
業種 取扱店名 住　所

運動施設、遊技場、劇場、観覧場等 おもちゃ大使館 新魚町17　ｱﾙﾈ津山3階

運動施設、遊技場、劇場、観覧場等 ベルフォーレ津山 新魚町17　ｱﾙﾈ津山7階

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲日笠農産 山方1221-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲多美屋 本町2丁目15

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲松本食糧 小田中1310-12

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲酒井酒店 二階町27

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲山本商店「お肉のやまもと」 桶屋町21

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲河原商店 川崎601

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲タルイストアー 国分寺472

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲すみだ 京町57-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲すぎや精肉店 宮脇町28

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲イナバ化粧品店 川崎168

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 木村家 川崎170-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 武田待喜堂 宮脇町23

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 美作百味菓匠館　大文字本店 小原207-6

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 美作百味菓匠館　大文字高野店 高野本郷1256-14

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 肉のモリウチ 川崎549-5

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 難波酒造㈱ 一宮436

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 土肥酒店 田町13

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 田中実業㈱津山営業所 川崎1940

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 田村製麺㈲ 田町75

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 天満屋ハピーズ　東一宮店 東一宮1-11

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 天満屋ハピーズ　小田中店 小田中203-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 天満屋ハピーズ　高野店 高野本郷1401-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 天満屋ハピーズ　アルネ津山店 新魚町17

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 津山ブックセンター 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 津山ギフトパートナーみやけ 京町24

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 中之町コーデ 中之町35-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 中山精肉店 小原114-5

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 生倉屋　粟井製菓 林田町16

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 生活協同組合おかやまコープ　コープ林田 林田117-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 食肉石本商店 横山579

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 松月堂 東一宮12-5

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 松岡屋菓子店 元魚町23

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 酒のアラジン 小原136-13

津山市プレミアム付地域商品券「さくら」取扱店一覧表

最終更新日：令和３年１２月１６日（木）

旧市内地区

※新聞折込チラシに未掲載の店舗には色を付けております。

※イオンモール津山内の「ザ・ダイソー」「THREEPY 300 and Happy」は、外部棟移転に
伴い、取扱店から外れましたのでご注意ください。



飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 酒　よねざわ 院庄913-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 手芸の丸十 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 幸屋精肉店 田町12-8

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 京御門　高野店 高野山西436-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 京御門 林田町51

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 喜久屋書店津山店 小原129-37

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈱半鐘屋　津山上河原店 上河原207-3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈱半鐘屋 伏見町23

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈱多胡本家酒造場 楢69

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈱越智タンス店 院庄912-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈱メガネルック 山北406-7　ｺｰﾎﾟﾏﾂﾅｶﾞ1F

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈱Globe 京町80

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 永礼酒店 志戸部658-3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 井尾薬局 伏見町27

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア リメディオ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ライトオン 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ラ・メール 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ゆめマート津山店 伏見町50

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ユニクロ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア もり田 伏見町14-4

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア もりおか精肉店 河辺743-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア モトキャビン佐古 伏見町15

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア メガネの三城　津山店 山北479-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア メガネのカメイ　本店 堺町1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア メガネのKAMEI 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マルイ　総社店 山北29-5

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マルイ　志戸部店 林田160-8

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マルイ　高野店 高野山西437

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マルイ　ノースランド店 上河原160-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マルイ　ウエストランド店 二宮71

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マルイ　イーストランド店 川崎147

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マックスバリュ西日本㈱マルナカ津山川崎店 川崎124-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マックスバリュ西日本㈱マルナカ院庄店 院庄1029-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア フレックスギャラリー　津山店 沼7-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ブリーズ　ホーム＆ガーデン 東一宮47-11

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ブティック　アッズーロ 伏見町30-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア フジタパン 堺町3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア フードショップ　むらせ 鉄砲町113

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山野介代店 野介代47-3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山平福店 平福146

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山天神橋店 川崎746-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山国分寺店 国分寺80-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山駅前店 南町1-28



飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山中央病院店 川崎1756

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山城西通り店 小田中2206-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山沼店 沼21-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山ノースタウン店 東一宮66-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　津山インター店 河辺938-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ヒロタ　キャンパスショップ 小原207-8

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア はん・印刷の大谷 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア バル寅 伏見町27

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア バニラビーンズ 志戸部673-3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ハニーズ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア パッケージプラザ　タルイ 小原22-5

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア バッグショップ　ヨシダ 二階町35

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア バッカス　ノースランド店 上河原160-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア バッカス　ウエストランド店 二宮71

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア バッカス　イーストランド店 川崎147

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア つるや東一宮店 東一宮70-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア つるや津山口店 津山口128

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア つるや志戸部店 志戸部675-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア つるや河辺店 河辺1153-3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア つるや院庄店 院庄937

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア タケオカ寝装㈲ 川崎571

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ダイソー・ランディーズノースランド店 小原129-37

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ダイソー・ランディーズイーストランド店 川崎147

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア セブン-イレブン　津山二宮店 二宮1920-11

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア セブンイレブン　津山河辺店 河辺1157-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア セブンイレブン　ハートインJR津山駅店 大谷178

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア セノヲ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア スペース田中 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ジュエリーカンダ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア シューラルー 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア サマンサモスモスケイッティオ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　東一宮店 東一宮67-7

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　小原店 総社77-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　志戸部店 沼848-16

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　高野店 高野本郷1416-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　河辺店 河辺903

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　院庄店 院庄1245-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　ノースランド店 上河原157

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザグザグ　ウエストランド店 二宮71

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ザ・ビッグ　津山平福店 平福432-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ギャルフィット 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア きもののやしま 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア キゾウ 本町三丁目20



飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア カラースタジオ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア カインズ　津山店 高野本郷1406

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア お菓子のエミリア 山方2072-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア オンデーズ 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア エスマート　河辺店 河辺903

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ヴィレッジヴァンガード 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア イオンリテール㈱イオン津山店 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア アメリカンホリック 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア Yショップ津山市役所店 山北520

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア Plus* 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア one's　terrace 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア NEST 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア LAPAX　WORLD 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア GU 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア Green　Parks　fuuwa 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ABC-MART 河辺1000-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 有限会社　川端寛酒店 山下3-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 臼井茂松園茶舗 本町3丁目12

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 津山醤油 二宮258

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲びっくり箱 南町1丁目22

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ローソン　津山高尾店 高尾462-1

飲食店、喫茶店等 薑 大手町7-1　津山セントラルホテルｱﾈｯｸｽB1F

飲食店、喫茶店等 炙家　ぼっけもん 伏見町28-1

飲食店、喫茶店等 丼家　ひと盛り 志戸部627-1

飲食店、喫茶店等 和食処本陣　志戸部店 林田154-2

飲食店、喫茶店等 和牛やきにく　園楽 福渡町65-1

飲食店、喫茶店等 和楽 新魚町17　ｱﾙﾈ津山2階

飲食店、喫茶店等 路地裏酒場　黒べえ 南新座34　ｱﾘｺﾍﾞｰﾙしんざﾞ1F

飲食店、喫茶店等 旅館　お多福 山下28-2

飲食店、喫茶店等 ㈲フランセ 林田町23

飲食店、喫茶店等 有頂天 二階町13

飲食店、喫茶店等 民宿　佐良苑 平福557-1

飲食店、喫茶店等 満州楼 高野本郷1733-1

飲食店、喫茶店等 奉天 田町85

飲食店、喫茶店等 美山 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 日本料理　ちよ田 本町2-19

飲食店、喫茶店等 日進月歩 本町三丁目20

飲食店、喫茶店等 二階町ラーメン 二階町５７

飲食店、喫茶店等 藤清 鍛治町55

飲食店、喫茶店等 東姫楼 京町20

飲食店、喫茶店等 天満鮓 小性町33

飲食店、喫茶店等 天然酵母パン　三日月家 綾部430-1

飲食店、喫茶店等 鉄板食堂　りべるたぁぱんだ 二階町39



飲食店、喫茶店等 鉄板焼　まねき 二宮2025-1

飲食店、喫茶店等 鉄板居酒屋　俱瑠満 美濃町3

飲食店、喫茶店等 鉄板居酒屋　えん馬 昭和町2-130

飲食店、喫茶店等 津山和風肉ダイニング源 川崎47

飲食店、喫茶店等 津山城東とうふ茶屋　早瀬豆腐店 東新町82

飲食店、喫茶店等 津山まちの駅　城西 西今町18

飲食店、喫茶店等 鳥八 元魚町26-2

飲食店、喫茶店等 中国料理　北京楼 上河原355-7

飲食店、喫茶店等 中国料理　神龍 沼37-3

飲食店、喫茶店等 中華台湾料理　花とら 志戸部705-9

飲食店、喫茶店等 中華屋　桂華 鍛治町45

飲食店、喫茶店等 大立 高野本郷1490-1

飲食店、喫茶店等 大衆肉酒場　いぶし銀 大手町11-22

飲食店、喫茶店等 大衆割烹　お染 戸川町5-2

飲食店、喫茶店等 多美寿し 小田中217-1

飲食店、喫茶店等 蔵出　味噌ラーメン　喜多門 北町5-6

飲食店、喫茶店等 千両うどん 小田中1442

飲食店、喫茶店等 赤とうがらし 美濃町4

飲食店、喫茶店等 正統派フランス菓子　ら・めーる 大手町11-2

飲食店、喫茶店等 新日本料理　古楽 志戸部73-1

飲食店、喫茶店等 伸 伏見町26-1　ﾊﾞｰﾃﾞｨﾋﾞﾙⅡ　4F

飲食店、喫茶店等 食三味飲三味　北海 山下40

飲食店、喫茶店等 食べ放題焼肉の牛太　二宮店 二宮1923-1

飲食店、喫茶店等 織部 田町12-3　ﾋﾟｸｼｰﾋﾞﾙ1階

飲食店、喫茶店等 城東観光案内所　和蘭堂 西新町5

飲食店、喫茶店等 城下町肉処～櫓～本店 堺町9　BANﾋﾞﾙ2F

飲食店、喫茶店等 城下町肉処～櫓～京町店 京町26-3

飲食店、喫茶店等 笑丸や 勝部689-3

飲食店、喫茶店等 焼肉藤良　本店 高野本郷2071-1

飲食店、喫茶店等 焼肉藤良　院庄インター店 神戸80-1

飲食店、喫茶店等 焼肉食堂　八十八 二階町２２－４　ｱｯﾌﾟﾙﾋﾞﾙ1F

飲食店、喫茶店等 焼肉レストラン　慶州 院庄950-4

飲食店、喫茶店等 焼肉ハウス　ニュー亀屋 津山口287-2

飲食店、喫茶店等 焼肉ハウス　アチャコ 川崎197

飲食店、喫茶店等 焼肉の牛太　林田店 林田12-2

飲食店、喫茶店等 焼肉なかや 小原114-5

飲食店、喫茶店等 焼肉　備山 林田121-4

飲食店、喫茶店等 小料理　古都 椿高下124-10

飲食店、喫茶店等 小納屋 元魚町53　ｺｺﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

飲食店、喫茶店等 旬味百選　まさき屋 野介代1656-4

飲食店、喫茶店等 寿司楽 田町21

飲食店、喫茶店等 寿司よしひら 田町11

飲食店、喫茶店等 手打ちそば　家族庵 高野本郷1256-1



飲食店、喫茶店等 手打ちうどん専門　だいご 河辺757-1

飲食店、喫茶店等 七厘家 大手町８－１１　大手町ﾋﾞﾙ1F

飲食店、喫茶店等 四季旬彩　和菜美 京町57-2

飲食店、喫茶店等 四季の味　日和 北町1-3

飲食店、喫茶店等 三姉妹 山北547-9

飲食店、喫茶店等 作州津山八右衛門 林田37-5

飲食店、喫茶店等 五穀 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 個室居酒屋　元祖　料理王国 美濃町5

飲食店、喫茶店等 玄米 Bread Cafe 母恵夢 院庄910-1

飲食店、喫茶店等 権太寿し 横山14-53

飲食店、喫茶店等 月下老 林田町62

飲食店、喫茶店等 串あげ料理　聖 二階町47

飲食店、喫茶店等 銀水 北園町22-4

飲食店、喫茶店等 吟月 本町2-18

飲食店、喫茶店等 金波食堂 川崎88

飲食店、喫茶店等 京町屋BAR　Lapin 京町45　ｿｼｵ一番街

飲食店、喫茶店等 居酒屋みなみ 沼2-4

飲食店、喫茶店等 居酒屋　桃花 山下20-5

飲食店、喫茶店等 居酒屋　上屋 山下28-11

飲食店、喫茶店等 居酒屋　三枝春 戸川町12-6

飲食店、喫茶店等 居酒屋　月ノ酔 桶屋町33

飲食店、喫茶店等 居酒屋　いなだ 南新座91

飲食店、喫茶店等 居酒屋　あぶさん 小原157-14

飲食店、喫茶店等 桔梗屋 山下18-8　COCO188ﾋﾞﾙ　2階

飲食店、喫茶店等 喫茶　軽食　アール 山下92-1　津山圏域雇用労働ｾﾝﾀｰ1階

飲食店、喫茶店等 気まぐれ喰処　縁 志戸部683-5

飲食店、喫茶店等 喜楽や　かおる 沼50-17

飲食店、喫茶店等 丸萬 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 貫 田町12-3　ﾋﾟｸｼｰﾋﾞﾙ5F

飲食店、喫茶店等 鎌倉パスタ 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 ㈱くらや 沼77-7

飲食店、喫茶店等 割烹旅館　宇ら島 西寺町35

飲食店、喫茶店等 割烹　酔虎 戸川町40-5

飲食店、喫茶店等 楽居 小原100-8

飲食店、喫茶店等 家庭食堂　ROOF 北園町22-7　旭ビル１F

飲食店、喫茶店等 栄月寿し 南新座7

飲食店、喫茶店等 茜どき　津山店 林田151-2

飲食店、喫茶店等 ゑびす鯛 大手町8-8

飲食店、喫茶店等 レストラン喫茶むぎわらぼうし 林田29-21

飲食店、喫茶店等 リンガーハット 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 リブロウエディング 高野山西1909-6

飲食店、喫茶店等 リトファンイタリアーノ　津山店 小原81-4

飲食店、喫茶店等 ラウンジ　鳳蝶 戸川町20



飲食店、喫茶店等 ラウンジ　ダンヒル 山下69-12

飲食店、喫茶店等 ラウンジ　エトランゼ 山北442

飲食店、喫茶店等 らーめんふぁみりー　津山店 二宮610-1

飲食店、喫茶店等 ラ・プロヴァンス 沼37-2

飲食店、喫茶店等 よし川 伏見町31

飲食店、喫茶店等 ミスター・バーグ　津山河辺店 河辺1055-8

飲食店、喫茶店等 まる屋 志戸部70-1

飲食店、喫茶店等 マドンナ・ジュニア 大手町5-8

飲食店、喫茶店等 まちの駅　城西浪漫館 田町122　城西浪漫館

飲食店、喫茶店等 まちのピザカフェ　水のや 西新町67

飲食店、喫茶店等 まごころ弁当　津山店 小原86-1

飲食店、喫茶店等 マクドナルド　津山二宮店 二宮107-4

飲食店、喫茶店等 マクドナルド　津山インター店 川崎185

飲食店、喫茶店等 マクドナルド 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 マカロン 沼10-10

飲食店、喫茶店等 ほっかほっか亭　志戸部店 志戸部685-4

飲食店、喫茶店等 フリット！グリルと！津山店 上河原218-18

飲食店、喫茶店等 ファミリー割烹　高砂 中原75-1

飲食店、喫茶店等 ファミリーハウス　ひら山 沼35-4

飲食店、喫茶店等 ピガールクラブ 二階町２２－４　ｱｯﾌﾟﾙﾋﾞﾙ2F

飲食店、喫茶店等 ビアードパパ 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 パン工房　エピ 椿高下95-1

飲食店、喫茶店等 ばり嗎らーめん　津山山北店 山北465-4

飲食店、喫茶店等 はなまるうどん 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 はいから亭 大手町2-13

飲食店、喫茶店等 バー　J.O 戸川町20

飲食店、喫茶店等 とりの助ラーメン　志戸部店 志戸部681-2

飲食店、喫茶店等 トマトアンドオニオン津山駅前店 大谷190-16

飲食店、喫茶店等 つやまラーメン大統領　院庄店 院庄917-3

飲食店、喫茶店等 つくつくぼうし 二宮80-1　ｳｴｽﾀﾝﾋﾞﾙ1階

飲食店、喫茶店等 ちくでん 志戸部647-1

飲食店、喫茶店等 たこ風船 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 そら 田町8-8-2

飲食店、喫茶店等 そば処　飛脚 西新町12-7

飲食店、喫茶店等 そば処　やまみち 北園町15-10

飲食店、喫茶店等 そばの細道　やま江 林田37-5

飲食店、喫茶店等 ソナタ 本町３丁目1-3

飲食店、喫茶店等 セルフうどん　べつばら 院庄1245-1

飲食店、喫茶店等 すなっく　笑 南新座63-2

飲食店、喫茶店等 スナック　花 大手町5-7

飲食店、喫茶店等 スナック　くるくる 上河原219-9

飲食店、喫茶店等 スターバックス 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 スープカレー　Log 籾保598



飲食店、喫茶店等 ショーパブ　ZION 戸川町20

飲食店、喫茶店等 ショーハウス　レインボー 戸川町20

飲食店、喫茶店等 ジャパン亭 二階町21　森英ﾋﾞﾙ西

飲食店、喫茶店等 サンマルクカフェ 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 ざわざわ 川崎8-21

飲食店、喫茶店等 さくら会館　のんびりカフェ 昭和町1-7

飲食店、喫茶店等 サーティワンアイスクリーム　院庄店 院庄927-1

飲食店、喫茶店等 サーティーワンアイスクリーム　イオンモール津山店 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 げん太 戸川町12-4

飲食店、喫茶店等 げんぱち 戸川町20

飲食店、喫茶店等 ケイクウォーカー 北園町2-21

飲食店、喫茶店等 クロス（CROSS） 鍛治町43-1　ﾋﾟｭｱﾗｲﾌ5番館1F

飲食店、喫茶店等 グランディール 沼52-8　ｼｬﾙﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ1F

飲食店、喫茶店等 クラブバー　パラディー 元魚町27　2F-A

飲食店、喫茶店等 くいしん坊 川崎138-2

飲食店、喫茶店等 キムチ＆珍味　本場　やまもと 東一宮47-5

飲食店、喫茶店等 キッチン　小鳥 川崎1765-1　ｳｯﾄﾞｺｰﾎﾟ103

飲食店、喫茶店等 カルビ屋八戒　津山店 二宮92-1

飲食店、喫茶店等 からあげホームラン 山下49

飲食店、喫茶店等 カフェ＆レストラン　フローレンス 沼848-1

飲食店、喫茶店等 カツ陣　津山店 河辺1155-16

飲食店、喫茶店等 お料理　わらうかど。 山北405-2

飲食店、喫茶店等 お食事とお酒　マヅメ 小性町7

飲食店、喫茶店等 お好焼　城 野介代47-3

飲食店、喫茶店等 お好み焼き　ぽん太 高野本郷1424-7

飲食店、喫茶店等 お好み焼　三枝 上河原441-5

飲食店、喫茶店等 おせろ 大手町5-7　第二ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2階

飲食店、喫茶店等 うどん坊 上河原419-5

飲食店、喫茶店等 うちのごはん 東一宮50-2

飲食店、喫茶店等 イベントホール　フェリススクエア 元魚町27　1F

飲食店、喫茶店等 イタリア料理　千比呂 東一宮2-15

飲食店、喫茶店等 イタリアンジェラート　LATTE 大田750-1

飲食店、喫茶店等 アンジェ 山北400-4

飲食店、喫茶店等 アリエル 田町7-13

飲食店、喫茶店等 あっちゃんの大きな木 山下97-1

飲食店、喫茶店等 あけぼの旅館 戸川町31

飲食店、喫茶店等 あがいやんせ 河辺1000-1

飲食店、喫茶店等 アイス工房　優 田町7-1　ほくしんビル101

飲食店、喫茶店等 THE　HILLS　HOUSE　TSUYAMA 大田831

飲食店、喫茶店等 Teppan　Bar　RYO 元魚町52-2　2F

飲食店、喫茶店等 Talumache　Arrow 戸川町49

飲食店、喫茶店等 Steak＆Wine　Bocci 山下49　田中ﾋﾞﾙ1F

飲食店、喫茶店等 Reward 沼87-30



飲食店、喫茶店等 Puff　Puff 椿高下124

飲食店、喫茶店等 Pizzeria　ORSO 勝間田町6

飲食店、喫茶店等 Okayama　Table　TERRA 志戸部690-6

飲食店、喫茶店等 node cafe&deli 沼6-8

飲食店、喫茶店等 NishiIma25 西今町25

飲食店、喫茶店等 NICOスムージー 吹屋町21

飲食店、喫茶店等 N　enne 押入103-1

飲食店、喫茶店等 Lis　blanc 大手町10-8　ｴｽﾎﾟｱｰﾙ大手町2F

飲食店、喫茶店等 LIFE 北園町14-25　ｸﾞﾚｰｽﾀｳﾝ北園1階

飲食店、喫茶店等 INN-SECT 二階町29

飲食店、喫茶店等 Gohandocoroがり 西新町8-1

飲食店、喫茶店等 FLEX　CAFE 沼7-2

飲食店、喫茶店等 Dai黒 南新座6-1

飲食店、喫茶店等 crepe　chat　chat 山下35-6

飲食店、喫茶店等 con amore 押入806

飲食店、喫茶店等 Club　qoo 元魚町53　cocobuilding2F

飲食店、喫茶店等 casual和食　わづき 大手町2-16　2F

飲食店、喫茶店等 bistro　CACASHI 船頭町20

飲食店、喫茶店等 Bar　Cru 戸川町12

飲食店、喫茶店等 amour　ALLIER 東一宮50-17

飲食店、喫茶店等 AKALA　CAFE 高野山西438-6

飲食店、喫茶店等 1378（HANAMICHI） 下紺屋町17-1

飲食店、喫茶店等 焼肉　ソウル 中原67-1

飲食店、喫茶店等 お好み焼　よしむら 高野本郷1431-3

飲食店、喫茶店等 お食事処　葵 元魚町54-2

飲食店、喫茶店等 いっぱい茶屋　東宝 南町1-30

飲食店、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋　津山二宮店 二宮611-4

飲食店、喫茶店等 はなの舞　津山京町店 京町67

飲食店、喫茶店等 秀吉 大手町11　みつやビル1F

飲食店、喫茶店等 Amore 本町3丁目22-1

飲食店、喫茶店等 優花 山北630

飲食店、喫茶店等 すなっく　さんばば 山北547-11　なつめﾋﾞﾙ1F

飲食店、喫茶店等 さつき 河原町27

飲食店、喫茶店等 DENモア 勝部157-5

飲食店、喫茶店等 篝火 吹屋町11　52ﾋﾞﾙ1F

飲食店、喫茶店等 にこらす 山下46

飲食店、喫茶店等 和Dining  幸家 北園町22-4　北園ﾏﾝｼｮﾝ

飲食店、喫茶店等 スザンナ 堺町9

飲食店、喫茶店等 お食事処　たかくら 下高倉西1810-1

飲食店、喫茶店等 ラウンジ　はんなり 鍛治町43　ﾋﾟｭｱﾗｲﾌ5番館

飲食店、喫茶店等 FREEBAR（フリーバー） 鍛治町43-1　1F

飲食店、喫茶店等 幸村 大手町10-8　ｴｽﾎﾟﾜｰﾙﾋﾞﾙ1F

飲食店、喫茶店等 カナモト 京町37



飲食店、喫茶店等 料理屋　山﨑 戸川町24

飲食店、喫茶店等 わーてんたっく鉄板食堂 昭和町1-3

飲食店、喫茶店等 回転居食屋　悠喜　津山本店 小原180-4

飲食店、喫茶店等 カフェバルBALANCE 堺町15　2階

飲食店、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋　津山インター店 河辺965-1

飲食店、喫茶店等 sozai まつもと 山北448-4

飲食店、喫茶店等 ゆたくら家 上河原115-10

飲食店、喫茶店等 なにわ 志戸部673-3

飲食店、喫茶店等 しとべ 志戸部682-21

医療サービス アサヒ薬局　小原店 小原107-2

医療サービス 作楽整体院 高野本郷1266-11

医療サービス 骨けん整体院 川崎192-12

医療サービス りせら治療院 上河原354-1

医療サービス あしだ薬局　高野店 高野本郷1258-9

医療サービス オガワ薬局 小原23-1

医療サービス aikane 昭和町2-65-1

医療サービス くすのき薬局 新魚町17　ｱﾙﾈ津山1階

タクシー、代行 ㈲立石タクシー 川崎81-6

タクシー、代行 平和タクシー津山㈱ 福渡町1-1

タクシー、代行 さくらタクシー㈱ 一方12

タクシー、代行 両備ホールディングス㈱津山タクシー事業部 津山口126-1

タクシー、代行 津山交通㈱ 高野山西2115-7

タクシー、代行 光代行 津山口68-1

タクシー、代行 飛鳥代行 小田中1784-34

タクシー、代行 大崎交通㈱ 中原14-7

タクシー、代行 いちばん館ゆっくりタクシー 野村315-6

タクシー、代行 運転代行サービス　オーニシ 総社1531-7

タクシー、代行 リリーフ代行 野介代411-17

タクシー、代行 ㈱ほのぼの 東一宮3-5

タクシー、代行 有本観光バス㈱ 南町1丁目102

タクシー、代行 有本交通㈱ 南町1丁目102

タクシー、代行 勝田交通㈱ 上河原207-5

タクシー、代行 介護用品の店　四つ葉 二宮1940

タクシー、代行 ㈲院庄タクシー 院庄1066-1

タクシー、代行 OK代行 院庄684-4

タクシー、代行 ピーチ代行　津山 横山1285-1

その他 廣本美粧院 山下28-25

その他 料理旅館おやど文の家 上河原210-5

その他 ㈲林石材店 日上862

その他 ㈲洋自動車 沼6-7

その他 ㈲北村商店 二階町18

その他 ㈲片山でんき商会 川崎81

その他 ㈲半田自動車 小原23-1



その他 ㈲田中電工 小田中942-32

その他 ㈲椿紙店 二階町31

その他 ㈲津山技研空調 東一宮1233-3

その他 ㈲中塚電器 河辺1035-5

その他 ㈲中国画材 小原23-1

その他 ㈲池田被服工場 川崎78

その他 ㈲大手町薬局メディカルファラオ 東一宮2-16

その他 ㈲大手町薬局メディカルクレオ 沼841-4

その他 ㈲石川糸店 宮脇町31

その他 ㈲杉本酒店 小田中219-14

その他 ㈲松永建材店 神戸67

その他 ㈲小椋創建 志戸部649-1

その他 ㈲出口電気商会 安岡町98

その他 ㈲作州電器 大田89-16

その他 ㈲向陽モータース 二宮686

その他 ㈲金森石油店　津山口店 津山口64

その他 ㈲金森石油店　川崎店 川崎562

その他 ㈲下山ミシン商会 小田中1445-5

その他 ㈲井上造花店 本町三丁目-1

その他 ㈲ファッションヘアー　ミナト 河辺728-6

その他 ㈲ヒライ石油　スーパーセルフ林田SS 林田154-5

その他 ㈲ばんこく津山 沼10-5

その他 ㈲スカイ 大田83-22

その他 ㈲ジョイ津山 小原109

その他 ㈲キドスポーツ 東一宮46-9

その他 ㈲がざい石はら 沼87-21

その他 ㈲オオゴー電器 小原123-7

その他 ㈲エコー 小田中1308-14

その他 ㈲アリモトスポーツ 椿高下108-11

その他 弥生産業㈱ 山北409-2

その他 野口商店 山北410

その他 法林堂 志戸部70-6

その他 宝石おか 京町73-1

その他 不二屋宝飾店 新魚町17　ｱﾙﾈ津山1階

その他 美津吉商事㈱ 一方194

その他 美作マツダ自動車㈱ 昭和町1-86

その他 美パール　南新座店 南新座34

その他 美パール　高野店 押入791-1　ダイガビル1F

その他 白梅美容室 平福415

その他 農家の店　しんしん津山店 高野山西742-1

その他 日笠商事㈱ 戸島634-12

その他 特定非営利活動法人　トラストワークス 二宮640

その他 東部水道工業㈱ 川崎554-26



その他 天満屋　津山店 新魚町17

その他 鶴声庵 二階町6

その他 津山農機センター 野村571

その他 津山鶴山ホテル 東新町114-4

その他 津山観光センター 山下97-1

その他 津山往来製造本舗 昭和町1-36

その他 津山まなびの鉄道館 大谷

その他 津山ブックセンター㈲ 河辺1150-8

その他 津山ブックセンター　アルネ店 新魚町17　ｱﾙﾈ津山3F

その他 津山ドライ　本店 昭和町2-117

その他 津山ドライ　城西店 小田中222-19

その他 津山ドライ　上河原店 上河原231-4

その他 津山ドライ　志戸部店 林田160-3

その他 津山ドライ　高野店 高野山西1908-1

その他 津山ドライ　院庄店 院庄961-2

その他 津山ドライ　ノースランド店 上河原160-2

その他 津山ドライ　ウエストランド店 二宮71-1-26

その他 津山ドライ　イオン店 河辺977-1

その他 津山ドライ　イーストランド店 川崎160

その他 中西時計店 坪井町14

その他 中山自転車店 小田中2217

その他 中国漁具 津山口238-5

その他 中古工具買取センター　パワースポット 津山口243

その他 千代堂 桶屋町25

その他 瀬島理容室 平福169-3

その他 人形のこどもや　津山店 川崎198-6

その他 森のプロショップミツヨシ 一方146

その他 照文堂書店 堺町4

その他 春名動物病院 大田124-1

その他 自然大好き！ニッチ・リッチ・キャッチ 一方146

その他 資材会計 野村735-1

その他 燦燦つやま 林田146-1

その他 山陽商事㈱津山出張所 河辺1115-4

その他 山本造園 瓜生原654-1

その他 山城園 新魚町17　ｱﾙﾈ津山1階

その他 戸川乃宿 戸川町12

その他 宮川ホンダ　サイクル販売 山北769-3

その他 久米青果㈱ 津山口262-12

その他 久常電機㈲ 川崎1915-1

その他 ㈱馬場商店 高尾449

その他 ㈱日産サティオ岡山　津山店 津山口261

その他 ㈱津山ガスセンター 上河原171-1

その他 ㈱忠七店 元魚町56



その他 ㈱池田薬局 二宮81-2

その他 ㈱大黒屋　津山 元魚町23-3

その他 ㈱松建 上河原119

その他 ㈱小林写真館 小性町2-1

その他 ㈱佐藤自動車塗装所 津山口244

その他 ㈱橋本通信工業 池ケ原867

その他 ㈱橋本石油店 池ケ原867-1

その他 ㈱柿木書店 元魚町22

その他 ㈱河本電機ハードオフオフハウス津山院庄店 院庄919-1

その他 ㈱岡山レスキューサービス 高野山西2115-7

その他 ㈱永遠輪　くるま屋商事 小原159-22

その他 ㈱モダン・プロ　津山店 山北404-1

その他 ㈱セキサン 林田町8-1

その他 ㈱ジュンテンドー　津山店 上河原213-2

その他 ㈱エックスランド 沼844-5

その他 ㈱イリエ 川崎532-1

その他 ㈱イノウエレディースコレクション 新魚町8

その他 ㈱ありき 山北770-16

その他 加茂繊維㈱ 野介代1650-1

その他 化粧品のきむら 北園町9-4

その他 安藤タイヤ商会 田町79

その他 レンタルブティックPico 南町1-20

その他 リサイクルショップ　セオリー 北園町9-5

その他 ラフィネ 河辺1000-1

その他 ラココ 河辺1000-1

その他 ライディーン　高野店 高野本郷1400-17

その他 ヨシダミュージック㈱ 沼858-1

その他 もり毛糸店 堺町8

その他 メンズショップ　モミジヤ 堺町4

その他 メガネ本舗　津山院庄店 院庄943-1

その他 メガネ本舗　津山インター店 河辺1058-1

その他 メガネの三城　津山高野店 高野本郷1266-22

その他 マイガレージムラカミ㈲ 中島454-3

その他 ホンダウイング福井 川崎572

その他 ホームクリーニング　本社工場 日上1679-2

その他 ホームクリーニング　東一宮店 東一宮1-11

その他 ホームクリーニング　志戸部店 沼848-16

その他 ホームクリーニング　高野店 高野本郷1457-1

その他 ベラスピーガ 新魚町17　ｱﾙﾈ津山2階

その他 ペットワールド　アミーゴ津山店 河辺1072-1

その他 ペットショップ　ヤマモト 沼828-2

その他 ペガサス産業㈱ 昭和町1-31

その他 ヘアーサロン　柚 野介代980-1



その他 ヘアーサロン　パール 山北410-5

その他 フローラたにもと　津山店 林田160-8

その他 ブティックD.D.g 新魚町17　ｱﾙﾈ津山4階

その他 フォーティートラベル 上河原543-2-506

その他 パソコンランド 戸島634-13

その他 パソコンドッグ24　津山店 北園町42-13

その他 ネルパラ 河辺1000-1

その他 ナンバホームセンター　河辺店 国分寺25-1

その他 ナンバホームセンター　院庄店 院庄927-1

その他 ドコモショップ　津山店 小田中1445-1

その他 トイランド　マキノ 小原207-9

その他 ディスカウントドラッグ　コスモス野村店 野村304-4

その他 ディスカウントドラッグ　コスモス二宮店 二宮1920-1

その他 ディスカウントドラッグ　コスモス院庄店 院庄959-7

その他 ツチダ産業㈱ 一方335-1

その他 ちづる 新魚町17　ｱﾙﾈ津山1階

その他 ダスキン津山 小原83-1

その他 ダスキンレントオール津山ステーション 北園町36-10

その他 タカラ産業㈱ 国分寺118-4

その他 タイヤ館　津山 一方329

その他 タイヤガーデンK's Line　本店 河辺763-1

その他 タイヤガーデンK's Line　沼店 沼47-11

その他 セリア生活良品 新魚町17　ｱﾙﾈ津山3階

その他 セキサンリテーリング㈱新大橋給油所 林田町8-1

その他 スマートクール 河辺1000-1

その他 すこやかカイロプラクティック院 大田592-11　ｼｰｽﾞﾝｵﾌﾞﾋﾞﾙA101

その他 ジュエリーKANDA　本店 川崎1902-3

その他 ジュエリーKANDA　アルネ津山店 新魚町17(ｱﾙﾈ津山1F)

その他 シューズ愛ランド　津山店 二宮106-1

その他 シューズ　カワト 二階町30-1　ｿｼｵ一番街

その他 ジャスミンドイル 東一宮46-1

その他 シャガール　㈲仏蘭西屋 上河原207-1

その他 サンヒルズ 大田811-1

その他 さが美 新魚町17　ｱﾙﾈ津山2階

その他 ザ・シロヤマテラス津山別邸 山下30-1

その他 コメリパワー津山店 平福15-1

その他 コメリハード＆グリーン　津山東一宮店 東一宮14-2

その他 コマツ美作㈱ 高尾561-1

その他 コバヤシ薬局 京町64

その他 コスメティック夢プラザ 志戸部705-9

その他 ケンタとマリヤ 小田中944-25

その他 ケーズデンキ　津山店 川崎516

その他 キングメイト 元魚町52-1



その他 キャンパスショップ　ラビット 志戸部700-9

その他 カメラのキタムラ 河辺1000-1

その他 かに薬局 沼50-19

その他 かたがわ 堺町14-1

その他 カシェート 野介代339-5

その他 お弁当　仕出し　加藤鮮魚店 南新座78

その他 おそうじ本舗　津山院庄店 二宮47-8

その他 オカラクミート㈱ 川崎94-1

その他 オートバックス　津山院庄 院庄934-1

その他 エディオンJAつやま 東一宮65-6

その他 エディオン　津山本店 川崎147

その他 エクステリアセンター森元 平福174-2

その他 エイコ美容室　本店 南町1-17

その他 うき草や 西新町69

その他 ウエストランド　大阪王将 二宮71

その他 ウエストランド　ルックルック 二宮71

その他 ウエストランド　イトウゴフク 二宮71

その他 イワモト釣具　津山店 河辺732-3

その他 イシナ時計店 伏見町30

その他 イエローハット　津山インター店 河辺849-3

その他 イーストランド　エクレア 川崎147

その他 アトム電器　津山店 西新町42

その他 アイヘアー 山北562

その他 TSUTAYA　ノースランド店 上河原160

その他 TROIS 京町53-2

その他 THREE 院庄917-11　髙洋ﾋﾞﾙ1F

その他 Sky　Gift 元魚町53　cocobuilding3F

その他 SALON DE RAIMU 神戸172

その他 Roman 小原129-3

その他 POPEYE hair 東一宮13-2

その他 OTTO　place　kamisai 小性町10-1　丸二ﾋﾞﾙ1F

その他 OPERA 志戸部676-1

その他 mottiek 大田493-8

その他 Mobile Station HASHITSU 池ケ原866-1

その他 MAKANA　CLOSET 上河原543-2　北の街ﾋﾞﾙ1F

その他 Lum 高野本郷2481-1

その他 KOKOウエストHairBeauty 二宮71　ウエストランド内

その他 Katarino… 神戸172

その他 JA－CATつやま店 草加部667

その他 iPhone修理.com津山 上河原527-1

その他 Hair＆Eye　Design　Lacot 河辺915-2

その他 Green　Apple 新魚町17　ｱﾙﾈ津山2階

その他 Flower　Shop　KIKUCHI 高野本郷1264-12



その他 dolce 上河原231-2　佐藤ﾋﾞﾙ1F

その他 CPサロン　たんぽぽ 東一宮9-2

その他 auショップ　津山ノースランド 上河原115-7

その他 auショップ　津山ウエストランド 二宮71

その他 エディオン岡部 川崎582

その他 ㈱ナカツカ　ENEOS津山インターSS 河辺1059-1

その他 株式会社ありき　津山東支店 河辺929-1

その他 有限会社　山田写真店　楢店 楢442

その他 スエザワサイクル 材木町19

その他 shaving  salon　優雅 河辺728-6

その他 ㈲ティー・ビー・シーコーポレーション 沼7-12

その他 ヘアースタジオ　K’s 野村527-13

その他 ㈲番祥自動車 下高倉西486-2

その他 ㈲もとしみず花店　花Present 林田117-2

その他 オートバックス　津山インター店 河辺1000-1

その他 ㈲安藤石油店 三浦288-1

その他 よさこいショップ　文旦屋 山下98-6

その他 LoL　津山店 山北442-4

その他 まほらファーム 野村891-2

運動施設、遊技場、劇場、観覧場等 久米カントリークラブ 桑下1680

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 山陽ホームズ　久米店 桑下1331-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 瀧山商店 油木下647

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　久米支所前店 南方中1686

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ファミリーマート　久米町桑下店 桑下1408-33

飲食店、喫茶店等 すみれ会　配食サービス 宮部下326-6

飲食店、喫茶店等 四季菜のうどん茶屋　咲家 久米川南134-1

飲食店、喫茶店等 お好み焼　さっちゃん 中北下1181-6

飲食店、喫茶店等 ㈱柄尾谷鈑金塗装　屋台事業部 神代9-43

その他 ㈲久米車輌 南方中1527-1

その他 道の駅　久米の里 宮尾563-1

その他 ㈱笏本縫製 桑下1333-6

その他 ㈲松坂農機 桑下1408-2

その他 久米スズキ販売 久米川南626

その他 セキサンリテーリング㈱久米給油所 南方中1683-21

その他 ㈲五大 神代1329-2

その他 ㈱ヰセキ中四国　津山西営業所 宮尾368-5

その他 やきいも松尾農園 宮部下694

その他 田村工務店㈱ 桑上21-1

その他 ㈲北自動車整備工場 中北上1175-3

その他 ㈱柄尾谷鈑金塗装 神代9-43

その他 藤木美容院 宮部下1280-1

その他 大岡理容所 桑下1348-13

久米地区



その他 藤木電気工事 中北下44-9

その他 小林農園 一色11

その他 正影木材㈱ 桑下856-1

その他 エステサロン　輪楽美 神代1348-2

その他 笠光生商店 南方中1689-1

その他 久米建設㈱ 久米川南1381

その他 ㈱藤木商事 宮部下1526

その他 ノジョウ金属 宮尾659-5

その他 Hair　sun 桑下1340-7

その他 ㈲ティー・ビー・シーコーポレーション 宮尾659-5

その他 池田農機 久米川南1942

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア マルイ　勝北店 新野東1142-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 山本精肉店 新野東1148-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア あしだストアー 上村58-3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲豊福鮮魚店 日本原240

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア つるや勝北店 上村145

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア シャトレーゼ勝北店 上村145

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 勝北マルシェ「ほほえみ彩菜」 杉宮736-3

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 大丸商店 西中610

飲食店、喫茶店等 季節料理　匠 杉宮640

飲食店、喫茶店等 Garden　Cafe　MOCO 上村671-2

飲食店、喫茶店等 かず丸うどん 坂上135-1

飲食店、喫茶店等 味処　やりくり 中村364-1

飲食店、喫茶店等 焼肉・ランチ　しん 新野東1151-1

飲食店、喫茶店等 nonoキッチン 上村560-2

飲食店、喫茶店等 河本食堂 新野東1453-1

医療サービス 本店　アシダドラッグ 新野東557-3

医療サービス あしだ薬局　日本原店 新野東1810-61

医療サービス あしだ薬局　杉宮店 杉宮15-4

医療サービス あしだ薬局　上村店 上村61-4

タクシー、代行 バリオス代行 安井475-27

タクシー、代行 丸ちゃん代行 新野東1484

その他 鍼・灸・整体　いっきゅう治療院 新野東1170-1

その他 ㈲髙丸整備工場 日本原153

その他 ㈲内田縫製 新野山形450

その他 ㈲只友自動車 中村304-4

その他 ㈲村上モータース 新野東1107

その他 ㈲森建具店 日本原554

その他 ㈲ヒライ石油　スーパーセルフ勝北SS 上村60-1

その他 ㈲オートピア岡山 上村143-1

その他 平田畳店 安井259-1

その他 土井美容室 上村127-3

勝北地区



その他 竹内金物店 日本原393

その他 赤松美容室 上村58-4

その他 銀精肉店 上村75

その他 ㈱喜久屋工業所 西中885-1

その他 ㈱ユーホーム 西中329-1

その他 ホームクリーニング　勝北店 新野東1142-1

その他 ヘアーサロン髪人 日本原401

その他 スワン美容室 日本原273

その他 ゴルフショップ　匠 杉宮640

その他 コメリ　ハードアンドグリーン　勝北店 上村65

その他 カーライフサポート　井上車輛 新野東578-3

その他 カーテック岡山㈱ 杉宮839-1

その他 ㈲髙山モータース 上村59-5

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 合同会社　あば村 阿波1220

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲キシヤ食品 加茂町桑原51

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈱山本プロパン 加茂町塔中23-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ウチダ商店 加茂町塔中27-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ㈲森安商店　桑原店 加茂町桑原68-1

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア お菓子の店キシモト 加茂町桑原68-8

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア ポプラ津山加茂店 加茂町桑原158-2

飲食料品店、生活用品店、コンビニエンスストア 有限会社　ファミリーショップ　マエハシ 加茂町中原33

飲食店、喫茶店等 お好み焼　ひなせ 加茂町中原83-22

飲食店、喫茶店等 焼肉藤良　加茂店 加茂町桑原194-8

飲食店、喫茶店等 かねとうパン店 加茂町小中原5-39

飲食店、喫茶店等 志 加茂町小中原15-3

飲食店、喫茶店等 ウッディハウス加茂 加茂町中原516-1

飲食店、喫茶店等 めぐみ荘 加茂町小中原143

飲食店、喫茶店等 あば交流館 阿波1200

医療サービス 高橋薬局 加茂町桑原70-1

タクシー、代行 ㈱加茂タクシー 加茂町塔中57-3

その他 飯塚美容院 加茂町小中原22-2

その他 理容たかた 加茂町中原203-3

その他 山科 加茂町中原174-7

その他 てづかカメラ 加茂町桑原55

その他 ㈱ケーエムカーズ 加茂町塔中24-1

その他 社会福祉法人　加茂光陽会 加茂町小中原115

その他 ビューティーサロン　フジ 加茂町公郷1701

その他 ビューティーサロン　サンタモニカ 加茂町桑原70-1

その他 加茂給油所 加茂町小中原5-41

その他 ㈲あおやぎ住宅 加茂町青柳882

その他 あおやぎ農園 加茂町青柳893

その他 クリーニング　サンライズ 加茂町桑原170-4

加茂・阿波地区



その他 ㈱坂手ファーム 加茂町原口467

その他 内田自動車 加茂町桑原203-2

その他 コメリハード＆グリーン　岡山加茂店 加茂町桑原142-1


