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加茂・阿波地区

業種 取扱店名 住　所

和食 シェフズダイニング咲楽（ザ・シロヤマテラス津山別邸） 津山市山下30-1

和食 寿司楽 津山市田町21

和食 そばの細道　やま江 津山市林田37-5

和食 津山城東とうふ茶屋　早瀬豆富店 津山市東新町82

和食 そば処　飛脚 津山市西新町12-7

和食 藤清 津山市鍛冶町55

和食 和食処本陣　志戸部店 津山市林田154-2

和食 カツ陣　津山店 津山市河辺1155-16

和食 日本料理　ちよ田 津山市本町2-19

和食 日進月歩 津山市本町三丁目20

和食 旅館 お多福 津山市山下28-2

和食 新日本料理　古楽 津山市志戸部73-1

和食 ウッディハウス加茂 津山市加茂町中原516-1

和食 めぐみ荘 津山市加茂町小中原143

和食 手打ちそば　家族庵 津山市高野本郷1256-1

和食 四季旬彩　和菜美 津山市京町57-2

和食 お宝食堂 津山市津山口275-9

和食 民宿　佐良苑 津山市平福557-1

和食 幸村 津山市大手町10-8　エスポアールビル1F

和食 天満鮓 津山市小性町33

和食 四季の味　日和 津山市北町1-3

和食 串あげ料理　聖 津山市二階町47

和食 千両うどん 津山市小田中1442

和食 Gohandocoro　がり 津山市西新町8-1

和食 銀水 津山市北園町22-4

和食 四季菜のうどん茶屋　咲家 津山市久米川南134-1

和食 保田鮮魚店 津山市小田中2247

和食 津山和風肉ダイニング　源 津山市川崎47

和食 セルフうどん　べつばら 津山市院庄1245-1

和食 大衆割烹　お染 津山市戸川町5-2

和食 よしひら 津山市田町11

和食 割烹　あき 津山市田町4-15

和食 旬味百選　まさき屋 津山市野介代1656-4

和食 月下老 津山市林田町62

和食 多美寿し 津山市小田中217-1

和食 ファミリー割烹　高砂 津山市中原75-1

和食 天将 津山市一方630

津山市プレミアム付グルメ券「シン・うまい券」加盟店一覧表
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和食 割烹　酔虎 津山市戸川町40-5

和食 味見三昧　織部 津山市田町ピクシービル1F

和食 和楽 津山市新魚町17　アルネ2F

和食 あけぼの旅館 津山市戸川町31

和食 季節料理　ちくでん 津山市志戸部647-1

和食 うどん坊 津山市上河原419-5

和食 手打ちうどん専門　だいご 津山市河辺757-1

和食 割烹旅館　宇ら島 津山市西寺町35

和食 五穀 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

和食 美山 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

和食 はなまるうどん 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

和食 栄月寿し 津山市南新座7

和食 お料理　わらうかど。 津山市山北405-2　山北ビル1F

和食 宇佐見鰻店 津山市戸川町11

和食 casual　和食　わづき 津山市大手町2-16　2F

和食 結屋 津山市本町3-19

和食 nono　キッチン 津山市上村560-2

和食 さつき 津山市河原町27

和食 津山旬菜レストラン「城見亭」 津山市新魚町17　アルネ・津山4F

洋食 みまさかキッチン（ザ・シロヤマテラス津山別邸） 津山市山下30-1

洋食 カフェ＆レストラン　フローレンス 津山市沼848-1

洋食 和洋フレンチ　グーテ 津山市沼25-13

洋食 Reward 津山市沼87-30

洋食 トマトアンドオニオン　津山駅前店 津山市大谷190-16

洋食 LIFE 津山市北園町14-25　グレースタウン北園1階

洋食 リブロウエディング 津山市高野山西1909-6

洋食 Bistro　CACASHI 津山市船頭町20

洋食 Kitchen　おーどりー 津山市田町4

洋食 NishiIma25 津山市西今町25

洋食 ミスターバーグ　津山河辺店 津山市河辺1055-8

洋食 玄米　Bread　Café　母恵夢 津山市院庄910-1

洋食 キッチン　ささ家 津山市京町68-1

洋食 鎌倉パスタ 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

洋食 マクドナルド 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

洋食 むぎわらぼうし 津山市林田29-21

弁当 あっちゃんの大きな木 津山市山下97-1

弁当 家庭食堂　ROOF 津山市北園町22-7　旭ビル1F

弁当 津山まちの駅城西 津山市西今町18

弁当 すみれ会　配食サービス 津山市宮部下326-6

弁当 よし川 津山市伏見町31

弁当 ほっかほっか亭　志戸部店 津山市志戸部685-4

弁当 まごころ弁当　津山店 津山市小原86-1

弁当 つるや　勝北店 津山市上村145

弁当 つるや　津山口店 津山市津山口128



弁当 つるや　河辺店 津山市河辺1153-3

弁当 つるや　東一宮店 津山市東一宮70-1

弁当 つるや　志戸部店 津山市志戸部675-1

弁当 つるや　院庄店 津山市院庄937

弁当 お弁当　仕出し　加藤鮮魚店 津山市南新座78

弁当 キッチン　かまちゃん 津山市川崎1511-3

弁当 うちのごはん 津山市北園町23-4

鉄板/粉もの 辰巳屋 津山市上田邑2471-1

鉄板/粉もの お食事処　たかくら 津山市下高倉西1810-1

鉄板/粉もの お好み焼　三枝 津山市上河原441-5

鉄板/粉もの お好み焼　メイト 津山市山北444-6

鉄板/粉もの 金波食堂 津山市川崎88

鉄板/粉もの くいしん坊 津山市川崎138-2

鉄板/粉もの お好み焼　よしむら 津山市高野本郷1431-3

鉄板/粉もの つくつくぼうし 津山市二宮80-1

鉄板/粉もの お好み焼　千船 津山市小原127-11

鉄板/粉もの ファミリーハウス　ひら山 津山市沼35-4

鉄板/粉もの 河本食堂 津山市新野東1453-1

鉄板/粉もの Teppan Bar RYO 津山市元魚町52-2-2F

鉄板/粉もの お好焼　城 津山市野介代47-3

鉄板/粉もの お好み焼　ひなせ 津山市加茂町中原83-22

鉄板/粉もの 鉄板居酒屋　倶瑠満 津山市美濃町3

鉄板/粉もの お好み焼　さっちゃん 津山市中北下1181-6

鉄板/粉もの 鉄板焼　まねき 津山市二宮2025-1

鉄板/粉もの 笑丸や 津山市勝部689-3

鉄板/粉もの お好み焼き　ぽん太 津山市高野本郷1424-7

鉄板/粉もの 志 津山市加茂町小中原15-3

鉄板/粉もの 鉄板屋　くら 津山市志戸部706-1

鉄板/粉もの 鉄板焼　佳 津山市本町3丁目21

鉄板/粉もの Steak＆Wine　Bocci 津山市山下49　田中ビル1F

鉄板/粉もの 水島食堂 津山市加茂町小中原5-29

鉄板/粉もの たこ風船 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

鉄板/粉もの みねちゃん 津山市平福161-4

鉄板/粉もの 鉄板食堂　りべるたぁぱんだ 津山市二階町39

中華/韓国 東姫楼 津山市京町20

中華/韓国 中国料理　神龍 津山市沼37-3

中華/韓国 本場　やまもと 津山市東一宮47-5

中華/韓国 台湾料理　萬龍 津山市院庄937-1

中華/韓国 中国料理　満州楼 津山市高野本郷1733-1

中華/韓国 中国料理　奉天 津山市田町85

中華/韓国 中国料理　北京楼 津山市上河原355-7

中華/韓国 あがいやんせ 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

中華/韓国 リンガーハット 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

中華/韓国 東姫楼　西店 津山市宮脇町25



中華/韓国 中華台湾料理　花とら 津山市志戸部705-9

中華/韓国 ソナタ 津山市本町3丁目1-3

焼肉 焼肉　なかや 津山市小原114-5

焼肉 和牛やきにく　園楽 津山市福渡町65-1

焼肉 カルビ屋八戒　津山店 津山市二宮92-1

焼肉 焼肉　アチャコ 津山市川崎197

焼肉 焼肉　まるや 津山市志戸部70-1

焼肉 焼肉藤良　院庄インター店 津山市神戸80-1

焼肉 焼肉藤良　加茂店 津山市加茂町桑原194-8

焼肉 焼肉藤良　本店 津山市高野本郷2071-1

焼肉 焼肉ハウス　ニュー亀屋 津山市津山口287-2

焼肉 焼肉の牛太　林田店 津山市林田12-2

焼肉 食べ放題　焼肉の牛太　二宮店 津山市二宮1923-1

焼肉 焼肉ランチ　しん 津山市新野東1151-1

焼肉 焼肉レストラン　慶州　院庄店 津山市院庄950-4

焼肉 一龍 津山市二宮736-5

焼肉 焼肉　ソウル 津山市中原67-1

焼肉 津山やきにく食堂　八十八 津山市二階町22-4-1F

焼肉 七厘家 津山市大手町8-11　大手町ビル1F

焼肉 炭火焼肉　備山 津山市林田121-4

焼肉 城下町肉処～櫓～ 津山市堺町9　BANビル2F

居酒屋/バー ラウンジ　ダンヒル 津山市山下69-12

居酒屋/バー 作州津山八右衛門 津山市林田37-5

居酒屋/バー 茜どき　津山店 津山市林田151-2

居酒屋/バー 我流肴家本舗　赤とうがらし 津山市美濃町4

居酒屋/バー 居酒屋　みずほ 津山市山北403-9

居酒屋/バー スナック　貫 津山市田町12-3　ピクシービル5F

居酒屋/バー 居酒屋　上屋 津山市山下28-11

居酒屋/バー 櫻 津山市志戸部706-1

居酒屋/バー 味平 津山市元魚町52-3

居酒屋/バー 桃花 津山市山下20-5

居酒屋/バー 桔梗屋 津山市山下18-8

居酒屋/バー 大衆肉酒場　いぶし銀 津山市大手町11-22

居酒屋/バー スザンナ 津山市堺町9

居酒屋/バー はいから亭 津山市大手町2-13

居酒屋/バー 薑 津山市大手町7-1　津山セントラルホテルアネックスB1F

居酒屋/バー 酒処　きんた 津山市志戸部707-29

居酒屋/バー げんぱち 津山市戸川町20

居酒屋/バー げん太 津山市戸川町12-4

居酒屋/バー おせろ 津山市大手町5-7　第二セントラルビル2F

居酒屋/バー Bar　Cru 津山市戸川町12

居酒屋/バー クロス（CROSS） 津山市鍛治町43-1　ピュアライフ5番館1F

居酒屋/バー 鉄板　EBISU 津山市二階町22-10

居酒屋/バー 居酒屋　川 津山市小性町20-6



居酒屋/バー 居酒屋　あぶさん 津山市小原157-14

居酒屋/バー 楽居 津山市小原100-8

居酒屋/バー 個室居酒屋　元祖料理王国 津山市美濃町5

居酒屋/バー お食事とお酒　マヅメ 津山市小性町7

居酒屋/バー 京町屋　BAR　Lapin 津山市京町45　ソシオ一番街

居酒屋/バー いっぱい茶屋　東宝 津山市南町1-30

居酒屋/バー 和Dining　幸家 津山市北園町22-4　北園マンション

居酒屋/バー 食三昧飲三昧　北海 津山市山下40

居酒屋/バー からあげ　ホームラン 津山市山下49

居酒屋/バー そら 津山市田町8番館ビル2階北

居酒屋/バー 吟月 津山市本町2-18

居酒屋/バー 菊水 津山市戸川町16-1

居酒屋/バー 気まぐれ喰処　縁 津山市志戸部683-5

居酒屋/バー クラブバー　パラディ— 津山市元魚町27　アップルビルウエスト2F-A

居酒屋/バー ピガールクラブ 津山市二階町22-4-2F

居酒屋/バー フェリススクエア 津山市元魚町27　アップルビルウエスト1F

居酒屋/バー ジャパン亭 津山市二階町21　森英ビル西

居酒屋/バー 鳥八 津山市元魚町26-2

居酒屋/バー 居酒屋　いなだ 津山市南新座91

居酒屋/バー 居酒屋　みなみ 津山市沼2-4

居酒屋/バー 喜楽や　かおる 津山市沼50-17

居酒屋/バー 居酒屋　かわはら 津山市戸川町39

居酒屋/バー ラウンジ　エトランゼ 津山市山北442

居酒屋/バー すなっく　さんばば 津山市山北547-11　なつめビル1F

居酒屋/バー 小納屋 津山市元魚町53

居酒屋/バー Madonna.Jr 津山市大手町5-8

居酒屋/バー 秀吉 津山市大手町11

居酒屋/バー 有頂天 津山市二階町13

居酒屋/バー 居酒屋　黒べえ 津山市南新座34　アリコベール1F

居酒屋/バー 月ノ酔 津山市桶屋町33

居酒屋/バー サウンドバー　ザック 津山市戸川町20　ザックビル1階

居酒屋/バー バー　J.O 津山市戸川町20　ザックビル3階

居酒屋/バー 炙家　ぼっけもん 津山市伏見町28-1

居酒屋/バー Puff　Puff 津山市椿高下124

居酒屋/バー とん通 津山市小性町46

居酒屋/バー Talumache　Arrow 津山市戸川町49　ペントハウスビル2F

居酒屋/バー 優花 津山市北山630

居酒屋/バー 居酒屋　ゆたくら家 津山市上河原115-10

居酒屋/バー 篝火 津山市吹屋町11　52ビル　1F

居酒屋/バー しとべ 津山市志戸部682-21

居酒屋/バー 城下町酒場　ぶち 津山市京町39-7　えびす横丁内

居酒屋/バー 将軍 津山市二階町21-4

居酒屋/バー 料理屋　山﨑 津山市戸川町24

居酒屋/バー 居酒屋　なにわ 津山市志戸部673-3



居酒屋/バー ダイニングバー　VALE 津山市本町3丁目8-2

居酒屋/バー 個室居酒屋　串天ぷら　もぐら 津山市元魚町52-3　出口ビルA

居酒屋/バー 昭和居酒屋　串かつ　アジト 津山市山下40-7

居酒屋/バー カフェバル　BALANCE 津山市堺町15　2階

居酒屋/バー 1378　HANAMICHI 津山市下紺屋町17-1

ラーメン ばり嗎らーめん　津山山北店 津山市山北465-4

ラーメン とりの助ラーメン　志戸部店 津山市志戸部681-2

ラーメン つやまラーメン大統領　院庄店 津山市院庄917-3

ラーメン びーとん　中華そば 津山市田町3

イタリアン まちのピザカフェ　水のや 津山市西新町67

イタリアン amour　ALLIER 津山市東一宮50-17

イタリアン イタリア料理　千比呂 津山市東一宮2-15

イタリアン リストランテ　シエロ 津山市高野山西2230-3

イタリアン PIZZERIA　ORSO 津山市勝間田町6

イタリアン N enne 津山市押入103-1

イタリアン Pasta Vita 津山市志戸部705-9

イタリアン Okayama　Table　TERRA 津山市志戸部690-6

イタリアン リトファンイタリアーノ　津山店 津山市小原81-4

イタリアン Amore 津山市本町3-22-1

カフェ/パン/スイーツ グランディール 津山市沼52-8　ｼｬﾙﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ1F

カフェ/パン/スイーツ ガーデンラウンジ（ザ・シロヤマテラス津山別邸） 津山市山下30-1

カフェ/パン/スイーツ フランセ 津山市林田町23

カフェ/パン/スイーツ ざわざわ 津山市川崎8-21

カフェ/パン/スイーツ まちの駅　城西浪漫館 津山市田町122　城西浪漫館

カフェ/パン/スイーツ 城東観光案内所　和蘭堂 津山市西新町5

カフェ/パン/スイーツ INN-SECT 津山市二階町29

カフェ/パン/スイーツ Nico　スムージー 津山市大田493-8

カフェ/パン/スイーツ ラ・プロヴァンス 津山市沼37-2

カフェ/パン/スイーツ 旬菓匠　くらや　茶房 津山市沼77-7

カフェ/パン/スイーツ 正統派フランス菓子　ら・めーる 津山市大手町11-2

カフェ/パン/スイーツ マクドナルド　津山二宮店 津山市二宮107-4

カフェ/パン/スイーツ マクドナルド　津山インター店 津山市川崎185

カフェ/パン/スイーツ 京御門 津山市林田町51

カフェ/パン/スイーツ ケイクウォーカー 津山市北園町2-21

カフェ/パン/スイーツ アンジェ 津山市山北400-4

カフェ/パン/スイーツ キッチン　小鳥 津山市川崎1765-1

カフェ/パン/スイーツ かねとうパン店 津山市加茂町小中原5-39

カフェ/パン/スイーツ node cafe&deli 津山市沼6-8

カフェ/パン/スイーツ FLEX　CAFÉ 津山市沼7-2

カフェ/パン/スイーツ まほらファーム 津山市野村891-2

カフェ/パン/スイーツ ポンパドゥル 津山市新魚町17

カフェ/パン/スイーツ Macaron 津山市沼10-10

カフェ/パン/スイーツ パンと焼き菓子のお店　nenemomo 津山市沼33-5

カフェ/パン/スイーツ 喫茶　ジョイント 津山市河辺768-1



カフェ/パン/スイーツ サーティワンアイスクリーム　院庄店 津山市院庄927-1

カフェ/パン/スイーツ パン工房　エピ 津山市椿高下95-1

カフェ/パン/スイーツ タイム 津山市田町12

カフェ/パン/スイーツ かふぇ　花音 津山市西今町64

カフェ/パン/スイーツ アイス工房　優 津山市田町7-1　ほくしんビル101

カフェ/パン/スイーツ THE　HILLS　HOUSE　TSUYAMA 津山市大田831

カフェ/パン/スイーツ Crepe　chat　chat 津山市山下35-6

カフェ/パン/スイーツ con　amore 津山市押入806

カフェ/パン/スイーツ 美作百味菓匠館　大文字 津山市小原207-6

カフェ/パン/スイーツ サンマルクカフェ 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

カフェ/パン/スイーツ スターバックス 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

カフェ/パン/スイーツ サーティワンアイスクリーム 津山市河辺1000-1　イオンモール津山内

カフェ/パン/スイーツ 天然酵母パン　三日月家 津山市綾部430-1

カフェ/パン/スイーツ フジタパン 津山市堺町3

カフェ/パン/スイーツ DENモア 津山市勝部157-5

カフェ/パン/スイーツ イタリアンジェラート　LATTE 津山市大田750-1

カフェ/パン/スイーツ 田町文化STORE 津山市田町19

カフェ/パン/スイーツ ｔ.cafe 津山市国分寺118-4

ガソリンスタンド等 津山SS　ペガサス産業㈱ 津山市昭和町1-31

ガソリンスタンド等 東津山SS　ペガサス産業㈱ 津山市川崎164-3

ガソリンスタンド等 セキサンリテーリング㈱新大橋SS 津山市林田町8-1

ガソリンスタンド等 ㈲安藤石油店 津山市三浦288-1

ガソリンスタンド等 ㈱橋本石油店 津山市池ケ原867-1

ガソリンスタンド等 金森石油　津山口店 津山市津山口64

ガソリンスタンド等 金森石油　川崎店 津山市川崎562

ガソリンスタンド等 ㈱ナカツカ　ENEOS津山インターSS 津山市河辺1059-1

ガソリンスタンド等 東真産業㈱　津山口SS 津山市一方212-1

ガソリンスタンド等 弥生産業㈱ 津山市山北409-2

ガソリンスタンド等 あば商店 津山市阿波1220

ガソリンスタンド等 Enejet　津山高野SS 津山市高野本郷1677-1

ガソリンスタンド等 JA晴れの国岡山　勝北給油所 津山市新野東181

ガソリンスタンド等 セキサンリテーリング㈱　久米SS 津山市南方中1683-21

ガソリンスタンド等 田中実業㈱　セルフ津山SS 津山市河辺926

ガソリンスタンド等 コメリ パワー津山店(店舗内給油所)※灯油販売のみ 津山市平福15-1

ガソリンスタンド等 ㈱万福産業 津山市東一宮46-11

ガソリンスタンド等 ㈲松本食糧(店舗内給油所)※灯油販売のみ 津山市小田中1310-12

ガソリンスタンド等 ジュンテンドー津山店(店舗内給油所)※灯油販売のみ 津山市上河原213-2

ガソリンスタンド等 ㈱セキサン 津山市林田町8-1

ガソリンスタンド等 ㈲ヒライ石油　スーパーセルフ勝北SS 津山市上村60-1

ガソリンスタンド等 ㈲ヒライ石油　スーパーセルフ林田SS 津山市林田154-5

ガソリンスタンド等 カインズ津山店(店舗内給油所)※灯油販売のみ 津山市高野本郷1406

タクシー・代行 ㈲立石タクシー 津山市川崎81-6

タクシー・代行 平和タクシー津山㈱ 津山市福渡町1-1

タクシー・代行 ㈲院庄タクシー 津山市院庄1066-1



タクシー・代行 ㈱ほのぼの 津山市東一宮3-5

タクシー・代行 福祉タクシー　さくら 津山市中村160

タクシー・代行 勝田交通㈱ 津山市上河原207-5

タクシー・代行 寝台車イス　いちばん館介護タクシー 津山市野村315-6

タクシー・代行 有本交通㈱ 津山市南町1丁目102

タクシー・代行 有本観光バス㈱ 津山市南町1丁目102

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 津山市津山口126-1

タクシー・代行 津山交通㈱ 津山市高野山西2115-7

タクシー・代行 大崎交通㈱ 津山市中原14-7

タクシー・代行 飛鳥代行 津山市小田中1784-34

タクシー・代行 リリーフ代行 津山市野介代411-17

タクシー・代行 ㈱加茂タクシー 津山市加茂町塔中57-3

タクシー・代行 北斗代行 津山市横山326

タクシー・代行 光代行 津山市津山口68-1

タクシー・代行 バリオス代行 津山市安井475-27

タクシー・代行 丸ちゃん代行 津山市新野東1484

タクシー・代行 運転代行サービス　オーニシ 津山市総社1531-7

その他 Club　qoo 津山市元魚町53　cocobuilding2F

その他 元祖からあげ本舗マルコウ　津山店 津山市林田151-2

その他 Indian Restaurant　MURLI 津山市小田中2293-4

その他 ㈱久米カントリークラブ 津山市桑下1680

その他 やきいも　松尾農園 津山市宮部下694

その他 津山鶴山ホテル 津山市東新町114-4

その他 ㈱もりおか精肉店 津山市河辺743-1

その他 喫茶　プリーズ 津山市山北459-1

その他 お肉のやまもと「山本商店」 津山市桶屋町21

その他 喫茶　アール 津山市山下92-1　雇用労働センター内

その他 もり田 津山市伏見町14-1

その他 フリット！グリルと！津山店 津山市上河原218-18

その他 すなっく　笑 津山市山北435-7-1F

その他 喫茶　ラブリーハロー 津山市小原169-5

その他 カレーハウスCoCo壱番屋　津山インター店 津山市河辺965-1（イオンモール津山　外部棟1F）

その他 ナッシュキッチン 津山市志戸部706-7

その他 カレーハウスCoCo壱番屋　津山二宮店 津山市二宮611-4

その他 スナック　くるくる 津山市上河原219-9

その他 LOL　津山店 津山市山北442-4

その他 かず丸うどん 津山市坂上135-1

その他 道の駅　久米の里　食遊館 津山市宮尾563-1

その他 スナック　花 津山市大手町5-7-2階

その他 権太寿し 津山市横山14-53

その他 Lis　blanc 津山市大手町10-8　エスポアール大手町2F

その他 山本精肉店 津山市新野東1148-1

その他 回転居食屋　悠喜　津山本店 津山市小原180-4

その他 そば処　やまみち 津山市北園町15-10



その他 ラウンジ　鳳蝶 津山市戸川町20　ザックビル3階

その他 ショーパブ　ZION 津山市戸川町20　ザックビル4階

その他 ショーハウス　レインボー 津山市戸川町20　ザックビル5階

その他 異邦人 津山市本町3-21

その他 華具楽 津山市田熊1291-13

その他 花時計 津山市二階町58

その他 一日一膳　中村屋 津山市高野山西1470

その他 タルイストアー 津山市国分寺577


