
事業所名 事業内容 住所 電話番号 

●大型店スーパー・食料品販売店

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

ライフシティ東向日 食料品販売 寺戸町小佃１９ 921-3400

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

新鮮激安市場！　樫原店 食料品販売 京都市西京区樫原井戸１７－４ 382-0247

業務スーパー　西向日店 食料品販売 向日町南山３７ 925-0651

マツモト　向日店 食料品販売 森本町高田５－１ 924-2258

マツモト　大原野店 食料品販売 京都市西京区大原野上里南ノ町９２３－２ 335-5678

マツモト　長岡京店 食料品販売 長岡京市馬場図所２２番１ 959-2358

イオンフードスタイル　東向日店 食料品販売 寺戸町小佃５番地の１ 933-1147

フレスコ　向日市店 食料品販売 寺戸町東野辺３１－８ 924-3261

NEW フレスコ　洛西口駅店 食料品販売 寺戸町正田５－２ 925-9761

万代　樫原店 食料品販売 京都市西京区樫原比恵田町２２－１ 394-3007

イオンスタイル京都桂川　　　※1 総合スーパー 京都市南区久世高田町３７６－１ 925-3100

イオンモール京都桂川　　 　 ※1、※2 ショッピングモール 京都市南区久世高田町３７６－１ 921-6860

●コンビニ

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　ハートインJR向日町駅改札口店 コンビニ 寺戸町久々相 924-2404

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　向日南垣内店 コンビニ 寺戸町南垣内４－１０ 933-6898

NEW セブンイレブン　向日東田中瀬店 コンビニ 寺戸町東田中瀬１−６ 922-5777

ミニストップ　向日寺戸町店 コンビニ 寺戸町西野辺７番 921-2519

NEW ローソンストア100　向日寺戸店 コンビニ 寺戸町西田中瀬３－７ 925-0799

●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

ベーカリー・セルフィーユ　Cerfeuil パン 寺戸町西田中瀬８－９ 933-6063

プティボヌール　向日町店 パン 寺戸町西ノ段１１－１ 925-8951

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

京菓子司　菊寿 和菓子 鶏冠井町門戸９－７ 932-0246

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

NEW 京栗菓匠　若菜屋　向日店 和菓子 寺戸町中ノ段１８－２ 934-0790

クレープのお店　おんりー クレープ 寺戸町二枚田４－１ 922-7909

あまいもん　久在屋 洋菓子・豆腐 寺戸町永田２２－１２ 748-9311

パティスリー　ピラミッド 洋菓子 鶏冠井町門戸９－２ 925-0609

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

暮らしランプ・３（サン） オーガニックコーヒー豆販売・植物販売 寺戸町岸ノ下５ 874-4727

●食肉販売　鶏肉

しみずかしわ店 鶏肉 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

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

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

●魚販売　鮮魚

向日市プレミアム付商品券　使えるお店一覧

（令和2年2月25日現在）

※1

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プレミアム付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、QBハウス、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、

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、イオン銀行／イオンの保険相談、JTB、スーモカウンター

3階 丸亀製麺、マクドナルド、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

（チラシには未掲載ですが、「丸亀製麺」では向日市プレミアム付商品券はご使用いただけません。ご了承下さい。）

※2
ユニクロ（イオンモール京都桂川）での商品券のご使用が可能となりました。



貴尚水産 鮮魚 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 921-0688

●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 鶏冠井町堀ノ内４６ 921-3020

万源酒店 米・酒・お茶 鶏冠井町楓畑３ 0120-210-313

オカダ 米・酒・お茶 寺戸町梅ノ木２－２ 921-0439

野村龍酒店 米・酒・お茶 鶏冠井町楓畑２８ 933-2103

梅原酒店 米・酒・お茶 鶏冠井町草田３２の３ 933-4015

ライスランド　いそずみ 米・酒・お茶 寺戸町久々相１７ 921-0143

リカーマウンテン　向日町店 米・酒・お茶 寺戸町南垣内４－３ 924-0051

ケントボーイズ　向日店 米・酒・お茶 上植野町堂ノ前１３－３ 925-0551

●加工食品販売

香月庵 加工食品 寺戸町二枚田１－１ 933-4560

ちりめん山椒　千京 加工食品 物集女町出口１４－３ 922-4188

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

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 921-2063

●飲食・弁当・仕出し・ファーストフード

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

NEW かっぱ寿司　向日店 回転寿司 鶏冠井町馬司１８ 924-1711

鶏笑　向日店 とりのからあげ 上植野町切ノ口２９－１ 874-4426

京料理　魚久 和食 寺戸町梅ノ木１０ 921-0590

矢尾卯 和食 向日町北山３番地 921-9219

京うどん　はなこ 和食 上植野町南淀井８番地 922-2223

千信 和食 寺戸町渋川１１－２０ 934-9649

和食さと　向日店 和食 森本町戌亥１ 933-2541

我炉煮 洋食 寺戸町渋川７－１ 933-5656

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

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

ステーキのどん　物集女店

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

（純）中国料理　麒麟園 中華 寺戸町東田中瀬５－５４ 933-1370

中国家常菜　春来 中華 寺戸町初田２７－３ 931-5501

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

NEW 麺処　楠 中華 寺戸町西田中瀬２－１５ 204-2750

洋風酒膳　うまかろう 居酒屋 寺戸町渋川１１－５４ 934-7666

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

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

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

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

鉄板とお酒　久蔵 お好み焼・鉄板焼・居酒屋 寺戸町西田中瀬６－３ 935-3939

ワンカルビ　向日店

焼肉酒場　はらぱん 焼肉 寺戸町梅ノ木１０－１４ 935-2929

焼肉処　真 焼肉 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 922-4129

●電化製品

イワノ電化サービス 電化製品 寺戸町久々相８ 932-1814

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１ 933-1311

遠藤電気 電化製品・クリーニング代理店 寺戸町東ノ段３６ 921-0083

片山電機㈱　向日町店 電化製品 向日町南山４２ 922-6545

長谷川電機店 電化製品 寺戸町南垣内４９ 921-0307

ケーズデンキ　向日町店 電化製品 上植野町尻引１－３ 934-8550

●ホームセンター

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

ホームセンターコーナン　向日町大原野店 ホームセンター 京都市西京区大原野上里南ノ町５４６番地１ 335-4757

●衣料・服飾・靴・雑貨

小林装粧品店 傘・提灯・化粧品・袋物・鞄・日用雑貨・線香・ローソク 鶏冠井町楓畑２４ 921-2859

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

閉店（令和元年12月21日）

閉店（令和元年12月21日）

閉店（令和2年1月13日）



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

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

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

NEW ブティック　シンキ向日町店 婦人服・雑貨 寺戸町初田２７－２　マルイビル１F 922-7333

まるい履物店 靴・傘・カッパ・履物類一式 向日町南山３７　向日町ショップセンター内 934-5776

トシアンティークス 英国アンティーク・ステンドグラス販売、制作 物集女町長野５－３ 925-3711

●住宅・住宅設備関係

山本畳商店 畳 寺戸町山縄手２３－１ 921-0360

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１０－１２ 931-1000

㈲吉川工務店 住宅・住宅設備関係 上植野町切ノ口２４－５ 935-1707

竹内工務店 住宅・住宅設備関係 寺戸町大牧１－１５９ 921-4830

木村㐂工務店 住宅・住宅設備関係 森本町下森本４７－６７ 933-0034

NEW タニカワホーム株式会社 住宅・住宅設備関係 寺戸町辰巳２０－３ 933-8844

NEW 株式会社タニカワ住建 住宅・住宅設備関係 寺戸町辰巳２０－１４ 933-6699

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

AD電設 電気工事 物集女町北ノ口３２－９ 933-3750

●コスメ・ドラッグ・健康食品

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・喫茶 上植野町南開４９－１ 921-1498

向日町ドラッグ コスメ・ドラッグ・健康食品 寺戸町中ノ段１４－２ 933-3430

マツノ薬局 調剤薬局 寺戸町久々相８－２　パレHSP104 921-6839

あい薬局　洛西口店 調剤薬局 寺戸町七ノ坪１３９ 925-3008

あい薬局　上植野店 調剤薬局 上植野町落堀１４－５－２ 924-2002

マルナカ薬局 調剤薬局 寺戸町梅ノ木１０－９ 921-0459

ユタカ薬局　向日森本 調剤薬局 森本町高田１１ 924-5611

NEW 物集女ゆう薬局 調剤薬局 物集女町池ノ裏２５－３ 924-0116

NEW かわかみ調剤薬局　東向日店 調剤薬局 寺戸町初田１９－３　K&Cプラザ１Ｆ 924-2116

NEW ふたば薬局　向日店 調剤薬局 寺戸町向畑５３－５３ 925-1220

ダックス　向日物集女店 ドラッグストア 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 ドラッグストア 寺戸町東田中瀬１４ 925-0208

ドラッグストア　ホップス樫原店 ドラッグストア 京都市西京区樫原井戸１７－４ 383-4570

ドラッグユタカ　向日森本店 ドラッグストア 森本町高田１１番地 933-3266

ドラッグユタカ　向日上植野店 ドラッグストア 上植野町下川原１番８ 925-2552

ドラッグユタカ　東向日店 ドラッグストア 寺戸町向畑６１番 924-5507

●ヘアーサロン

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１Ｆ 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　グランレブリー洛西口１F 921-0818

Loa hair design ヘアーサロン 寺戸町東田中瀬１７－４　伊藤ビル１F 754-7776

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

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１F 874-3502

●時計・宝石・眼鏡

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

メガネの三城　上植野店 眼鏡 上植野町南淀井９－１ 931-7567

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

フジヨシ時計店 時計・宝石・眼鏡 森本町前田２９－６ 931-3915

●クリーニング店

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　シミズ　小佃店 クリーニング 寺戸町小佃１－１１ 922-1050

クリーニング　ユー　向日ショップ店 クリーニング 向日町南山３７ 932-2880

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

カーニバル　東向日店 クリーニング 寺戸町北垣内３８－１ 921-0737

●スポーツ用品店

MLG　MAPLE LANE GOLF ゴルフ用品 上植野町御塔道２－５　コーポ御塔道１０２号室 203-9198

●サイクルショップ

サイクルベースあさひ　桂川店 サイクルショップ 寺戸町八ノ坪１１７－１ 925-4506

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

●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

㈱マサミガーデン 園芸植物・雑貨・住宅・住宅設備関係 鶏冠井町七反田１７ 922-7121

お花屋さん　コーセイ フラワーショップ 寺戸町向畑５１－１ 080-6223-2570

松村生花店 フラワーショップ 寺戸町小佃１９　ライフシティ東向日内 932-3319

●ペットショップ

ペットショップ　Daisyhill 子犬販売・ペット美容室・ペットホテル 上植野町切ノ口２８－１０ 933-4111

オオクワ京都昆虫館 昆虫販売 向日町南山５６－７ 931-5006



●事務用品・印刷・事務機

ナカヤス文具店 文房具 寺戸町東田中瀬１５－２２ 921-1258

●スクール

西の丘ローンテニスクラブ テニススクール・テニス用品 寺戸町殿長１１ 921-1150

NEW ネットサポート PC教室 寺戸町北前田３３－２ 931-0278

●タクシー業

阪急タクシー㈱　京都営業所 タクシー業 寺戸町飛龍11-4 921-2627

都タクシー㈱ タクシー業 寺戸町久々相２０番地の９ 921-6954

NEW おかばやしタクシー タクシー業 向日市寺戸町三ノ坪７－１０ 090-8936-0837

●鍼灸・整骨院・整体

日和堂はり灸院 鍼灸院 寺戸町渋川１８－８ 934-0830

ゴトー鍼灸院 鍼灸院 寺戸町梅ノ木６－７ 931-5832

木ノ下整骨院 整骨院 寺戸町渋川７－２ 931-1444

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

●エステサロン・マッサージサロン

エステサロン北山 エステサロン 寺戸町西田中瀬１２－８ 935-2212

エステティック　ジュビラン　moana エステサロン 寺戸町小佃２０－１３－２　BGビル２階 934-2479

エステティック　ジュビラン　マカリィ エステサロン 上植野町堂ノ前５－３－３２　イトーピアマンション１階 934-5379

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１３－９ 205-0369

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

●自動車整備・販売

Honda Cars 乙訓　向日店 新車、中古車販売・買取・車検・点検・保険 上植野町桑原５-３ 922-2313

Auto Garage BELIEVE 新車、中古車販売・板金・塗装・タイヤ交換・カーフィルム加工・各種点検修理 上植野町藪ノ下６－１ 935-1414

タイヤ館　長岡京 タイヤ・ホイール・車検・オイル交換 上植野町下川原１９－１ 931-3051

●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

●竹製品

㈱大塚竹材店 銘竹・銘木・竹製品 寺戸町久々相１５番地 921-0033

東洋竹工㈱ 竹製品 寺戸町久々相１３番地２ 933-7733

●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

●新聞

京都新聞向日町北販売所 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

●玩具・ベビー用品

トイザらス・ベビーザらス 向日市店

西松屋　向日店 ベビー・子供用品 鶏冠井町十相１－１ 921-2422

●その他

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

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

㈱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

㈱京都衛生開発公社 一般廃棄物収集・清掃等 森本町高田３１ 921-6202

NEW ㈱シンキ 不用品の処分・リフォーム工事・家の外まわりの工事 鶏冠井町八ノ坪１３－６ 932-0111

NEW 100円ショップ　シルク　西向日店 100円均一ショップ 向日町南山３７　向日町ショップセンター内 931-4300

NEW ダイソー　向日市役所前店 100円均一ショップ 寺戸町南垣内２７－１ 925-1411

ダイソー　向日市ステーションパーク店 閉店（令和2年1月26日）

閉店（令和2年1月26日）

（制度について） （使えるお店について）
【お問合せ先】 向日市プレミアム付商品券事業実施本部 向日市商工会

電話 075-931-1111（代表） 電話 075-921-2732


