
事業所名 住所 ＴＥＬ 業種 事業所名 住所 ＴＥＬ 業種
アースワーク日伸 八幡久保田10-9 981-8936 不用品回収サービス 米屋・赤井 男山長沢1番地6 982-5533 米小売
棒寿しの朝日屋 八幡高坊11-4 981-3202 飲食店 アトム電器　男山店 男山泉15-1　ﾋﾙｻｲﾄﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ1F 925-8815 家電販売
あん 八幡平田18-5 982-9211 惣菜販売 アマミクリーニング 男山泉18-1 982-9436 クリーニング
石川薬局　八幡店 八幡源氏垣外1-4 ﾌｧﾐﾚやわた内 981-3533 薬局 ALIVIO　八幡店 男山長沢24-22 983-3939 衣服販売
石清水八幡宮 清峯殿（研修センター） 八幡高坊30番地 983-3983 食事、お土産、写真 アルファ美容室 男山長沢7-8 981-1790 美容室
うれしの旅館 八幡高坊10-7 981-2011 宿泊・宴会 飯田モータース 男山泉18-10 983-1785 バイク修理・販売
手打ちそば、お食事処　越前 八幡柿木垣外1-24 981-5028 飲食店 イシハラ靴店 男山石城8-12 982-6315 靴小売
大石酒店 八幡軸62 982-4918 酒類販売 エーコープ　男山店 男山竹園2番地1 981-0287 スーパーマーケット
大澤電機商会 八幡平谷1 981-0322 家電販売 ほっかほっか亭　男山店 男山泉18-13 983-6955 弁当販売
大野一喜商店 八幡御馬所13 981-1848 酒類・米・食料品販売 エムラ酒店 男山石城8-11 981-7883 酒類販売
大野青果本店 八幡広門37 981-2215 食料品販売 大野三喜商店 男山八望3-2 981-9611 果物販売
御菓子司　亀屋芳邦 八幡岸本27 981-3033 菓子類販売 お好み焼き　八光 男山吉井3-15 981-6189 飲食店
O・C・T　オクト 八幡久保田34-44 982-9821 自動車整備、販売 男山油竹堂書店 男山八望3-2 981-9616 書籍・文具販売
岡島モータークラブ 八幡五反田39-8 983-5225 自動二輪修理販売 男山自転車商会 男山吉井2-9 982-2730 自転車修理販売
株式会社　尾形電気工事 川口東頭28番 982-8131 電機工事 カットハウス　アリマ 男山指月3-1 981-2733 理容
小川サイクルショップ 八幡三本橋18-102 981-4508 自転車修理販売 カッフェ　ジャルディーノ 男山松里6-22 981-0051 飲食店
㈲奥村モータース 八幡双栗13-3 981-3355 自動車整備販売 Café et dessert Gorille 西山和気13-3　ひかりビル1F 981-3381 飲食店
奥本電気店 八幡三本橋18-175 982-0341 家電製品販売 おさけの菊屋 男山竹園2-1　A3-109 981-0553 酒類小売
お茶の福翠園 八幡源氏垣外1-4 982-0086 お茶製造販売 エルチョロ 男山松里13-15 983-8385 飲食店
オリジナルプリント　オンリーワン 八幡科手2-1 983-2735 卸売業、オリジナル商品Tシャツプリント他 共栄堂スポーツ 男山石城9-7 982-9118 スポーツ用品販売
カノックス環境サービス株式会社 八幡軸58番地 981-1069 ハウスクリーニング・不用品引取り 京都生協　コープ男山 男山長沢7番地 983-1451 スーパーマーケット
カフェ　キャンドル 八幡高坊8-16 981-8330 飲食店 キリン堂　男山泉店 男山泉4 972-3511 薬・化粧品販売
カメラのヤワタ 川口東扇16番6 981-1556 カメラ クレール 男山泉3-1 983-2060 菓子、パン製造販売
カラオケ喫茶　裕 八幡柿ケ谷18-3 982-3861 飲食店 サワ美容室 男山竹園2-1 981-0940 美容室
スーパーカワセ 川口東扇15-10 982-2020 スーパーマーケット Jack.Rabbit.SLIM　美容室 男山松里13-1　flexビル1F 754-7094 美容室
河本教室 八幡高坊19-3 981-8201 学習塾 都飯店 男山松里15-17 982-3540 飲食店
株式会社　きたむら酒食品店 八幡柿ケ谷14番の111 982-8935 酒類小売 Joint Joy 男山竹園2-1　A03-110 981-2111 おむすび、焼菓子、弁当製造販売

京都新聞　販売所 八幡植松11番地の11 983-1438 新聞販売 株式会社　セイコー 男山竹園2丁目1番地A3-105 981-0284 家電販売・介護関連・リフォーム

Girlish Garlic　（ガーリッシュ ガーリック） 八幡一ノ坪147 971-4229 にんにく、米小売り セブンイレブン　男山店 男山松里15-3 982-7223 コンビニ
京都第一交通株式会社 川口天神﨑32-1 981-4031 タクシー セブンイレブン　八幡市男山指月店 男山指月3-19 982-0287 コンビニエンスストア
キリン堂　八幡店 八幡源氏垣外46番地1 972-0267 薬・化粧品販売 ダイカキーサービス 男山石城4-15 983-0486 鍵、錠小売
株式会社　國島屋 八幡今田35-3 981-0330 文具・事務用品販売 生活雑貨・たばこ　大黒屋 男山泉1-1 981-9615 日用雑貨販売
桑野工業 八幡福禄谷146-54 201-4418 上下水道工事業 ヤマハ大東楽器　男山センター 男山泉18-13　林ビル3階 982-3050 音楽教室、書籍販売
ゲオ　八幡店 八幡源氏垣外1-4 ﾌｧﾐﾚやわた 2F 972-2072 CD・DVD等レンタル、新品販売、中古売買など 食べのみ処　KURIYA 男山金振1-7 982-2883 飲食店
堅東たたみ店 八幡垣内山12-2 981-0633 畳・上敷・花ござ ダンチ・センター薬局 男山八望3-2 ﾌｧﾐｰﾙ樟葉男山102 981-9619 薬局
玄米屋　ウエトミ 八幡柿木垣内1-14 982-9180 米、酒類販売 ダンディハウス　みね 男山泉4-10 971-2072 理容
小谷食堂 八幡山本2-1 981-3579 飲食店 中華　花田 男山石城9-2 982-9596 飲食店
小寺サイクル 八幡山路37 981-2369 自転車修理販売 株式会社　ツボイ電器　男山店 男山石城8-12 982-1098 家電販売
株式会社　コノミヤ　八幡店 八幡源氏垣外1番地4 981-1027 スーパーマーケット ディスカウントストア　ナカイ 男山吉井2-34 981-2306 ディスカウントストア
小春寿司 八幡三本橋60-9 983-2181 飲食店 ナカムラ 男山八望3-1 B47-102 982-8777 化粧品販売
個別指導のRIG・RIG個別型教室 川口西扇6-15 971-0385 学習塾 肉のやまたけ 男山石城9-5 983-4439 精肉小売
サガミ　京都八幡店 八幡源氏垣外40 982-5641 飲食店 バイカル　北くずは店 西山和気19-1 971-0088 洋菓子店
サロン　マツザキ 八幡馬場40-4 981-2261 理容 美容室　パッションコージ 男山八望3-1 B50-102 983-5413 美容室
ジャネス＆ピエレ 八幡月夜田21-1 983-1693 理容 ピザーラ 男山店 男山泉1-1　大黒ビル104 972-3500 ピザ宅配、販売
三田屋本店　くずは 八幡水珀18-9 983-4848 飲食店 薬　カオリ堂 男山竹園2-1 981-0296 薬局
塩山呉服店 八幡山柴43 981-0028 呉服 ベーカリー　あたか 男山石城9-2 982-2255 パン製造・小売
志゛ばん宗 八幡今田5 981-0064 生菓子製造小売 布袋 男山石城6-2 981-7881 飲食店
シューズショップ こやま 八幡三本橋60-33 981-1897 靴小売 松田餃子店 男山吉井19-13　みどりﾏﾝｼｮﾝ1C 925-9948 飲食店
たこ焼　いっちゃん 八幡高坊25 971-0016 飲食店 まりも＆SCLARCH 男山竹園2番地A2-104 982-8266 衣服小売
食彩　あしはら 本店 八幡高坊25番地（石清水八幡宮内） 981-0708 飲食店 焼肉まるなか 男山金振27-3 983-4116 精肉販売、飲食店
信栄家具 八幡源氏垣外19 981-2525 家具販売 宅配・持ち帰り専門店　邑鮨（むらずし） 男山竹園2-1（Ａコープ横） 983-6311 飲食店
石翠亭 八幡高坊30 982-3757 飲食店 メナード化粧品 男山長沢代行店 男山長沢24-26 982-6627 化粧品販売
セブンイレブン　八幡御幸谷店 八幡御幸谷71-10 982-2177 コンビニエンスストア MOJO 男山石城8-11 950-0635 日用雑貨販売
セブンイレブン　八幡五反田店 八幡五反田20-1 983-6117 コンビニ 森のパン屋さん　てくてく 男山石城4-15　石城ﾏﾝｼｮﾝ105 276-0459 パン製造販売
創花 八幡三ノ甲4-2-5 972-5587 生花店、葬祭業 八幡スポーツ 男山笹谷4番地D19-102 982-2355 スポーツ用品販売
株式会社　武本工務店 八幡園内6-1 981-2836 建築 株式会社　ユニオンライフ　京都八幡店 男山石城9-1 972-1800 建築・リフォーム
タサカ酒米店 八幡月夜田39-11 982-9514 酒米類小売 ファミールくずは男山１F　吉田米穀店 男山八望3-2 981-9601 米販売
有限会社　棚橋モータース 八幡旦所25 981-0257 自動車修理、販売 吉野理容室 男山石城8-10 982-2048 理容
谷口創建 八幡垣内山9-1　ﾊｲﾂﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ3-B 080-1488-0568建設業 理容　ファロー 男山泉15-1　ﾋﾙｻｲﾄﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ1F 983-3977 理容
谷村酒店（魚季） 八幡岸本63 981-0059 酒・鮮魚・食料品小売 レッドハウス　Ken 男山長沢6-28 982-3788 美容室
スーパーマーケット　ツジトミ 八幡高坊10-7 982-1022 総合食料品販売 レディースファッション　ロンシャン 男山石城6-2 982-9219 衣料品小売
津屋商店 八幡三本橋1-9 981-1615 青果販売 有限会社　セイコー・ワタナベ電器 男山八望3-1男山団地B50-103 982-7118 家電販売
藤九郎（ふじもと） 八幡岸本64 981-0370 菓子製造小売 手作りパンの店　ひらくや 男山竹園2-1 090-9276-2185 パン製造販売
トップテンハウス 川口北浦14番地 982-0041 建築・リフォーム

どんたく屋 八幡吉原12-3 982-8225 飲食店

㊎内藤精肉店 八幡松原4 981-1298 精肉小売 事業所名 住所 TEL 業種
なかい洋品店 八幡城ノ内3 981-0124 婦人服・衣料品販売 アークオアシス デザイン 京都八幡店 欽明台北3-1 982-2037 文具販売
中嶋商店 八幡清水井2番地 981-0023 燃料小売 アークスタイル 京都八幡店 欽明台北3-1 981-6953 建築・リフォーム
中村呉服店 八幡清水井157 981-0045 呉服・洋服販売 「洋服の青山」　松井山手店 欽明台西48番 982-2250 衣服販売
中村水道住設興業 八幡山柴2番地 981-0253 上下水道及び設備工事 らーめん　麺恋家（めんこいや） 欽明台西21-9 971-0101 飲食店
中村久商店 八幡広門14 981-0357 燃料小売 コペンハーベスト　京都八幡店 欽明台北3-1 972-3262 パン・ドリンク販売
中利缶詰 株式会社 八幡三ノ甲11-3 981-0226 菓子製造販売 マーク オブ ジェオグラフィー　松井山手店 欽明台西14-1 971-3900 衣服販売
株式会社　成健ビル管理 八幡御幸谷7-9 090-9984-0248ハウスクリーニング スポーツサイクル　ナチュラル 欽明台中央2-2-102 874-4486 自転車小売
西村ふとん店 八幡清水井71 981-2500 寝具小売 東京靴流通センター 京都八幡店 欽明台北3-1 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾑｻｼ1F 972-3268 靴小売
日商印刷 八幡今田34番地 982-9352 印刷業 松井山手 中西鍼灸院（はり・きゅう・ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ） 欽明台中央55-2 981-5058 鍼灸院
日成石油株式会社 八幡三反長31-3 982-7385 ガソリンスタンド ナフコTWO-ONE STYLE　京都八幡店 欽明台北3-1　2F 971-7111 家具販売
ニューウィング 八幡山田19-15 982-6715 美容室 はるやま　京都松井山手店 欽明台西23 983-6696 衣服販売
花の店　Hanagumi 八幡源氏垣外1-4 982-5700 生花販売 美容室　nico 欽明台西13-1 983-7766 美容室
ビューティサロン　ナカネ 八幡城ノ内5-1 981-1515 美容室 眼鏡市場　ソフィアモール店 欽明台北1 972-3858 眼鏡販売
ヒロ美容室 川口西扇5-2 982-9502 美容室 メガネのアイガン　松井山手店 欽明台西40-4 925-6736 眼鏡販売
㈲ブティックサノ 八幡神原36 981-1223 洋服小売 オートショップ　MOMO 欽明台中央2-2-105 982-3358 バイク販売
ヘアーサロン　ホウヤマ 八幡松原6 982-7465 理容 菓匠庵はちまん 欽明台西24-13 982-0879 和菓子製造販売
ペットフレンド　ABC 八幡源氏垣外21-2 981-6645 犬の美容室

まいづる化粧品店 八幡三本橋60-44 971-1698 化粧品小売

前川堂老舗 八幡清水井59 981-2106 菓子小売 事業所 住所 TEL 業種
京都まるなか呉服店 八幡御馬所11 981-5298 衣服販売 伊丹産業(株)京都工場 上津屋尼ケ池3番地 981-2009 ガス製造販売
ミスタータイヤマン　マサヤス八幡店 八幡福禄谷144-4 981-1187 タイヤ販売、修理 今村洋品店 岩田竹綱53 981-1074 紳士服・婦人服・雑貨
丸勝食品 八幡高畑10-46 982-4161 豆腐・惣菜製造販売 菓匠庵はちまん 美濃山御幸1-3 983-0150 和菓子製造販売
メガネの三城　イズミヤ八幡店 八幡一ノ坪23-1　ｲｽﾞﾐﾔ八幡店1F 981-3134 眼鏡販売 割烹　岩田魚清 岩田松原48-6 981-1048 鮮魚
みささ堂 八幡平谷36 982-0216 和菓子店 株式会社　カンベ建設工業 下奈良南頭14番地3 982-3296 建築・リフォーム
水瀬缶詰 八幡三反長45 981-1432 食品製造販売 kemari 87 KISHISPO 八幡店 戸津水戸城36-1 874-7880 スポーツ用品販売
南フランス料理 気まぐれ市場 八幡柿ケ谷13-4 971-0407 飲食店 石本自動車工業(株) 戸津東代58番地 981-4908 自動車修理、販売
家具とﾅﾁｭﾗﾙ系おとな服 Muc'Moc by K's-Plan 八幡源氏垣外1-4 ﾌｧﾐﾚやわた 2F754-6989 家具販売 JA京都やましろ八幡市支店 内里蜻蛉尻20番地 981-1315 農業関連資材販売、農産物直売、宿泊施設、レストラン

眼鏡市場　京都八幡店 八幡吉原11-3 971-7558 眼鏡販売 ジーンズショップ DENVER　八幡店 美濃山ヒル塚31-1 972-2224 衣服販売
リペアショップ モリタ 八幡園内31-4 983-3057 鉄工業 元々ラーメン　松井山手店 美濃山出口13-1 972-0310 飲食店
自然睡眠 心の館　山田フトン店 八幡千束37 981-0233 寝具販売 セブンイレブン 八幡市民体育館前店 上津屋浜垣内104-1 982-1399 コンビニエンスストア
山田米穀・燃料店 八幡双栗28-4 983-7635 米・燃料販売 セブンイレブン　八幡戸津中代店 戸津中代58-9 981-8001 コンビニエンスストア
八幡エルピー商事株式会社 八幡双栗28-4 981-1101 ガス小売 Shippo-family（しっぽファミリー） 岩田松原48-8 585-7125 ペットケアサービス
おみやげハウス　タケちゃん ノコちゃん 八幡高坊8-7 981-1141 おみやげ屋 関西洋品店 内里北ノ山37-5 982-0135 衣服販売
有限会社　八幡車検センター 川口擬宝珠3-2 981-0444 自動車修理販売 中華料理　天意 戸津南代10-1 981-7578 飲食店
スマイリング　にしかわ 八幡三本橋35-5 981-0041 家電販売、建築・リフォーム なごみグリーン薬局 戸津里谷52-8 983-7224 薬局
八幡寿し 八幡三本橋18-10 981-3206 飲食店 Nail Salon Franc 美濃山宮道45-4 204-6124 ネイルサロン
やわた走井餅老舗 八幡高坊19 981-0154 和菓子製造販売 藤沢畳店 枚方市長尾家具町1丁目13-8 856-2153 畳販売
淀屋　青物店 八幡軸23-1 983-2999 食料品販売 ㈱Home Project 美濃山幸水17-20 981-3300 内装業
楽食酒　礎 八幡三本橋35-1 983-3637 飲食店 安田電化 内里南ノ口31-1 982-3880 家電販売、リフォーム
洛南タイヤ　株式会社 八幡御幸谷71-2-1 981-0788 タイヤ販売 ライフポケット　八幡店 美濃山御幸7-7 971-9855 家電販売
ホームベーカリー　リーブル 八幡源氏垣外35-6 982-4927 パン製造小売 ラビット ファーム 戸津奥谷52-8（なごみｸﾞﾘｰﾝ薬局内） 981-9448 野菜販売
リカーマウンテン　八幡店 八幡吉原2番1号 972-1235 酒類販売 ワークマン　京都八幡店 美濃山西ノ口3番地2 981-5519 作業服、作業用品、ユニフォーム等販売

理容ナガヤ 八幡土井4-16 981-2748 理容 株式会社　テクノス 内里北ノ口28番地 982-5053 建築・リフォーム
ロン美容室 八幡三本橋60-16 982-1057 美容室 株式会社ヨシタカ・カー・リベヤー 上奈良北ノ口3番地 981-2548 自動車修理販売
山本電器店 八幡今田23-4 981-1346 家電販売 流橋焼・松田ティーファーム 八幡市上津屋里垣内35 981-3235 陶器とお茶の小売
おやすみ処　開 八幡源氏垣外35-7 フルーレ・イフ104号 971-9292 飲食店

事業所 住所 TEL 業種

事業所名 住所 TEL 業種 ホームセンタームサシ京都八幡店 欽明台北3-1 ホームセンタームサシ1F 981-0634 ホームセンター
えんやとっと（カラオケ喫茶） 橋本塩釜2-23 981-6510 カラオケ喫茶 イズミヤ スーパーセンター八幡店 八幡一ノ坪23-1 971-1285 スーパーマーケット
大上青果店 橋本中ノ町33-1 982-2085 青果販売 伊丹産業株式会社　ｾﾙﾌ八幡ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ 岩田高木40番地8 982-0308 自動車燃料・自動車用品販売

行政書士　鳩ケ峰事務所 橋本栗ケ谷26-286 201-7534 行政書士事務所 イトウゴフク　松井山手店 欽明台北 ソフィアモール内 982-1080 衣料品販売
赤井動物病院 橋本向山1-4 972-2500 動物病院 コーナンPRO 八幡一ノ坪店 戸津谷ノ口7番地 972-0026 ホームセンター
匠 Auto-Service 橋本栗ケ谷64-32 200-3121 自動車整備、販売 株式会社　平和堂　フレンドマート八幡一ノ坪店 八幡一ノ坪133番地 972-1050 スーパーマーケット
ヘアーサロン　まつしま 橋本栗ケ谷44-41 981-5608 理容 ホームセンターコーナン 八幡一ノ坪店 八幡一ノ坪133番地 972-5257 ホームセンター
hairs muraoka 橋本焼野3-4 981-0327 美容室 (株)ヤマダ電機 テックランド京都八幡店 下奈良宮ノ道15-1 972-1515 家電量販店
前田商店 橋本中ノ町33-3 981-0261 菓子小売 ライフ男山店 男山吉井2-4 983-5201 スーパーマーケット
松井酒店 橋本堂ケ原40-1 981-0066 酒類販売 コストコホールセールジャパン株式会社 京都八幡倉庫店 欽明台北5番地 971-3700 会員制倉庫型スーパー

ライスファミリー　Akai 橋本向山1-1 981-0075 米販売 三杉屋　京都八幡店 欽明台北3-1 972-3298 スーパーマーケット
理容いぬがい 橋本焼野2-2 981-1716 理容

参加店数： 237店（平成27年7月末 現在）

八幡市プレミアム商品券　参加店一覧
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