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「チーム山田」とは
山田にある商店をみんなで一緒に盛り上げて
いこう！と考えているチームです。月一回の会

青少年 ・ 子育て支援
図書館が一体になった施設
夢つながり未来館

エリアまで
ウサイン ・ ボルトなら５分！？
いかりの日曜朝市
沢山の人で賑わいます

山一小

山田体育館

個人宅だけど
しだれ桜が見事！

合を開き運営しています。
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「チーム山田」のこれまでの活動

花あそび春音

2011.11 チーム初のオリジナルイベント
をさとね会館で開催。
2012.6 第２回チーム山田オリジナルイベント
「そらいろかふぇ」を開催。
2012.12 参加店が１１店舗に増え、「やまだおさんぽ
まっぷ vol.2」を発行。

交番

漢方薬局柚花香房

2011.4 会の名前を「チーム山田」に決定。
2011.10「やまだおさんぽまっぷ」を発行。

高町池

Friandise
＆ Doux ・ Doux

2011.1 Mr. ゴトーの呼びかけで６店舗が集まり
初会合を開く。
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婦人服ブティック
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アトリエ CoCoRo＆...
町の酒屋 古木

移転

メナードフェイシャルサロン
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「ホームレス中学生」 の
舞台になった
通称 「まきふん公園」

山三小
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この小道をぬけると
美しい竹林があります
一本のサクランボの木
かわいい実がいっぱい
なります

※すべて実測しておりません。
ｍ（__）ｍ

一見アジアンティーサロンのような、漢方薬局さん。漢方
の他、アロマやハーブの取り扱いもありトータルな体質改善
をサポートしてもらえます。カウンセリング ( 予約優先 ) を
受けると『お一人お一人の体質・体格・体調にあった漢方薬
を調合できますし、日常生活でできる養生法のアドバイスも
しています。』とのこと、
ご予約はお電話でどうぞ。

店内には自分らしさを表現でき
る、ちょっと個性のある服が揃い
ます。これら全て、東京・関西の
20 以上のブランドから、オーナー
が直に見て・触れて・セレクトし
ているそうで、その知識と眼の確
かさはさすが！コーディネートや
体型にぴたりと合った一枚を選ん
で下さいます。
他にも作家物の食器やアクセサ
リーなど、色々見ていると楽しく
てつい時間を忘れます。

婦人服ブティック

【ゆずはなこうぼう】
【りえ

〒565-0824
吹田市山田西 3-57-20-101
FAX

06-6816-9677
06-6816-9688

FAX

営業時間 / 平日 9：00 〜 19：00
土曜日 9：00 〜 17：00
定休日 / 日曜日・祝日
２台

URL：http://www.wu-xiang-dou.co.jp

自家焙煎コーヒーの店

炒りたて新鮮なコーヒーと、美味
しい食事が楽しめるカフェです。
日替わりの「ヘルシープレート
（800 円）」は栄養バランスが
とれて健康になれるランチを
と、店主がレシピに工夫をこ
らした品々が並びます。
お店で使う食材は、新鮮で質の良いものを選んでいるそうで、
どのメニューも滋味のあるお味に、心と身体がホッとします。
〒565-0821
吹田市山田東 2-24-2

06-6875-0306

〒565-0821
吹田市山田東 4-10-3-102
FAX

06-6878-5059

営業時間 /8：30 〜 18：00
定休日 / 日曜日・第１.３月曜日

URL：http://www2.odn.ne.jp/cafe̲ami

1台

〒565-0821
吹田市山田東 4-10-3-101
FAX

閉店

移転

06-6878-2522

営業時間 /10：00 〜 21：00
定休日 / 月曜日
２台

URL：http://www.friandise.jp

【アトリエ ココロ】
〒565-0821
吹田市山田東 1-9-1
FAX

天然い草を原料とした国産畳表が各種そろう、畳製作の専
門店です。特注サイズの畳や、リフォームの相談はもちろん
畳表一枚だけ、縁一本だけ交換と
いった注文でも気持ちよく引き受
けてもらえます。24 歳からこの道
の修行をして開業したという後藤
さんはフットワークも軽く「表替
えなら一日でできます。家具の移
動や廃棄のお手伝いも自分がやる
んで無料ですよ。」とのこと。
畳の傷みが気になり出したらどう
ぞお気軽にご相談ください。

06-6875-9205
06-6318-5653

営業時間 /8：00 〜 19：00
定休日 / 日曜日

06-6875-1065

営業時間 /10：00 〜 19：00
定休日 / 火曜日・第１.３月曜日

２台

URL：http://www.a-cocoro
.com

「地元大阪産の品とガンバ大阪
を応援しているお店です！」
という古木さんは、家で楽し
く飲めるお酒がいろいろ揃う、
一見昔ながらの酒屋さん。し
かしその正体は、ネット店も
運営する温故知新な酒店なの
です。日本酒・ワイン・おつ
まみ etc…どれも店主がこだ
わりを持って選んでいるので、
ハズレ無しで美味しいんです。
ちょっとスーパーでは見かけ
ないお値打ちな品があるのも
嬉しいところ。

06-6878-5528
06-6878-5529

URL：http://www.sake-furuki.com

〒565-0824
吹田市山田西 2-9-6
FAX

ヨーロッパの木のおもちゃや、
ザイフェン地方から届くお人形な
どが、豊富にに揃ったお店です。
触って遊べる展示品をたくさん置
いてあるのは「何度も来ていっぱ
い遊んで、たくさんの中から本当
にお気に入りのおもちゃに出会っ
て欲しい…」そんな温かい気配り
から。木のぶつか
り合う音は優しく、
子ども達が夢中で
遊ぶ間、ママ達も
癒しの時間を過ご
しています。

営業時間 /9：00 〜 21：00
定休日 / 木曜日
( ネット注文は 24 時間受付中 )

営業時間 /11：00 〜 22：00
日曜日 20：00 閉店
定休日 / 月曜日
なし

パティシェのご夫婦が作る、心温まるお菓子がいっぱいの
お店。生ケーキやパンケーキのイートインができる他、可愛
らしくギフト包装された焼き菓子やアイシングクッキーも。
店主のオススメはフルーツ
タルト (380 円〜 ) サクサク
の生地に程よい甘さのクリ
ームと季節の新鮮な果物を
乗せて。シンプルなレシピ
が素材の良さを際立たせる
一品です！ぜひご賞味を。

FAX

移転

FAX

URL：http://www.geocities.jp
/syun̲onn/

〒565-0824
吹田市山田西 3-57-18

URL：http://magie-k.moo.jp/

〒565-0806
吹田市樫切山 19-41

06-7898-4278

06-4864-6322

06-6878-1509

営業時間 /10：00 〜 19：00
定休日 / 木曜日

店内に入ると、意外な広さ ! ？「小さなお子さん連れでも、
お子さんだけでも安心して来店してくださいね」という、あ
ったか〜いお店です。ダシの効いたふわとろのたこ焼き (6 個
270 円 ) はお持ち帰りも美味しいですが、
イートインメニューも魅力的です☆
季節でつけツユの変わる「温たこ
・冷たこ」夏の「どて焼き」冬
「おでん」…他たこやきを使った
創作メニューいろいろ。貸切利用
もできるので、保護者会や子ども
会にいかがですか？

〒565-0821
吹田市山田東 2-17-1

営業時間 /10：30 〜 19：00
水曜日 12：30 開店
定休日 / 木曜日

【フリアンディーズ】
【パンケーキカフェ・ドゥドゥ】

昨年開院したばかりの院内は、新しいながらも和風のしつ
らえが懐かしい落ち着いた雰囲気。色々な療法を取り入れて
おられる田中先生に治療の方針を伺いました。「当院では患
者様の話をしっかり聞いて、根本から治す治療を行っていま
す。痛みがある、もう治らないとあきらめている方、一度ご
相談下さい。また、交通事故専門治療も行っています。むち
うちなどの痛みでお困り
の方は是非当院の治療を
受けてみて下さい。保険
会社とのやり取りなどの
ご相談も受けています。」
とのこと、ご予約はお電
話でどうぞ。

治療時間 / 午前 8：30 〜 12：00
月水金・午後 4：00 〜 7：30
火・午後 5：00 〜 8：30
土・午後 1：00 〜 3：00
特別治療 ( 完全予約 )
/ 火木・午後 1：30 〜 4：30
休診日 / 日曜日・祝日

植物がとても居心地よさそうに伸びている春音 ( しゅんお
ん ) さんは、作庭・剪定も手がける花＆植物屋さんです。
店舗や個人宅のお庭、コンテナ植栽を、スケッチを描くこと
から始めて、年に数回お手入れをしながら施主さんと一緒に
つくり育てていくのだそう。ＨＰではお仕事の例を写真で紹介
されています。お庭の生まれ変わる様子が面白いですよ♪

まじい】

〒565-0821
吹田市山田東 2-1-5-102

URL：http://www.goto-tatami.jp/

移転

メナードフェイシャルサロン

お客様のお肌のコンディションに合わせて、きれいになる
お手伝いをしてくれるアットホームなサロンです。
完全予約制なので、ゆっくりとリラッ
クスして施術を受けられます。
お顔のエステはもちろん自宅での
毎日のお手入れのしかたもアドバイ
スしてもらえるので、お肌のお悩み
のある方は気軽に来店してみてくだ
さい。きっと、店長の明るい笑顔に
も元気をもらえますよ☆

〒565-0806
吹田市樫切山 19-37

080-3818-1250

〔オーナー・川西敬子〕

営業時間 /10：00 〜 20：00
定休日 / 不定休 ( 完全ご予約制 )

要相談

