
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 とのスポーツ スポーツ用品の販売 大山町御来屋1057-1 名和 13時00分から17時00分 不定休 0859-54-2540

2 野口商会有限会社 自動車の整備・車検・販売 大山町末吉405-1 大山 8時30分から18時00分 日曜・祝祭日 0859-53-3033

3 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

4 金田商店 食料品などの販売 大山町西坪32-30 名和 不定 不定休 0859-54-5023

5 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

6 有限会社松井オートサービス 自動車販売、整備一式 大山町塩津834-2 中山 9時00分から17時30分 無し 0858-58-2511

7 建築　谷口 建築工事（一般住宅）、木造住宅 大山町塩津845-6 中山 8時00分から17時00分 日曜・祝祭日 0858-58-6106

8 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

9 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）
大山町平田376 大山 9時00分から16時00分 土曜・日曜・祝祭日 0859-53-5859

10 福島サッシ建材店 サッシ、ガラス、網戸、カギ、戸など 大山町御来屋782-3 名和 8時30分から18時00分 日曜・祝祭日 0859-54-2432

11 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

12 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

13 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

14 有限会社モロユ水道 住宅設備工事・その他工事 大山町御来屋142-1 名和 8時00分から17時00分 日曜・祝祭日・隔週土曜 0859-54-2227

15 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

16 有限会社真島商事 牛乳、乳製品、清涼飲料水の販売 大山町末長243-6 大山 8時30分から17時00分 日曜 0859-53-3055

17 松岡建設有限会社 建築、リフォーム全般 大山町東坪765-3 名和 8時00分から17時00分 第2土曜・日曜・祝祭日 0859-54-3031

18 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

19 有限会社　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
大山町御来屋926 名和 8時00分から17時00分 日曜・祝祭日 0859-54-2102

20 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

21 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

22 おそうじ本舗　米子大山店
エアコンクリーニング・ハウスクリー

ニング
大山町稲光275-6 大山 9時00分から18時00分 不定休

0120-343-321（0859-53-

3017）

23 有限会社　山下水道設備 住宅設備工事 大山町下甲288-2 中山 8時30分から17時00分 土曜・日曜・祝祭日 0858-58-3970

24 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

25 美容室ピース
カット、ブロー、パーマ、毛染、シャ

ンプー
大山町野田75-1 大山 9時00分から18時00分 月曜 0859-53-5866

26 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

27 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

28 ヘアサロンタカミ
カット、カラー、パーマ、ヘアセッ

ト、ヘッドスパ、マツゲパーマ
大山町塩津241 中山 9時00分から19時00分（要予約） 不定休（完全予約制） 070-1411-0518

29 大山あけまの森のベーコン小舎
ベーコン、スモークチーズ、スモーク

チキンなど
大山町赤松313-15 大山

10時00分から17時00分

(日曜）10時00分から16時00分

水曜

（木曜休日の場合も有り）
0859-57-4030

30 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
大山町富長903-1 名和 8時30分から17時30分 第1土曜・日曜・祝祭日 0859-54-3351

31 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

32 ８４１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

33 岡田タタミ店 畳 大山町御来屋969 名和 9時00分から18時00分 無し 0859-54-3239
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34 大山ふすま張替センター 障子、ふすま 大山町名和570-8 名和 9時00分から18時00分 無し 0859-54-4807

35 友好館 宿泊、体験、その他施設利用 大山町赤坂760 中山 9時00分から17時00分
月曜

（月曜祝日の場合は翌火曜）
0858-49-3020

36 カイロプラクティックゆーらく 整体（要予約） 大山町赤坂708　中山温泉内 中山 14時00分から19時00分（要予約） 月曜 080-6501-3461

37 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

38 お魚センターみくりや 鮮魚の直売 大山町御来屋29-4   １F 名和 9時00分から16時00分 火曜 0859-54-2015

39 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

40 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

41 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

42 木の根本舗
木の根まんじゅう、船上山など菓子の

販売
大山町松河原211-1 中山 8時00分から18時00分 無し 0858-58-2465

43 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

44 ㈲日興タクシー タクシー 大山町名和891-5 名和 7時00分から24時00分 無し 0859-54-2101

45 有限会社　大工屋 建築一般 大山町所子1331-1 大山 8時00分から17時00分 日曜・盆・正月 0859-53-4927

46 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

47 Yotte 駄菓子など 大山町御来屋774-1 名和 不定 不定休 080-9985-7658

48 有限会社山根ブリキ店 金属屋根工事、外壁工事、雨樋工事 大山町佐摩358-1 大山 8時00分から17時00分
第2土曜・第4土曜・日曜・

祝祭日・盆・正月
0859-53-3210

49 カワカミ住設 水回りリフォーム 大山町鈑戸776 大山 8時00分から17時00分 日曜・祝祭日 0859-53-8580

50 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

51 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

52 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

53 小林観光ブルーベリー園 ブルーベリー・観光農園 大山町門前996 名和 9時00分から17時00分 8月15日、9月以降休園 0859-54-4007

54 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

55 ちえ美容室 カット、パーマ、カラー、ブローなど 大山町御来屋1053 名和 8時00分から18時00分 月曜・第3日曜 0859-54-2268

56 たみや 衣料品全般 大山町御来屋133-1 名和 9時00分から18時00分 第１日曜・第3日曜 0859-54-2030

57 岩本自転車商会 自転車の販売・修理 大山町田中822-3 中山 8時00分から18時00分 無し 0858-58-2045

58 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

59 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

60 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

61 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

62 有限会社法橋商店 ガス器具の販売、設置、工事など 大山町御来屋999 名和 8時00分から19時00分 日曜 0859-54-2137

63 ホテル大山しろがね 宿泊（1泊2食） 大山町大山136-2 大山 8時00分から20時00分（要予約） 不定休 0859-52-2211

64 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

65 道の駅　大山恵みの里
農産品、加工品の販売、おみやげなど

の販売
大山町名和951-6 名和 9時00分から18時00分 無し 0859-54-6600

66 枡田板金工作所
屋根工事、外壁の張替え工事、雨樋工

事
大山町御来屋33-11 名和 8時00分から17時00分 日曜・祝祭日 0859-54-2207



67 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

68 マツモト電器 家庭電化製品販売、修理、工事 大山町御来屋888-2 名和 8時30分から16時30分 日曜・祝祭日 0859-54-2307

69
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

70 ヘアーサロンキノシタ ヘアカットなど 大山町田中781-3 中山 8時00分から17時30分 月曜・第3火曜 0858-58-3846

71 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

72 名和電化サービス 家電商品販売、工事、修理 大山町富長73-3 名和 9時00分から18時00分 日曜 0859-54-2425

73 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
大山町名和784-1 名和 9時30分から18時00分 月曜 0859-54-4092

74 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

75 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

76 株式会社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
大山町西坪530-2 名和 8時30分から17時30分 日曜・祝祭日 0859-54-2821

77 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
大山町上市212 中山 8時30分から18時30分 不定休 0858-58-2003

78 氏理容所（ヘアーサロン氏）
カット、カラー、パーマ、シェービン

グなど
大山町下市40 中山 8時00分から19時00分 月曜・第3月曜の翌火曜 0858-58-2287

79 ＲＡＰＰＯＲＴ（ラポール）
スマホ、水回り、車などの各種コー

ティング
大山町加茂2057 名和 9時30分から17時00分 不定休 070-1870-3701

80 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 大山町赤松572-328 大山 9時00分から17時30分 無し 0859-53-8810

81 ㈱松本油店　中山ＳＳ
ガソリン、軽油、灯油、車関関連作

業、軽作業など
大山町赤坂340-11 中山 8時00分から18時00分 第2日曜 0858-58-2355

82 ＢＵＳＨＩＤＯ（大山天狗ラン）
「大自然の中で楽しむ泥んこ障害物競

争！」大山天狗ランの参加料金

大山町御来屋1023

（開催場所「森の国」）
名和

開催日時　9月19日（土）、20日（日）

10時00分から16時00分
雨天決行、台風延期 080-3216-4172

83 トガマエヤ大山口店 衣料品の販売 大山町国信543-6 大山 9時00分から19時00分 日曜 0859-53-3013

84 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

（現在は毎週土曜も臨時休館中）
080-1946-2614

85
スカイテラス大山

（やまがみ農園）
レンタルスペース 大山町加茂2032 名和 10時00分から17時00分 無し 080-6341-1096

86 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

87 角田薬店 医薬品などの販売 大山町塩津392-1 中山 6時00分から20時00分 不定休 0858-58-2455

88 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
大山町田中628-1 中山 8時30分から18時30分 日曜 0858-58-2373

89 ハルト建設株式会社 建築工事一式、リフォーム工事一式 大山町名和534 名和 8時00分から17時00分 第2土曜・第4土曜・日曜 0859-56-1650

90 井上釣具店 釣具、釣り餌の販売 大山町塩津741-1 中山 7時00分から18時00分 荒天の時、冬季 0858-58-3316

91 遊漁船　新北斗丸、第2北斗丸 船による漁場への案内 大山町塩津741-1 中山
夕方から明朝まで

（季節により変更有り）

金曜夕方から土曜の夕方

（季節により変更有り）
090-4804-6836

92 遊漁船　第三北斗丸 船による漁場への案内 大山町松河原144-2 中山
夕方から明朝まで

（季節により変更有り）

金曜夕方から土曜の夕方

（季節により変更有り）
090-8361-6314

93 名和電気工事有限会社 電気設備工事 大山町御来屋788 名和 8時30分から17時00分 日曜・祝祭日 0859-54-2566

94 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

95 株式会社エムズガレージ 自動車修理、販売、車検 大山町長野79-1 中山 9時00分から18時00分 土曜・日曜・祝祭日 0858-58-6066

96 名和ドライクリーニング クリーニング 大山町富長742-1 名和 9時00分から18時00分 日曜・祝祭日 0859-54-2026

97 ヘアーサロン角田 カット、顔そり、シャンプーなど 大山町御来屋1050 名和 8時00分から19時00分 月曜・第3月曜の翌火曜 0859-54-3145

98 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
大山町平田178-1 大山 8時00分から17時00分 土曜・日曜・祝祭日 0859-53-4271

99 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



100 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
大山町松河原188-2 中山 8時30分から19時00分 日曜・祝祭日 0858-58-3239

101 みんなの直し屋「ももえ創建」 ご自宅の小修繕や住宅リフォーム 大山町田中942-4 中山 9時00分から17時00分 土曜・日曜 0858-58-3548

102 瀬尾理容所
カット、シャンプー、パーマ、顔そり

など
大山町上市247-9 中山 8時00分から19時00分 月曜・第3月曜の翌火曜 0858-58-3436

103 アイサカ時計電器店 時計、家電の販売 大山町御来屋848 名和 7時00分から19時00分 不定休 0859-54-2168

104 トマシバ 1日1組限定のグランピングサービス 大山町加茂3219-11 名和 24時間 無し
sasakimasashi19880723@g

mail.com

105 ㈲板谷米穀店
牛乳（明治・白バラ製品）、食品、飲

料類、米などの販売
大山町御来屋845 名和 8時00分から19時00分 日曜 0859-54-2021

106 美容室カモミール カット、パーマ、カラー、ブローなど 大山町高田338-3 名和 9時00分から18時00分 月曜・第3日曜 0859-54-3223

107
声と心と身体のカウンセリングケア

あまはれ

日本声診断協会認定心理士によるカウ

ンセリング
大山町塩津928-27 中山 10時00分から20時00分 不定休 090-7133-2724

108 エムマート
食料品、日用品、生鮮品、ダイソー、

お酒など
大山町所子261番地8 大山 8時30分から20時00分 無し 0859-53-3131

109 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

110 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

111 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）
大山町末長256-2 大山 8時00分から17時00分 日曜 090-9501-4419

112 杉原建築 住宅リフォーム全般 大山町御来屋167-5 名和 8時00分から17時00分 日曜・祝祭日 0859-54-2604

113 有限会社　光和鉱油 ガソリンスタンド 大山町所子266-1 大山 7時00分から19時00分 日曜 0859-53-3200

114 浅田酒店 酒、食料品の販売 大山町中高366-1 大山 8時00分から19時00分 日曜 0859-53-3038

115 ローソン大山インター店 コンビニエンスストア 大山町所子1103 大山 24時間営業 無し 0859-53-1680

116 ローソンポプラ大山町富長店 コンビニエンスストア 大山町富長745-2 名和 24時間営業 無し 0859-54-5123

117 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）
大山町富長139 名和 9時00分から19時30分 無し 0859-54-6100

118 丸合　中山店 食品、日用品の販売 大山町赤坂348-2 中山 9時00分から22時00分 無し 0858-58-2210

119 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

120 ローソン西伯名和店 コンビニエンスストア 大山町富長721-3 名和 24時間 無し 0859-54-5123

121 青木商店 海産物の販売 大山町名和737-2 名和 8時00分から17時00分 無し 0859-54-3173

122 かしま造園 造園、庭木剪定、外構工事 大山町殿河内754-33 中山 8時00分から18時00分 日曜 0858-58-6145

123 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

124 押本建築 大工工事 大山町赤松572-635 大山 8時00分から17時00分 日曜 0859-53-8858

125 Aコープ名和店 食品、雑貨品などの販売 大山町御来屋262番地4 名和 9時00分から19時00分 無し 0859-54-3298

126 ローソン大山町田中店 コンビニエンスストア 大山町田中字一本松163-3 中山 24時間 無し 0858-58-2280

127 平福調剤薬局
OTC薬品、日用雑貨、化粧品などの販

売
大山町田中758-10 中山 8時00分から18時00分 日曜・祝祭日 0858-58-2043

128 有限会社鳥取潜水 ウェットスーツ、水中用品など 大山町上市170-1 中山 8時00分から15時00分 水曜・土曜・日曜・祝祭日 0858-58-2121

129 中山新聞店 新聞代 大山町上市170-1 中山 8時00分から17時00分 日曜 0858-58-2121

130 ㈱キンタカ　大山口薬局 OTC薬品、介護用品 大山町末長292-7 大山
(平日)8時30分から18時00分

(土曜)8時30分から13時00分
日曜・祝祭日 0859-53-1007

131 Aコープ大山店 食品、雑貨品などの販売 大山町佐摩975 大山 9時00分から18時00分 無し 0859-53-8133

132 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



133 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

134 ダイハツ大山 自動車整備、販売 大山町安原37-1 大山 8時00分から18時00分 日曜・祝祭日 0859-53-3074

135 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

136 有限会社　山本住建 資材・リフォーム 大山町田中965-11 中山 8時00分から17時00分
日曜・祝祭日・第2土曜・第

4土曜
0858-58-3963

137
㈱鳥取西部ジェイエイサービス

中山給油所
燃料油 大山町田中825 中山 7時00分から21時00分 無し 0858-58-2300

138
㈱鳥取西部ジェイエイサービス

大山給油所
燃料油 大山町佐摩975 大山 8時30分から17時30分 火曜・日曜・祝祭日 0859-53-8571

139
㈱鳥取西部ジェイエイサービス

所子給油所
燃料油 大山町国信549-1 大山

(平日)8時30分から18時30分

(土曜)8時30分から17時30分
日曜 0859-53-5040




