
事業所名 事業内容 住所 電話番号 

●大型店

ケーズデンキ　向日町店 電化製品 上植野町尻引１－３ 934-8550

ジョーシン　桂川イオンモール店 電化製品 京都市南区久世高田町３７６ー１（京都市と向日市の両方に所在） 933-1311

ロイヤルホームセンター物集女店 ホームセンター 物集女町北ノ口１６－３ 931-6641

マツモト　向日店 食料品販売 森本町高田４－１ 924-2258

新鮮激安市場！向日町店 食料品販売 向日町南山37 931-1220

新鮮激安市場！洛西口店 食料品販売 寺戸町八ノ坪１１９ 921-1134

業務スーパー西向日店 食料品販売 向日町南山３７ 925-0651

スーパーフレスコ向日市店 食料品販売 寺戸町東野辺３１－８ 924-3261

洋服の青山　京都桂川店 衣料・服飾・靴・雑貨 寺戸町八ノ坪１１８番地 921-1177

メガネの三城　向日町店 眼鏡 寺戸町初田１９－１　K&Cプラザ 934-2964

NEW メガネの三城　上植野店 眼鏡 上植野町南淀井９－１ 931-7567

ビジョンメガネ　向日町店 眼鏡 鶏冠井町西金村５　向日市ステーションパーク１F 932-3247

アルペン　向日町店 スポーツ用品 鶏冠井町馬司１５－１ 932-4157

ドラッグユタカ　東向日店 ドラッグ・健康食品 寺戸町向畑６１ 924-5507

ドラッグユタカ　向日森本店 ドラッグ・健康食品 森本町高田１１ 933-3266

ダックス　物集女店 ドラッグ・健康食品 物集女町五ノ坪１８－３ 935-7688

ドラッグストア　ホップス東向日店 ドラッグ・健康食品 寺戸町東田中瀬１４ 925-0208

イオンモール京都桂川 ショッピングモール 京都市南区久世高田町３７６ー１（京都市と向日市の両方に所在） 921-6860

イオンスタイル京都桂川 総合スーパー 京都市南区久世高田町３７６ー１（京都市と向日市の両方に所在） 925-3100

事業所名 事業内容 住所 電話番号 

●食料品販売店

物集女の郷やすだ 食料品販売 物集女町御所海道３－２ 921-2911

ライフシティ東向日 食料品販売 寺戸町小佃１９ 921-3400

神﨑屋　本店 食料品販売 寺戸町東ノ段４番地 935-3577

神﨑屋　季節店 食料品販売 寺戸町東ノ段４番地 932-1137

神﨑屋　西向日店 食料品販売 上植野町野上山３１－４ 932-3577

なかの食品 食料品販売 森本町下森本２２－３ 921-0356

上幸商店 食料品販売 上植野町南開５４－１ 921-0173

●コンビニ

タックメイトまんげん コンビニ 鶏冠井町楓畑３ 0120-210-313

セブンイレブン向日南垣内店 コンビニ 寺戸町南垣内４－１０ 933-6898

セブンイレブン向日梅ノ木店 コンビニ 寺戸町梅ノ木９ 921-0788

セブンイレブン向日南金村店 コンビニ 鶏冠井町南金村６－２ 933-2037

セブンイレブン向日寺戸店 コンビニ 寺戸町修理式１３－２ 934-2123

セブンイレブン向日北前田店 コンビニ 寺戸町北前田１４－６ 931-0441

セブンイレブン向日一文橋店 コンビニ 上植野町下川原２０－１ 933-7117

●パン・和・洋菓子販売

まぁ’S　キッチン パン 寺戸町八ノ坪２４－３ 921-5596

かふぇ　くっちーな パン・喫茶 寺戸町初田１２－７　ハイツイースト１Ｆ 090-3614-2484

　大型店　（1,000円券のみご使用いただけます）

　地域専門店　（500円券、1,000円券どちらもご使用いただけます）

第2回 向日市歴まち商品券　使えるお店一覧　（12月25日（金）現在）

イオンモール京都桂川、イオンスタイル京都桂川の下記店舗では向日市歴まち商品券はご使用いただけません

【使用対象外店舗】

1階 インフォメーション、ハロー！パソコン教室、セイハ英語学院、ラビキッズワールド、QBハウス、

金犬くん、宝くじ売り場、medimoメディカルモール、東急スポーツオアシス

2階 NIPPON TATAMI、暮らしのマネープラザ、JTB

3階 楽市楽座、小学館の幼児教室ドラキッズ、イオンシネマ、Feel-good COFFEE

※ 「 ライフ向日店 」（上植野町）では向日市歴まち商品券はご使用いただけません。
10月1日全戸配布チラシの使えるお店一覧に掲載されている「 ライフ向日店 」（上植野町）では向日市歴まち商品券はご使用い
ただけません。ご了承下さい。



パン工房・喫茶　かけはし パン・喫茶 上植野町五ノ坪１１－１　乙訓ひまわり園２F 935-0055

栄久堂生菓子店 和菓子 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-3093

向日市　鳴海餅 和菓子 寺戸町殿長２５ 931-4222

京鳴海　篁庵 和菓子 寺戸町殿長２８－１ 934-3637

京菓子　菊寿 和菓子 鶏冠井町門戸９の７ 932-0246

クレープのお店　おんりー クレープ 寺戸町初田２７－１ 922-7909

パティスリー　ピラミッド 洋菓子 鶏冠井町門戸９１２ 925-0609

パティスリー　れ・れ・れ　本店 洋菓子 上植野町御妙林７－１ 777-3695

NEW ＡＭＡＩＭＯＮ　ＫＹＯＴＯ　ＫＹＵＺＡＹＡ 洋菓子・豆腐 寺戸町永田２２－１２ 748-9311

●食肉販売　鶏肉

しみずかしわ店 食肉 向日町南山５６－８ 933-5435

昌本かしわ店 鶏肉 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-3082

牛彩家アイハートキムラ 精肉 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-4129

肉のたけひろ 精肉 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-1262

鳥寿かしわ店 鶏肉 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 933-1852

とり好み 鶏肉 向日町南山３７　向日町ショップ２F 935-0678

●魚販売　鮮魚

貴尚水産 鮮魚 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-0688

はっとり鮮魚 鮮魚 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-8018

●野菜・果物販売

長谷川農園直売所 野菜・果物 寺戸町西田中瀬２－２ 935-3276

萬長果物店 果物 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-1943

プロスパー萬長 野菜 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-1943

ヤオヤス青果店 野菜・果物 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-4501

●米・酒・お茶販売

上羽米穀店 米・おにぎり 寺戸町初田２４ 921-0460

藤田米穀店 米・調味料 鶏冠井町堀ノ内４６ 921-3020

オカダ 米・酒・お茶 寺戸町梅ノ木２－２ 921-0439

ライスランド　いそずみ 米・酒・お茶 寺戸町久々相１７ 921-0143

山添酒店 米・酒・お茶 寺戸町久々相１７－７ 931-3033

嶋岡酒店 米・酒・お茶 寺戸町東田中瀬１５－３４ 922-6923

小林酒店 米・酒・お茶 寺戸町飛龍１８－１ 921-4410

野村龍酒店 米・酒・お茶 鶏冠井町楓畑２２ 933-2103

梅原酒店 米・酒・お茶 鶏冠井町草田３２番地の３ 933-4015

NEW イソズミ 米・酒・お茶 寺戸町東ノ段３４ 921-0150

山城大福園 お茶 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-2548

NEW ちび茶や お茶 寺戸町西田中瀬８－７ 921-4605

●加工食品販売

たつや塩干店 塩干 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 932-5218

はなぶさ塩干店 塩干 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-3402

はま一蒲鉾店 蒲鉾・練り製品 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 933-3605

惣菜シュメック 惣菜 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 934-9799

京都味蔵 漬物・味噌 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内

鳴門屋豆腐店 豆腐 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-4505

山下とうふ店 豆腐 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-5598

ちりめん山椒　千京 加工食品 物集女町出口１４－３ 922-4188

香月庵 加工食品 寺戸町二枚田１－１ 933-4560

●飲食・弁当・仕出し・ファーストフード

花登 寿司 寺戸町北垣内４－２ 922-6510

寿司の松よし 寿司 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 933-3213

寿し伝 寿司 上植野町持丸９－１１ 935-5505

京料理　魚久 和食 寺戸町梅ノ木１０ 921-0590

だいこん畑　良庵 和食 寺戸町西田中瀬３　フォーラム東向日Ⅱ 934-4220

矢尾卯 和食 向日町北山３番地 921-9219

今里屋 和食 向日町南山４ 921-0158

今里 和食 上植野町馬立８　乙訓総合庁舎内 921-0158

手打ちそば処　三益庵 和食 上植野町上川原７－１４ 933-5190

はなこ 和食 上植野町南淀井８番地 922-2223

中楼田 和食 寺戸町田中瀬８－１９ 922-0618

旬彩酒房　夢商人（ゆめあきんど） 和食・居酒屋 寺戸町渋川２１-４ 922-8200

ファーム　カフェ　ロンド 和食・洋食・喫茶 寺戸町中ノ段１７－１　市民会館１Ｆ 931-8114

我炉煮 洋食 寺戸町渋川７－１ 933-5656

キッチン・タロー 洋食 寺戸町西ノ段４－２ 922-6920

びっくりドンキー向日店 洋食 森本町佃１５－７　うきわくシティ京都南内 924-6500

DINOSAUR　JUNGLE 洋食・喫茶 寺戸町七ノ坪１２４　モンレーヴ１F 757-9486

珉珉向日町店 中華 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 932-9320



（純）中国料理　麒麟園 中華 寺戸町東田中瀬５－５４ 933-1370

中華料理　一来一来 中華 向日町南山３９－８ 931-9615

ラーメン　さっちゃん 中華 鶏冠井町草田３２－１７ 933-1724

美食人　エピキュア　ほあんほあん 中華 鶏冠井町西金村４－６ 933-9144

中国家常菜　春来 中華 寺戸町初田２７－３ 931-5501

いざか屋ことみ 居酒屋 寺戸町渋川３－２５ 921-8784

洋風酒膳　うまかろう 居酒屋 寺戸町渋川１１－５４ 934-7666

鳥せい　向日町店 居酒屋 寺戸町渋川１１－５５ 931-5544

味の台所　中々 居酒屋 寺戸町山縄手２７－３１ 205-1983

海鮮酒場モアイ 居酒屋 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 932-5888

気ままにダイニング　ふうせんかずら 居酒屋 上植野町上川原１－１５ 934-6630

鳥やす 居酒屋 森本町上森本３－１５ 934-2230

美しゅ バー 寺戸町山縄手３０－１０ 921-4378

NEW air 1963 バー 寺戸町渋川１１－５５ 080-4016-1972

NEW Ｗｉｎｅ　Ｂａｒ　ＴｅＲＲａ＋　東向日店 ワインバー 向日市寺戸町小佃２０－１２ 925-7552

Ｂｏｏｋｓ ＆ cafe　Ｗｏｎｄｅｒ ｌａｎｄ 喫茶・飲食・絵本専門店 寺戸町久々相８－２ 931-4031

Ｃｏｆｆｅｅ　Ｈｏｕｓｅ 響屋 喫茶 上植野町御妙林９番地４ 934-0351

喫茶ポイント 喫茶 寺戸町瓜生１８－５ 933-5548

路餐軒 お好み焼・鉄板焼 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 932-6350

お好み焼　やまちゃん お好み焼 寺戸町永田１１－７９ 934-6928

京お好み　久蔵 お好み焼 寺戸町西田中瀬２－１５ 935-3939

Ｅ－Ｋｉｔｃｈｅｎ お好み焼 寺戸町初田１３－２０ 200-5953

あじひろ物集女 お好み焼・鉄板焼 物集女町五ノ坪１６－１４ 935-1900

ラウンジ　KIRINEN スナック 寺戸町渋川３－２６ 931-9664

喫茶・スナック　もり スナック 寺戸町修理式２５－７ 934-4170

ちょこっと Bar カラオケ・スナック 寺戸町久々相１８番地の１６ 933-9153

焼肉酒場　はらぱん 焼肉 寺戸町梅ノ木１０－１４ 935-2929

焼き肉の大拙　向日町店 焼肉 上植野町上川原８－６ 935-3460

●電化製品

イワノ電化サービス 電化製品 寺戸町久々相８－２ 932-1814

遠藤電気 電化製品 寺戸町東ノ段３６ 921-0083

長谷川電機店 電化製品 寺戸町南垣内４９ 921-0307

片山電機　向日町店 電化製品 向日町南山４２ 922-6545

デンカショップ　ダイコクヤ 電化製品 上植野町樋爪９－４ 933-2580

パナショップ　ニシムラ 電化製品 寺戸町東ノ段９－１１ 934-2010

●衣料・服飾・靴・雑貨

まるい履物店 靴 向日町南山３７番地　向日町ショップセンター内 934-5776

レディースいなば 婦人服・雑貨 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-6060

雑貨工房　アリス 雑貨・スクール 向日町南山３４番４ 935-7121

レディースいなば 衣料・服飾・靴・雑貨 向日町南山３７番地　向日町ショップセンター内 931-0704

青山商店 日用品 寺戸町西田中瀬６ 921-0156

小林装粧品店 日用雑貨・化粧品・傘・提灯 鶏冠井町楓畑２４ 921-2859

仁アートショップ＆スペース 柿渋染めバッグ・アクセサリー 上植野町浄徳２９－６ 935-0441

bring-bring　ブリング-ブリング カントリー雑貨 寺戸町大牧１４－７０ 922-9256

シンキ向日町店 婦人服・雑貨 寺戸町初田２７－２ 922-7333

●住宅・住宅設備関係

小山家具 家具 寺戸町東田中瀬１１－２ 933-8811

山本畳商店 畳 寺戸町山縄手２３－１ 921-0360

㈱マサミガーデン 住宅・住宅設備関係・フラワーショップ 鶏冠井町七反田１７ 922-7121

乙訓イケダ住設建材㈲ 住宅リフォーム・住宅設備関係 上植野町十ヶ坪１０番地の１２ 931-1000

㈲冨安水工店 住宅リフォーム 森本町下森本１５－２０ 921-4820

木村㐂工務店 住宅リフォーム 森本町下森本４７－６７ 933-0034

㈲杉山工務店 住宅リフォーム 鶏冠井町御屋敷２８ 921-3659

松雄建設㈱ 住宅リフォーム 寺戸町大牧１４－７０ 933-3200

中川住建㈱ 住宅リフォーム 寺戸町二ノ坪１１－７ 931-6335

NEW ㈱前広 住宅リフォーム 上植野町桑原６－４－１F 924-0113

NEW ㈱ハウスウィンドウ 住宅リフォーム 鶏冠井町西金村５　向日市ステーションパーク１F 932-0105

㈱清水工務店 住宅リフォーム・外構工事 森本町天神森１７－１ 922-2336

NEW リファイン乙訓　㈱造屋 自由設計リフォーム 寺戸町東田中瀬１７－２ 931-7112

㈱山内工務店 住宅・住宅設備関係 上植野町上川原１－２２ 933-1505

竹内工務店 住宅・住宅設備関係 寺戸町大牧１ー１５９ 921-4830

北野住宅㈱ 不動産仲介・売買 寺戸町渋川３－３５ 931-5711

グリーンハウジング 不動産仲介・売買 向日町南山２８　サングリーンハイツ１階 934-8473

橋本住宅 不動産仲介・売買 寺戸町山縄手１１－２３ 934-6222

住宅情報センター㈲ 不動産仲介・売買・住宅リフォーム 寺戸町北垣内11番地 922-0030

NEW ㈱のぞみハウジング 不動産仲介・売買・管理・住宅リフォーム 寺戸町向畑５２－１２ 924-0707



㈱オカモク 不動産管理 寺戸町中垣内１７ 934-0586

㈲山本商会 給湯器、便器の取替えなど 森本町石田２２－５１ 922-8901

AD電設 電気工事一般 物集女町北ノ口３２－９ 933-3750

NEW ㈲佐々木板金工業 屋根・板金工事 上植野町下川原３６－１ 922-2872

●コスメ・ドラッグ・健康食品

コスメティックストアみきや 化粧品・紙 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-4411

オカザキ化粧品店 コスメ・健康食品 寺戸町北垣内１ 921-2367

かどや コスメ・健康食品 寺戸町初田２７－３ 921-0464

ひまわり化粧品店 コスメ・健康食品・雑貨 上植野町南開４９－２ 921-1498

マルナカ薬局 調剤薬局・化粧品 寺戸町梅ノ木１０－９ 921-0459

マツノ薬局 調剤薬局・化粧品 寺戸町久々相８－２　パレHSP104（JR向日町駅前） 921-6839

ポプリ薬局　本店 調剤薬局・化粧品 寺戸町永田１－１１６ 922-9113

向日町ドラッグ ドラッグ・健康食品 寺戸町中ノ段１４－２ 933-3430

ヒラオカ薬局 ドラッグ・健康食品 森本町下森本４６－１ 921-7963

●ヘアーサロン

CHICA ヘアーサロン 寺戸町小佃１－８　エバグリーンヴィラ小佃１０１ 874-3502

ビューティサロン　ナティ ヘアーサロン 鶏冠井町山畑１４－１８ 934-7569

ＢＬＯＯＭ　ｈａｉｒ ヘアーサロン 寺戸町修理式２－８３ 921-2279

ヘアーメイクポリッシュ東向日店 ヘアーサロン 寺戸町初田２７－２　長栄堂ビル　２Ｆ 921-8105

ヘアーメイクポリッシュ西向日店 ヘアーサロン 上植野町馬立３－１　レスポワールウエダ　１Ｆ 931-0021

ヘアーメイクポリッシュ洛西口店 ヘアーサロン 寺戸町七ノ坪１０８　グランレブリー１F 921-0818

ヘアーサロン　ナイトウ ヘアーサロン 寺戸町渋川 ７－１ 933-2438

ｎｅｕｆ ヘアーサロン 寺戸町東ノ段９－３８ 0120-20-2068

NEW ビューティースタジオ　ヤマウチ ヘアーサロン 上植野町後藤１０－２１ 934-0501

NEW Hair Space Earth ヘアーサロン 寺戸町西田中瀬３－４　FORAM東向日２F 922-8707

NEW 美容室スターダム ヘアーサロン 寺戸町西田中瀬６ 922-5576

●時計・宝石・眼鏡

フジヨシ時計店 時計・宝石・眼鏡 森本町前田２９－６ 931-3915

グラスィーズ　ギャラリー　タツムラ 眼鏡 上植野町上川原１－１９ 932-7266

●クリーニング店

クリーニングシミズ クリーニング 寺戸町初田２４ 921-2075

クリーニングつき山 クリーニング 向日町南山１０ 921-0426

クリーンウォッシュ クリーニング 上植野町上川原１－３３ 933-2228

乙訓ひまわり園ワークセンター クリーニング（寝具のみ） 上植野町五ノ坪１１－１ 935-0055

●スポーツ用品店

向東スポーツ スポーツ用品 寺戸町初田１２－７ 934-2220

●サイクルショップ

サイクル工房　テック サイクルショップ 寺戸町初田２５－１ 　正一ビル１階２号 874-3821

サイクルショップ　ササイ サイクルショップ 物集女町坂本１２－１ 933-3983

ポッポ自転車　一文橋店 サイクルショップ 上植野町吉備寺８－８ 201-6775

●フラワーショップ

花苑アイチ フラワーショップ 向日町南山３７ 931-3786

永井生花 フラワーショップ 上植野町南開５２ 921-3854

松村生花店 生花 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 932-3319

お花屋さん　コーセイ フラワーショップ 寺戸町向畑５１－１ 754-7623

●ペット美容院・ペット商品

オオクワ京都昆虫館 ペット商品 向日町南山５６の７ 931-5006

Ｋ’ｓｗａｎ ペットサロン 向日町北山50-5西友ビル1F 950-5155

●事務用品・印刷・事務機

かっぱ堂 事務用品・印刷・文具 寺戸町永田１－１８０ 922-3616

ナカヤス 事務用品・印刷・事務機 寺戸町東田中瀬１５－２２ 921-1258

クリップ 事務用品・印刷・事務機・クリーニング 物集女町出口３９－１４ 921-7824

●スクール

ネットサポート パソコンスクール 寺戸町北垣内４－１ 931-0278

●タクシー業

都タクシー㈱ タクシー業 寺戸町久々相２０番地の９ 921-6954

阪急タクシー㈱ タクシー業 寺戸町飛龍１１－４ 922-3156

㈱まどか 介護タクシー 上植野町西小路２６番地 925-5087

●鍼灸・整骨院・整体

木ノ下整骨院 整骨院 寺戸町渋川７－２ 931-1444

ここみ整骨院 整骨院 寺戸町南垣内２６　Ｋ－ｈｏｕｓｅ１Ｆ 950-2384

NEW あやめ整骨院 整骨院、リラクゼーションサロン 寺戸町西田中瀬３－４　FORAM東向日２F 925-6479

日和堂はり灸院 鍼灸院 寺戸町渋川１８－８ 934-0830

なかま鍼灸整骨院 鍼灸院・美容施術・美容鍼灸 寺戸町中ノ段１３　スペリオン寺戸１階 874-7633

ゴトー鍼灸院 鍼灸院 寺戸町梅ノ木６－７ 931-5832

ひろた鍼灸整骨院 鍼灸・整骨院 寺戸町中ノ段３－１ 932-6107



整体　ゆるみや 整体サロン 寺戸町山縄手３０－１０ 090-1584-7125

●エステサロン・マッサージサロン

ドクターリセラ　メディカルエステさくら想 エステ・リラクゼーション 鶏冠井町山畑１３－９ 874-1137

メナードフェイシャルサロン　「フェルメール」 メナード化粧品販売・エステサロン 寺戸町東野辺６４－５ 934-5649

エステサロン北山 エステサロン 向日町北山５０－５　西友ビル２Ｆ 922-8681

フェイシャルサロン　ＣＯＣＯルース エステサロン 寺戸町北垣内３１－１０３ 931-7515

NEW ポーラ　エステイン美月 エステサロン 寺戸町初田２５－１　１F 090-8535-6999

NEW ほぐし処　手もみ総本店　京都向日町店 リラクゼーション（マッサージ）サロン 向日市上植野町御妙林５－１ 874-3023

●車・バイク

㈲志賀サイクル オートバイ・スクーター　販売・修理 寺戸町中垣内２４番地の９ 921-4531

オートショップスーパーノバ オートバイ・スクーター　販売・修理 上植野町下川原２５ 934-2175

オートバックス１７１向日店 カー用品 森本町高田１７ 922-0171

オート　ガレージ　ビリーヴ 自動車整備・販売 上植野町藪ノ下6-1 935-1414

●竹製品

㈲清水銘竹店 竹・竹製品販売 上植野町桑原１３－１ 933-6885

東洋竹工㈱ 竹製品 寺戸町久々相１３番地２ 933-7733

㈱大塚竹材店 銘竹・銘木・竹製品 寺戸町久々相１５番地 921-0033

●寝装品

浅井ふとん店 寝装品・仕立て直し 寺戸町修理式１－５０ 931-4560

●旅行代理店

㈱ツアーポート 旅行代理店 上植野町鴨田３－４ 934-1123

●カメラ・DPE・写真館

山下写真館 写真館 寺戸町西田中瀬２－１ 933-4014

NEW H2フォトステーション DPE 寺戸町永田２２－８ 931-8333

●新聞

京都新聞向日町北販売センター 新聞販売 寺戸町北前田６番地の４ 922-0792

京都新聞向日町販売所 新聞販売 上植野町上川原７－１２ 921-2602

読売新聞向日東YC 新聞販売 寺戸町辰己２０－１１ 921-1053

●その他

㈱京都衛生開発公社 一般廃棄物収集・清掃等・消臭剤 森本町高田３１ 922-3556

㈱マリモ商事 お歳暮、贈答品、カタログギフト、販促品 寺戸町東ノ段３０－１７ 931-0493

瀧本金物百貨店 家庭金物・荒物 向日町北山４ 921-0070

㈲向陽美広社 看板製作 物集女町森ノ上１６－１６ 931-0207

トシ・アンティークス 西洋アンティーク販売（家具・ステンドグラス・雑貨等） 物集女町長野５－３ 925-3711

ゲオ向日店 DVD・CD・ゲームソフト 向日町北山６１番地 925-0812

設計事務所アトリエボンド 住宅・店舗、広告、家具デザイン 寺戸町新田３ 922-0527

NEW ダスキンソフト ハウスクリーニング 寺戸町梅ノ木１５ 922-5176

NEW スパッタツウシンマーケット　京都ショールーム 玩具・模型 物集女町クヅ子５　ハイツグレーメスト１０３ 963-6293

NEW 木村忠印堂 はんこ 寺戸町西田中瀬１０－１ 921-0984


