大江町関518

桐村酒店 酒類・菓子・進物 56-0166 大江町河守899-1

松本酒店・喫茶102 酒類・進物もの 56-0102 大江町河守298-10

エレガンス髙津 衣料品・化粧品・履物 56-0026 大江町河守

タナベ薬店 医薬品・介護用品・化粧品 56-0070 大江町河守842-2

ナカガワ時計店 眼鏡・補聴器・時計 56-0063 大江町河守752

丹後和紙　田中製紙 手すき丹後和紙製品 56-0743 大江町二俣1321

アライデンキ 家電製品・補聴器 56-0112 大江町河守1894

オカモトデンキ㈱ 家電製品 56-0129 大江町河守298

タキノデンキ㈱ 家電製品・電気工事・管工事 56-0111 大江町河守747-3

勝井設備 水廻り商品（各種水栓、便器、便座） 56-1406 大江町小原田1132

㈲有路石油 ガソリン・灯油・軽油 57-0135 大江町北有路3764-2

村澤石油店 ガソリン・灯油・軽油 56-0158 大江町河守346

新治石油店 油脂系燃料（ガソリン・軽油・灯油他） 56-0258 大江町蓼原408

真下油店 石油製品・ガス機器 56-0252 大江町河守1935

迫田自転車商会 自転車・オートバイ販売修理 56-0036 大江町蓼原205-1

冨士モータース 自動車販売・修理 56-0192 大江町公庄2168-2

河守モータース 自動車販売・修理 56-0153 大江町河守2006

㈲大江ホンダ販売 自動車販売・整備・車検・部品 56-0029 大江町公庄2161-1

大江自動車工業 オイル・タイヤ交換から車の整備・販売まで 56-0309 大江町関1

富士屋金物店 農工機具・電動工具・日用雑貨 56-0384 大江町河守239-4

河手楼 お料理・仕出し 57-0038 大江町北有路1925

あしぎぬ大雲の里 お食事・ご宿泊 57-0168 大江町北有路1936

青少年グリーンロッジ お食事・ご宿泊 56-0095 大江町仏性寺

割烹さとう お食事・お弁当 56-0066 大江町河守1847

旅館・食堂　大江山 お食事・お弁当 56-0595 大江町河守1950

ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ&ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ　オズ お食事 56-5001 大江町毛原114

お好み鉄板焼　杉 お好み焼他 56-0184 大江町金屋707

鬼ヶそば 手打そば 他 56-0030 大江町尾藤1076

アジア雑貨＆Café　Casa Oriente アジアの衣料・雑貨・日用品及び飲食（ランチ・スイーツ・ドリンク） 57-0035 大江町三河141

ドライブインもといせ お食事・カラオケ 56-0344 大江町内宮276-1

ヘアーサロン　アラガ 散髪・パーマ・毛染め 56-0517 大江町天田内55

理容　牧野 散髪 56-1884 大江町蓼原138-2

ひとみ美容室 カット・パーマ・毛染め（送迎します） 57-0953 大江町南有路1331
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