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千早赤阪村応援商品券事業開始 

 

令和２年１１月１０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 千早赤阪村観光・産業振興課（担当：菊井・柏原） 

           電話 0721－26－7128  

 

千早赤阪村では、国の交付金を活用して新型コロナウイルスの影響を受ける地域経済の活

性化と村民の生活支援のため村内の取扱店で使える 15,000円分の「千早赤阪村応援商品券」

を全村民に無償配布している。 

応援商品券の１冊の額面は 15,000円（500円券 30枚）で、全村民に 11月 3日から順次、

簡易書留で発送している。配布完了までは２週間ほどかかる見込み。 

商品券の取扱店は、村内の 63店舗が登録されています。（11月 10日時点） 

取扱店には「千早赤阪村応援商品券取扱店」と書かれた、所定ののぼりやポスターが掲示

されています。 

取扱店の最新情報は、村ホームページでご確認ください。 

 

南本斎村長コメント 

「この商品券は村内での利用となりますが、さまざまな分野の事業者に取扱店として登録

していただいており、是非、村民のみなさまにご利用いただき、地域の一層の活性化につ

ながることを期待しています。」 

 

商品券の概要 

【配布する商品券の金額】15,000円（500円✕30枚綴り） 

【発行総額】76,500,000円 

【配布対象人数】5,100人 

【配布対象者】令和 2年 10月 31日（土）時点で住民登録がある人及び令和 3年 1月 31日（日）

までに住民登録した新生児・転入者 

【商品券利用期間】令和 2年 11月 10日（火）～令和 3年 2月 28日（日） 

 

 

 



令和2年11月6日時点

■赤阪地区

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

いちご屋　おかもと 090-8756-4603 森屋42-1 小売業 いちご

(株)おと 090-9043-1734森屋143-2 製造業 ベーコン串各種（要予約）

北野石油(株) 72-1080 森屋1017 サービス業 ガソリン、軽油、灯油、タイヤ、オイル

喫茶カタロ　Ｙショップカタロ 72-1079 森屋447 小売業、飲食業 コーヒー等ドリンク、定食等食事、製パン販売

木村商店 72-0037 森屋459-1 小売業 LPガス小売販売、ガス器具、金物類、農機具、日用品

阪田恵樹園 72-0189 森屋942-甲 サービス業 剪定、草刈、伐採

赤城舘 72-0016 森屋444番地1 飲食業 仕出し料理、弁当

達石衣料店 72-0257 森屋396 小売業 制服、体操服、上ぐつ

(株)東條一作商店 72-1356 森屋205 小売業 コンクリート製品、土木・建築材等

風香の館　愛京 72-1977 森屋704-9 飲食業 弁当、和食、一品、会席

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

石庄　伏見石材店 72-1287 水分162-1 小売業 墓石

お食事処　為ちゃん 72-0165 水分338 飲食業 うどん、そば、定食、丼物、お酒

ガーデンカフェ　レモン 68-7006 水分952-1 飲食業 ランチ(ハンバーグランチ他)、パンケーキ、コーヒー等

北野モータース 72-1336 水分132-8 サービス業 自動車販売・整備

グロワール開発(株) 72-1212 水分1170 サービス業 ゴルフ場、グロワールゴルフ倶楽部

千翔学院 72-1199 水分319-1 サービス業 学習塾

（一社）千早赤阪楠公史跡保存会 72-1588 水分266番地 その他 楠公関連書籍、楠公関連グッズ

千早赤阪村国民健康保険診療所 72-0038 水分195-1 医療機関 医療

長谷川測量(株)アグリ事業部千早赤阪長谷川農園 090-1969-4240 水分12番・16番 小売業 いちご

(有)阪神自動車工業 72-7060 水分3-1 サービス業 車の一般整備他（オイル等）

理容クニモト 72-1170 水分55 理容美容業 理容全般

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

道の駅ちはやあかさか 21-7557 二河原辺7 小売業、飲食業 村産の野菜､加工品、飲食、野菜セット、ギフトセット

ファームランド福永 080-3822-1583 二河原辺7・東阪18-1 小売業 いちご

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

森本食料品店 72-0053 桐山419-2 小売業 果物、野菜、生鮮魚類、生活用品

■千早・小吹台地区

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

大阪府森林組合　ラ・フォレスタ 72-0090 東阪1238-5 小売業、サービス業 木製品

大橋木材(株) 72-0210 東阪160-4 小売業 材木販売

(有)谷宇 72-0118 東阪163-1 小売業 LPガス、灯油

千早赤阪村シルバー人材センター 70-7133 東阪255番地1 サービス業 草刈、剪定、伐採、障子・アミ戸張替

千早赤阪村農産物直売所 72-1271 東阪18-1 小売業 野菜、花

丸忠大西 72-1439 東阪62-1 小売業 住宅設備機器、家電、木質建材

矢倉石油店 72-0502 東阪227-4 小売業 ガソリン、軽油、灯油、農機具他

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

大西工務店 72-1668 吉年47 建築業 リフォーム工事、修繕工事 ※11月6日追加
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事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

（株）家工房 72-0177 小吹68-95 建築業 建築業（リフォーム工事、修繕工事）

（医）やすらぎ会　植田診療所 72-1362 小吹68-831 医療機関 医療

カラオケ＆cafe　なごみ 72-7253 小吹68-872 飲食業 カラオケ、各種ドリンク、一品(付出し色々)

kimono watanabe 090-2063-5433 小吹68-489 サービス業 着物の着付け、着付け教室

小吹美容室 72-7022 小吹68-436 理容美容業 美容室

手作りケーキとパンの店　トマトハウス 72-7689 小吹68-265 小売業 パン、洋菓子

Fusion CAFE 090-3970-0271 小吹68-783 飲食業 ランチ（ハンバーグ他）、コーヒーセット　※テイクアウト可能

(有)ベズボル 090-2886-8822 小吹68-491 小売業 スポーツ用品、販促品、オリジナルTシャツ等

HODGE×PODGE 21-4138 小吹390 小売業 自転車

坊ちゃん福祉タクシー 72-7333 小吹68-339 サービス業 介護タクシー

やすらぎ倶楽部 72-1470 小吹68-827 サービス業 介護

（特非）こごせ会　山ゆり作業所 72-1443 小吹68-780 障害福祉サービス施設 授産製品（さおり織小物・マスク・クッキーなど）

吉田歯科医院 72-7964 小吹68-774 医療機関 医療

ラスク工房　bloom 72-7761 小吹25-1 製造業、小売業 ラスク

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

井上自動車工業 72-0277 中津原22-5 サービス業 カー用品、自動車整備

大阪府森林組合　木材総合センター 72-7755 中津原545-1 市場業 丸太、天板、その他木製品

山燈花 72-7227 中津原380 飲食業 そば会席

田中石油店 72-0722 中津原22-6 小売業 石油類販売

千早赤阪林産 72-0259 中津原134 小売業 木材、製材加工品、木工品

（株）千早銘木 70-2111 中津原462 卸売業、建設業 材木販売、リフォーム工事

ヒノキ整骨院 72-7355 中津原113-1 医療機関 手技療法等

事業所・店舗 電話番号 住所 業種 主な取扱商品

ウッディハート 74-0911 千早71 飲食業 パスタ＆カフェ

染織工房　teori-iku 090-5969-2253 千早720 製造小売業 ストール・マフラー他、染色糸他/手織り・染色体験

そば縁（えに） 74-0013 千早747 飲食業 国産そば手打ち

千早赤阪村国民健康保険千早診療所 74-0240 千早184-1 医療機関 医療

千早川マス釣場 74-0116 千早1262-4 飲食業、釣場 ニジマス

まつまさ(有) 74-0015 千早950 飲食業 料理、豆腐他

PIZZA&レンタルスペース　もぐらの寝床 090-1787-5950 千早980 飲食業、サービス業 石窯ピザ・マフィン・クッキー・コーヒー等、レンタルスペース

■移動販売車

事業所・店舗 電話番号 業種

コープお買い物便移動販売 080-2408-5623小売業

セブンイレブン移動販売 63-7771 小売業

古川商店移動販売 93-7308 小売業

販売場所

東阪、小吹、小吹台、千早

森屋、水分、川野辺、二河原辺、東阪、小吹台

川野辺

中津原

千早

小吹


