
NO エリア 業種 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 営業時間 定休日

1 久津川 居酒屋 味彩 久世南垣内169-4 56-0711 17：00～23：00 水曜日

2 久津川 美容 intime　hair 平川山道28-1 56-2260 9：00～19：00 月・第3火曜日

3 久津川 寝具販売 快眠工房さわだふとん 久世南垣内139 52-2575 10：00～18：00 無（12/31-1/4）

4 久津川 理容業 カットインフルカワ 久世南垣内27 52-2600 9：00～19：00 月曜日・第3火曜日

5 久津川 家電小売業 ジクヤ電化　里の西店 久世里の西181-13 56-1455 10：00～18：00 日曜日

6 久津川 食品スーパー スーパー山田屋　久津川店 平川東垣内2-1 52-5252 9：30～20：00 なし（無休）

7 久津川 製茶販売 茶舗　城洋園 平川指月76-1 52-2130 9：00～19：00 日曜日

8 久津川 整体 中国整体研究所 寺田深谷143-16 55-5692 9：00～19：00
月～金

土・日のみ要予約

9 久津川 タイヤ・ホイールの小売 ワールドタイヤ城陽 平川浜道裏41-1 56-8825 10：00～20：00 水曜日

10 寺田 花の販売 あとりえピルツハウス 寺田深谷66-13 090-8882-1895 11：00～17：00 不定休

11 寺田 寿司店 糸八寿司 寺田樋尻69-49 55-4894 10：00～21：00 不定休

12 寺田 乳類販売 上杉乳販（京都南ミルクセンター） 寺田市の久保2-185 52-6333 10：00～17：00 土・日曜日

13 寺田 呉服販売 大島呉服店 寺田中大小142 52-2001 10：00～18：00 水・日曜日

14 寺田 飲食店 お食事処　はる 寺田水度坂15-183 55-4367 11：00～18：00 水曜日

15 寺田 菓子製造販売 御生菓子司　ふたば 寺田樋尻69-72 52-5248 9：00～18：30 月曜日

16 寺田 鍼灸 かんなび鍼灸院 寺田水度坂139　林ビル1F 56-0988
9：00～12：00
15：30～16：30

水・日・祝日
土曜午後

17 寺田 煎餅製造・販売 京鹿六せんべい本舗 寺田新池105-1 54-1010 9：30～18：00 土日祝
（祝は一部営業日あり）

18 寺田 旅行業 ㈱京都ツアーズ 寺田東の口17-171 55-3050 10：00～18：00 日・祝日

19 寺田 飲食業 ㈱京料理　十両 寺田樋尻48-28 52-2281 12：00～22：00 月曜日

20 寺田 カメラマン K．films 寺田築留24-8 090-8824-1021 9：00～18：00 月曜日

21 寺田 酒小売 寿屋 寺田樋尻55 55-6767 10：00～18：00 日・月曜日

22 寺田 婦人服販売 コルドンブルー 城陽市寺田北山田26-7　ラフィーネ城陽101 55-1757 10：00～18：00 火曜日

23 寺田 酒類食料小売店 地酒のマルマン 寺田北山田92-4 52-3582 10：00～20：00 日・祝日

24 寺田 呉服・和装小物 ㈱城陽やひろ 寺田水度坂15-501 52-0640 10：00～18：00 水曜日

25 寺田 飲食店 創作基地きままにおいでよ 寺田東ノ口17-170 56-8505
11：30～14：30
18：00～22：00 日・祝祭日

26 寺田 飲食店 そうそう 寺田西ノ口17-1　スカイドーム寺田102 55-6444 18：00～3：00 火曜日

27 寺田 乳類販売 ㈱田畑乳業 寺田北山田31-63 52-1694 9：00～16：00 土・日曜日

28 寺田 飲食店 中華そば　ほそかわ 寺田高田44-7 52-8082
11：00～18：00（日・祝日）

11：00～19：00　L.O　各々30分前
月曜日

29 寺田 飲食店 中華料理　レストラン　シェル 寺田袋尻19 54-2969
11：30～15：00
17：00～2100

水曜日

30 寺田 家電製品販売・リフォーム・電気工事 てくにハウスMAKINO　城陽店 寺田高田56-31 52-5882 9：00～18：30 木・祝日

31 寺田 陶芸教室 陶芸教室　水度工房 寺田市ノ久保33-4 94-6555 9：00～17：30 不定休

32 寺田 小売販売 杜若園芸 寺田庭井108-1 55-7977 9：30～16：30 火曜日

33 寺田 時計・宝石・メガネの販売、修理 時計、宝石、メガネの販売、修理 寺田中大小94-3　 94-6555 9：00～17：45 水曜日

34 寺田 家電小売業 ニシオ電化 寺田今堀72-101 53-3911 9：30～19：00 水・日曜日

35 寺田 パン製造販売 ピーター・パン 寺田東ノ口44-3 52-2312 7：00～19：00 日・祝日

36 寺田 理容業 ヘアーエステサロン　セレブレイト 寺田西の口38-6 53-7157 9：00～17：00 月・火曜日

37 寺田 理容業 ヘアーサロンナオ 寺田樋尻60-45 52-4874 8：00～19：00 月・第2、3火曜日

38 寺田 飲食店 Bakery Café　吉 寺田丁子口33-15 080-6179-1915
9：00～11：45（パン教室）
12：00～17：00（カフェ） 金曜日

39 寺田 リラクゼーション ほぐし処　日向 寺田袋尻14-3　中甚ビル1F 54-0017 11：00～23：00 金曜日

40 寺田 飲食店 萬々亭 寺田樋尻18-5 56-3811
11：30～21：30

（15：00～17：00は休み） 火曜日

41 寺田 飲食店 美幸 寺田樋尻30-2 52-2055 18：00～23：00 月曜日
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NO エリア 業種 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 営業時間 定休日

42 寺田 飲食店 ラーメン屋台 寺田袋尻27-4
11：00～15：00

17：00～22：00（LO21：45） 月・第1、3火曜日

43 寺田 飲食店 レストラン　シェル 寺田袋尻19 54-2969
11：30～15：00
17：00～22：00

水曜日（祝祭日除く）

44 富野 小売 御菓子司　松屋（本店） 長池北清水27 52-0031 10：00～17：00 火曜日

45 富野 小売 (有)奥呉服店 長池北清水31-3 52-0207 9：00～18：30 日曜日

46 富野 美容 サロンドM 枇杷庄西ノ口50-21 55-6698 9：00～19：00 月・第3火曜日

47 富野 宝石・貴金属販売 ジュエリーイケダ 富野荒見田112　アルプラザ城陽1F 56-0757 10：00～18：00 無

48 富野 家電小売業 ㈱ジクヤ電化　城陽店 富野西垣内33-116 55-0455 10：00～18：00 日曜日

49 富野 食品スーパー スーパー山田屋　富野荘店 富野西垣内11 52-2041 9：30～20：00 なし（無休）

50 富野 焼鳥店 鳥こまち 富野南清水61-6-108 56-5554 18：00～24：00 木曜日

51 富野 飲食店 盛しげ 富野北垣内9-3 56-3155
11：30～14：00
17：00～22：00 不定休

52 富野 酒類小売業 (有)中川酒・米店 富野乾垣内92 52-0174 9：00～18：00 水・日曜日

53 富野 寿司・仕出し 花登寿司 枇杷庄島ノ宮56-29 52-2046 10：00～22：00 火曜日

54 富野 パン屋 Pan de momo（パン デ モモ） 富野西垣内38-4 － 9：00～16：00 月・火曜日

55 富野 生花・園芸販売 フラワーズ山咲 枇杷庄鹿背田65-1　キンキビル1F 56-6434 9：00～19：00 無

56 富野 呉服販売 堀士呉服店 富野南垣内66 52-0074 10：00～18：00 不定休

57 富野 整体業 まえだ整体 富野高井60-62 090-6327-1104 10：00～21：00 月曜日

58 富野 飲食 焼そばのチャックル 枇杷庄鹿背田80-2 52-0298 10：00～19：00 火・水曜日

59 富野 乳類販売 ユキヤ城陽 富野高井2-3 55-9440 9：00～17：00 日・祝日

60 富野 飲食店 和食居酒屋　大すけ 富野荒見田54-7 46-9997
11：30～14：30（LO14：00）
17：00～23：00（LO22：30） 月曜日

61 青谷 小売 梅匠庵　若松 市辺五島7-4 52-7740 9：00～19：00 月曜日

62 青谷 温浴 上方温泉一休　京都本店 中芦原25-2 54-1419 10：00～23：00 毎月第2火曜日

63 青谷 小売 京つけもの　市久八木 市辺五島64-3 52-0124
8：00～12：00
13：00～17：00 土・日・祝日

64 青谷 清酒・梅酒　製造販売 城陽酒造㈱ 奈島久保野町34-1 52-0003 8：30～17：30 日・祝日

65 青谷 飲食店 すし・仕出し　もち月 奈島フケ69-1 52-0313 11：00～22：00（予約のみ営業） 不定休

66 青谷 食品スーパー スーパー山田屋　青谷店 市辺五島77-1 56-3300 9：30～20：00 なし（無休）

67 青谷 小売 シャディ　サラダ館城陽青谷店（十川商店） 奈島十六29 52-0024 9：00～19：00 水曜日

68 青谷 羽毛寝具、宇治茶　製造販売 テキスイエン　島本株式会社 奈島久保野町15 52-0002 9：00～17：30 日・土曜日（土は不定休）

尚、営業等の詳細やお問い合わせにおきましては、各店舗へ直接ご連絡をお願い致します。

お取り扱い店舗は予告なく変更される場合がございます。　　　


