
「ありがとう！大山みんなで応援券」協賛事業者一覧

協賛事業者名 提供商品・サービス内容 所在地 電話番号 協賛事業者名 提供商品・サービス内容 所在地 連絡先

ブルーベリー地頭農園 ブルーベリーの摘み取り・食べ放題
赤松572-

328
0859-53-8810

エディオン中山店

たかみでんき
家電製品全般の販売、リフォーム工事一式

松河原188-

2
0858-58-3239

大工屋 建築一般 所子1331-1 0859-53-4927 株式会社ダイハツ名和
全メーカー新車・中古車販売、車検、点検、板

金塗装
富長903-1 0859-54-3351

エムマート 食料品、日用品、生鮮品、お酒、電化製品など 所子261-8 0859-53-3131 ろとサービス 便利屋・介護保険外サービス 門前1058 090-3089-8968

スカイテラス大山

（やまがみ農園）
レンタルスペース 加茂2032 080-6341-1096 キンタカ　大山口薬局 OTC薬品、介護用品 末長292-7 0859-53-1007

日本海新聞 名和販売所

池口新聞舗
新聞小売業 富長839-2 0859-54-3710 ＢＵＳＨＩＤＯ

イギリス人ガイドリチャードと行く大山アク

ティビティツアー
御来屋1023 090-9460-2912

福島サッシ建材店 サッシ、ガラス、網戸、カギ、戸など
御来屋782-

3
0859-54-2432 たみや 衣料品全般

御来屋133-

1
0859-54-2030

名和電化サービス 家電商品販売、工事、修理 富長73-3 0859-54-2425
おそうじ本舗

米子大山店

エアコンクリーニング・レンジフードクリーニン

グ、浴室クリーニング、トイレクリーニング
稲光275-6 0120-343-321

玉知店
衣料品販売、クリーニングの取り扱い、宅急便

取扱い
上市212 0858-58-2003 ローソン西伯名和店 コンビニエンスストア 富長721-3 0859-54-5051

松岡建設有限会社 建築、リフォーム全般 東坪765-3 0859-54-3031 塩谷糀味噌株式会社
糀・味噌（カップ入・袋入・進物樽入・つきし

な味噌）
御来屋1085 0859-54-2112

スマイルインテリアnino 内装工事、簡易なリフォーム、カーテンなど 岡631 0858-58-2701 ちえ美容室 カット、パーマ、カラー、ブローなど 御来屋1053 0859-54-2268

マツモト電器 家庭電化製品販売、修理、工事
御来屋888-

2
0859-54-2307 害虫駆除ふくだサービス

害虫駆除（シロアリ、ハチ、トコジラミ、その

他）
末長256-2 090-9501-4419

ハルト建設株式会社 建築工事一式、リフォーム工事一式 名和534 0859-56-1650 ヘアーサロン氏 カット、カラー、パーマ、シェービングなど 下市40 0858-58-2287

山本住建 資材・リフォーム 田中965-11 0858-58-3963 名和ドライクリーニング クリーニング 富長742-1 0859-54-2026

ダイハツ大山 自動車整備、販売 安原37-1 0859-53-3074 トガマエヤ大山口店 衣料品の販売 国信543-6 0859-53-3013

宮原鍛冶鉄工所 包丁などの金物販売　包丁研ぎ　機械修理 末長282-3 0859-53-3077 美容室カモミール カット、パーマ、カラー、ブローなど 高田338-3 0859-54-3223

光和鉱油 ガソリンスタンド 所子266-1 0859-53-3200 鳥取潜水 ウェットスーツ、水中用品など 上市170-1 0858-58-2121

ヘアサロンタカミ
ヘアメニュー全般、ヘッドスパ、着付、よもぎ

蒸し、まつげパーマ
塩津241 070-1411-0518 中山新聞店 新聞代 上市170-1 0858-58-2121

モロユ水道 住宅設備工事・その他工事
御来屋142-

1
0859-54-2227 押本建築 大工工事

赤松572-

635
0859-53-8858

田宮畳店
新畳、畳表替え、畳裏返し、古畳処分、障子・襖・網戸貼

替え、新調、クロス貼替え、カーテン取付工事
田中803-4 0858-58-2331 ヘアーサロンキノシタ ヘアカットなど 田中781-3 0858-58-3846

お魚センターみくりや 鮮魚の直売
御来屋29-4

１F
0859-54-5511 Mina yoga ヨガレッスン 安原362 080-3050-9803

松本油店　中山ＳＳ
ガソリン、軽油、灯油、車関連作業、軽作業な

ど
赤坂340-11 0858-58-2355 真島商事 牛乳、乳製品、清涼飲料水の販売 末長243-6 0859-53-3055

ストーク作業所
野菜、加工品販売（とうふ、ケチャップ、ジャ

ムなど）
平田376 0859-53-5859 ハラ理容室 カット、パーマ、顔そり 前194-3 0859-53-8400

松井オートサービス 自動車販売、整備一式 塩津834-2 0858-58-2511 ヘアーサロン角田 カット、顔そり、シャンプーなど 御来屋1050 0859-54-3145

とのスポーツ スポーツ用品の販売
御来屋

1057-1
0859-54-2540 Aコープ名和店 食品、雑貨品などの販売

御来屋262-

4
0859-54-3298

名和オートサービス
全メーカー新車・中古車販売、車検・点検・板

金塗装
西坪530-2 0859-54-2821 枡田板金工作所 屋根工事、外壁の張替え工事、雨樋工事

御来屋33-

11
0859-54-2207

井上釣具店 釣具、釣り餌の販売 塩津741-1 0858-58-3316 丸合　中山店 食品、日用品の販売 赤坂348-2 0858-58-2210

遊漁船　新北斗丸

第2北斗丸
船による漁場への案内 塩津741-1 090-4804-6836 ローソン大山インター店 コンビニエンスストア 所子1103 0859-53-1680

山下水道設備 住宅設備工事 下甲288-2 0858-58-3970
ローソンポプラ大山町富

長店
コンビニエンスストア 富長745-2 0859-54-5123

平福調剤薬局 OTC薬品、日用雑貨、化粧品などの販売 田中758-10 0858-58-2043 杉原建築 建物一式
御来屋167-

5
0859-54-2604

鳥取西部ジェイエイサー

ビス所子給油所
燃料油 国信549-1 0859-53-5040 アイサカ時計電器店 時計、家電の販売 御来屋848 0859-54-2168

鳥取西部ジェイエイサー

ビス中山給油所
燃料油 田中825 0858-58-2300 てつたに理容所 カット、パーマ、顔そり 国信539-9 0859-53-3177

後藤燃料店
LPガス販売、給湯器・ビルトインコンロなどガ

ス器具販売・工事
御来屋926 0859-54-2102 一般社団法人 大山観光局 お土産物・雑貨・ツアーの利用料 大山45-5 0859-52-2502

さいき理美容室 理美容業 田中569-2 0858-58-2478 Beauty resort maika 酵素温浴、エステ 富長927-1 0859-54-5353

浅田酒店 酒、食料品の販売 中高366-1 0859-53-3038 金田商店 食料品などの販売 西坪32-30 0859-54-5023

日興タクシー タクシー業 名和891-5 0859-54-2101 株式会社ファーム鳥取 獣害対策用品など 高橋327 0858-58-6261

カワカミ住設 水回りリフォーム 鈑戸776 0859-53-8580 Yショップ大山店 食品、雑貨品などの販売 佐摩975 0859-53-8133

ヘアースタジオＨ.pit
カット、カラー、パーマ、縮毛矯正、着付け、

エステ、マツエク
名和784-1 0859-54-4092 （有）山根ブリキ店 金属屋根工事、外壁工事、雨樋工事 佐摩358-1 0859-53-3210

岡田タタミ店 畳 御来屋969 0859-54-3239 当別当商店
化粧品、学生衣料品の販売、クリーニングの取

次など
田中628-1 0858-58-2373

大山ふすま張替センター 障子、ふすま 名和570-8 0859-54-4807 松原畳装 内装全般、室内装飾全般 佐摩387-2 0859-53-4073

ＲＡＰＰＯＲＴ

（ラポール）
スマホ、水回り、車などの各種コーティング 加茂2057 070-1870-3701 法橋商店 ガス器具の販売、設置、工事など 御来屋999 0859-54-2137

株式会社エムズガレージ 自動車修理、販売、車検 長野79-1 0858-58-6066
コメリハードアンドグ

リーン名和店

各種生活雑貨、農業資材、園芸用品(ホームセ

ンター)
富長139 0859-54-6100

名和電気工事有限会社 電気設備工事 御来屋788 0859-54-2566 ローソン大山町田中店 コンビニエンスストア 田中163-3 0858-58-2280

大山ジビエ工房 イノシシ肉の販売
羽田井

1419-226
0858-33-5738 池信表具店 ふすま、障子の張り替え 田中814-1 0858-58-3630

青木商店 海産物の販売 名和737-2 0859-54-3173 美容室クローバー シャンプー、カット、パーマ、カラー 富長746-7 0859-54-3234

野口商会有限会社 自動車の整備・車検・販売 末吉405-1 0859-53-3033 谷野畳工場
畳工事、フスマ、障子、アミ戸、貼替、カーテ

ン、クロス
平田178-1 0859-53-4271

岩本自転車商会 自転車の販売・修理 田中822-3 0858-58-2045 野の花薬局 一般薬(OTC)、衛生材料、菓子他 田中651-1 0858-49-3070

カイロプラクティック

ゆーらく
整体（要予約）

赤坂708

中山温泉内
080-6501-3461

海の見えるゲレンデ

だいせんホワイトリゾート
リフト券（1回券を除く） 大山96 0859-52-2315

瀬尾理容所
カット、顔そり、シャンプー、パーマ、カ

ラー。来店困難者の為に出張理容致します（要
上市247-9 0858-58-3436 なかやまトレック

シャワークライミング・スノーシュー・燻製等

の体験
住吉428-15 080-3059-7198

美容室ピース カット、ブロー、パーマ、毛染、シャンプー 野田75-1 0859-53-5866

「共通商品券」のみが使えるお店はこちら！


