
申請

番号
協賛事業者名 提供商品・サービス内容 所在地 地区別 営業時間 定休日 電話番号

1 喫茶ニコ
モーニング、ホットサンド、フルーツ

サンド、ドリンクなど
大山町上市300下市駅駅舎内 中山

7時00分から15時00分

（閉店時間は変更の場合あり）
水曜 0858-58-6661

2 モンカフェ パンケーキ、ドリンクなど 大山町大山39-8 大山 11時00分から17時00分 月曜・水曜・金曜 0859-52-2703

3 ハレ・マカワオ
お昼のブランチ、パスタ、コーヒーな

ど
大山町鈑戸1542-91 大山 11時00分から18時00分（要予約） 無し 0859-48-5175

4 洋菓子店　もえぎ 洋菓子の販売 大山町御来屋92-7 名和 9時00分から19時00分
木曜

（他の曜日の場合も有り）
0859-54-6050

5 なごみ茶屋八光
うどん、そば、ラーメン、丼物、定

食、テイクアウトなど
大山町所子254-1 大山 11時00分から15時00分

月曜

（祭日の場合火曜）
0859-53-3053

6 料理・宴会もりた
宴会、お弁当、オードブル、法事膳そ

の他仕出し
大山町田中614-1 中山 7時00分から23時00分 不定休 0858-58-2177

7 割烹・仕出し　松涛園
宴会、お弁当・日曜・祝祭日オードブ

ルのテイクアウト、仕出しなど
大山町御来屋497 名和 11時00分から21時00分（要予約）

不定休

（完全予約制）
0859-54-2611

8 有限会社　金勝商店 お弁当 大山町御来屋836 名和 10時00分から15時00分 日曜・祝祭日 0859-54-2031

9 森の国
アスレチック・キャンプ・各種体験プログ

ラム・レストラン・ドッグランなど
大山町赤松634 大山 9時00分から17時30分

水曜

（夏季無休）
0859-53-8036

10 喜らく食堂
うどん、そば、ラーメン、丼物、やきそば

定食、日替わり定食、テイクアウトなど
大山町国信543-24 大山 11時00分から14時30分 日曜・祝祭日 0859-53-3283

11 食堂幸福
定食、海鮮丼などの丼物、お食事全般、

オードブル、お弁当テイクアウトなど
大山町富長123 名和

（昼）11時00分から15時00分

（夜）17時00分から20時00分
水曜 0859-54-5005

12 有限会社　公園食堂おおさか
牛骨ラーメン、一品料理、焼きそば、

丼物など
大山町松河原207-2 中山 9時00分から21時00分 月曜 0858-58-2016

13 ラーメンさくら ラーメン各種 大山町末吉431-2 大山
（平日）11時00分から19時30分

（土日祝）11時00分から19時00分
月曜 090-7916-3440

14 ８４１らーめん
ラーメン、ギョーザ、丼ぶり、テイク

アウトなど
大山町田中185-3 中山 11時30分から20時00分 火曜・第３水曜 0858-58-2779

15 おむすび屋ひとむすび おむすび 大山町下市82-8 中山 11時00分から17時00分 木曜・金曜・土曜・日曜 080-9290-0092

16 地魚料理　恵比須 丼物、定食など、各種おさかな料理 大山町御来屋29-4　2Ｆ 名和
（平日）11時00分から13時30分

（土日祝）11時00分から14時00分
火曜 0859-54-2015

17 カフェ「田舎屋」
自家焙煎コーヒー、ソフトドリンク、

サンドイッチ、カレーなど
大山町大山26 大山 10時00分から17時00分

水曜

（祝日は翌日休）
0859-52-6110

18 大山ユートピア 宿泊、食事、テイクアウト 大山町大山36-17 大山 7時00分から20時00分 不定休 0859-52-2437

19 大山緑荘
ジンギスカン、大山そば、大山おこわ

など
大山町大山40-9 大山 11時00分から15時00分 不定休 0859-52-2338

20 瀬川商店 酒類・食品・雑貨の販売、宴会 大山町御崎320 中山 7時00分から19時00分 無し 0858-58-2092

21 宿坊　山楽荘
昼食・夕食（山菜精進料理）、宿泊

（※いずれも要予約）
大山町大山14 大山

（昼）11時30分から14時00分

（夜）18時00分から20時30分
不定休 0859-52-2006

22 天狗茶屋
禅バーガー、カレーうどん、そば、ド

リンクなど
大山町大山14 大山 9時00分から17時00分 月曜・木曜 0859-52-2006

23 はた酒店 お弁当テイクアウト、酒類販売など 大山町上市268 中山 9時00分から20時00分 火曜 0858-58-2025

24 弥山荘 定食、そば、きなこ餅、飲み物 大山町大山116 大山 11時00分から16時00分 不定休 0859-52-2948

25 味一 焼肉 大山町上市302-1 中山 17時00分から21時00分 月曜 0858-58-2669

26 川床屋
ジンギスカン、大山どりの炭火焼き、

大山豚のお茶しゃぶなど
大山町大山40-2 大山

（昼）11時00分から14時00分

（夜）18時00分から21時00分

（※いずれも3日前までの予約制）

不定休 0859-52-2436

27 大山館 そば、定食、丼物など 大山町大山22 大山 11時00分から15時00分 不定休 0859-52-2531

28 カフェレストランＢＩＫＡＩ
ピザ、パスタ、肉料理、魚料理、ラン

チ、ＢＢＱなど
大山町富長159-1 名和 11時00分から20時30分 水曜 0859-54-2665

29 みくりや市 農産品、加工品の販売、軽食 大山町西坪1300-17 名和 9時00分から16時00分 日曜 0859-48-4760

30 農家民宿　珠心庵 昼食、夕食、お弁当、宿泊 大山町所子415-8 大山 8時00分から22時00分（要予約） 無し 0859-53-3586

31
ヘルシージンギスカン食べ放題の店

豪円山ロッジ
ジンギスカン食べ放題 大山町大山124 大山

（平日）11時00分から14時30分

（土日祝）11時00分から15時00分
火曜・水曜・木曜 0859-52-2311

32 ベーカリーよしぱん
パン、ランチボックス、ランチ、物販

などの全商品
大山町東坪849 名和 9時00分から16時00分 日曜・月曜・火曜 0859-54-2121

33 カフェ茶茶
カレー、ランチ、テイクアウト（お弁当、

丼物）、コーヒー、チーズケーキなど
大山町御来屋233-8 名和 9時00分から16時00分 日曜 0859-48-4181

34 雪花荘
宿泊、食事（すき焼き膳、ジンギスカ

ンなど）
大山町大山40-3 大山 10時00分から21時00分 不定休 0859-52-2411

35 まぶや カフェメニュー、駄菓子、場所利用代 大山町上市29 中山 11時00分から17時00分
火曜・水曜

（現在は土曜も臨時休）
080-1946-2614

36 とやま旅館 宿泊、食事、入浴、おみやげ購入など 大山町大山18 大山 8時00分から20時00分 無し 0859-52-2431

37 手打うどん醍醐 うどん、そば、天ぷら 大山町富長209-3 名和 10時30分から18時00分 木曜 0859-54-2323

k-yoshimura
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38 有限会社　金田商店 鮮魚、青果、お弁当の販売 大山町御来屋1008-1 名和 8時00分から17時00分 日曜 0859-54-2786

39 角田酒造有限会社 酒類の販売 大山町御来屋916 名和 8時00分から19時00分 日曜 0859-54-2006

40 大山火の神岳温泉　豪円湯院 日帰り温泉、定食、お豆腐・豆乳 大山町大山25番地 大山 11時00分から18時00分 水曜 0859-48-6801

41 尾古牧場 焼肉コース 大山町羽田井2524 中山 完全予約制 完全予約制 0858-58-3718

42 持田農園ショートゴルフコース
ゴルフ体験コース、併設レストランで

の飲食
大山町赤松572-304 大山 8時00分から17時00分 無し 0859-53-8673

43 中の原ぎんれい 宿泊、ソフトクリーム 大山町大山144-3 大山 11時00分から15時00分 不定休 0859-52-2516

44 久兵衛寿し
寿司、魚料理など店内でのお食事、持

ち帰り寿司
大山町上市281-17 中山 17時00分から21時00分 不定休 090-7372-2110

45 コモレビト
大山ジビエのハンバーガー、ホット

ドック
大山町大山45-5 大山 12時00分から15時00分 木曜・水曜 0859-57-5993

46 藤田商店
酒、食品、肥料、塩などの販売、店内

での飲食
大山町田中774-3 中山 6時00分から19時00分 無し 0858-58-2048




