
２０２０年９月１１日時点（順不同）

№ 屋号・店舗名 所在地

1 ａｉｋａｎｅ 昭和町2-65-1
2 (有)アイヘアー 山北562
3 茜どき　津山店 林田151-2
4 ＡＫＡＬＡ　ＣＡＦＥ 高野山西438-6
5 あけぼの旅館 戸川町31
6 アサヒ薬局　小原店 小原107-2
7 アサヒ薬局　河辺店 河辺933-13
8 味見三昧　織部 田町12-3　ピクシービル1F
9 足もみ屋　希のこ 西新町20
10 アセンション 林田55-3
11 (株)アチャコ 川崎197
12 あっちゃんの大きな木 本町3丁目15
13 (株)アップグラウンド 小田中1303-12
14 アトム電器　津山店 西新町42
15 アトリエ舞ルコ 京町45
16 ABURI亭 大手町2-5
17 アミーゴ津山店 河辺1072-1
18 Ａｍｏｒｅ 本町3丁目22-1
19 (株)ありき 山北770-16
20 (株)ありき　津山東支店 河辺929-1
21 有本観光バス(株)津山営業所 南町1丁目102
22 (有)アリモトスポーツ 椿高下108-11
23 津山・アルネ天満屋 新魚町17
24 天満屋ハピーズ　アルネ津山店 新魚町17　アルネ津山１階
25 くすのき薬局 新魚町17　アルネ津山１階
26 不二屋宝飾店 新魚町17　アルネ津山１階
27 ジュエリーカンダアルネ津山店 新魚町17　アルネ津山１階
28 山城園 新魚町17　アルネ津山１階
29 お食事処　和楽 新魚町17　アルネ津山２階
30 さが美 新魚町17　アルネ津山２階　
31 Ｇｒｅｅｎ　Ａｐｐｌｅ 新魚町17　アルネ津山２階
32 クロスサイト 新魚町17　アルネ津山２階
33 おもちゃ大使館 新魚町17　アルネ津山３階
34 ちづる 新魚町17　アルネ津山３階
35 津山ブックセンター　アルネ店 新魚町17　アルネ津山３階
36 セリア生活良品 新魚町17　アルネ津山３階
37 ブティックD.D.g 新魚町17　アルネ津山３階
38 音楽文化ホール　ベルフォーレ津山 新魚町17　アルネ津山７階
39 安藤タイヤ商会 田町79
40 イーストランド 川崎147
41 イオン津山店 河辺1000-1
42 あがいやんせ 河辺1000-1　イオンモール津山内
43 アメリカンホリック 河辺1000-1　イオンモール津山内
44 ヴィレッジヴァンガード 河辺1000-1　イオンモール津山内
45 ABC-MART 河辺1000-1　イオンモール津山内
46 オンデーズ 河辺1000-1　イオンモール津山内
47 鎌倉パスタ 河辺1000-1　イオンモール津山内
48 カメラのキタムラ 河辺1000-1　イオンモール津山内
49 カラースタジオ 河辺1000-1　イオンモール津山内
50 きもののやしま 河辺1000-1　イオンモール津山内
51 ギャルフィット 河辺1000-1　イオンモール津山内
52 Green Parks fuuwa 河辺1000-1　イオンモール津山内
53 五穀 河辺1000-1　イオンモール津山内
54 ザ・ダイソー 河辺1000-1　イオンモール津山内
55 サーティーワンアイスクリーム 河辺1000-1　イオンモール津山内
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56 サマンサモスモスケイッティオ 河辺1000-1　イオンモール津山内
57 サンマルクカフェ 河辺1000-1　イオンモール津山内
58 GU 河辺1000-1　イオンモール津山内
59 シシィ・ケーニギン 河辺1000-1　イオンモール津山内
60 ジュエリーカンダ 河辺1000-1　イオンモール津山内
61 手芸の丸十 河辺1000-1　イオンモール津山内
62 シューラルー 河辺1000-1　イオンモール津山内
63 スペース田中 河辺1000-1　イオンモール津山内
64 THREEPY  300 and Happy 河辺1000-1　イオンモール津山内
65 たこ風船 河辺1000-1　イオンモール津山内
66 津山ブックセンター 河辺1000-1　イオンモール津山内
67 NEST 河辺1000-1　イオンモール津山内
68 ネルパラ 河辺1000-1　イオンモール津山内
69 はなまるうどん 河辺1000-1　イオンモール津山内
70 ハニーズ 河辺1000-1　イオンモール津山内
71 はん・印刷の大谷 河辺1000-1　イオンモール津山内
72 ビアードパパ 河辺1000-1　イオンモール津山内
73 ビッグボーイ 河辺1000-1　イオンモール津山内
74 Plus＊ 河辺1000-1　イオンモール津山内
75 ペッパーランチ 河辺1000-1　イオンモール津山内
76 マクドナルド 河辺1000-1　イオンモール津山内
77 丸萬 河辺1000-1　イオンモール津山内
78 美山 河辺1000-1　イオンモール津山内
79 メガネのKAMEI 河辺1000-1　イオンモール津山内
80 モーリーファンタジー 河辺1000-1　イオンモール津山内
81 ユニクロ 河辺1000-1　イオンモール津山内
82 ラ・メール 河辺1000-1　イオンモール津山内
83 ライトオン 河辺1000-1　イオンモール津山内
84 LAPAX WORLD 河辺1000-1　イオンモール津山内
85 ラフィネ 河辺1000-1　イオンモール津山内
86 リメディオ 河辺1000-1　イオンモール津山内
87 リンガーハット 河辺1000-1　イオンモール津山内
88 one’s terrace 河辺1000-1　イオンモール津山内
89 いけす和楽　ゑびす鯛 大手町8-8
90 (有)池田被服工場 川崎78
91 (株)池田薬局 二宮81-2
92 憩い屋　颯花 大手町11-22
93 居酒屋　かわはら 戸川町39
94 居酒屋　げん太 戸川町12-4
95 居酒屋　すずらん 大手町2-2
96 居酒屋　三枝春 戸川町12-6
97 居酒屋　上屋 山下28-11
98 (有)石川糸店 宮脇町31
99 イシナ時計店 伏見町30
100 イタリア料理　千比呂 東一宮2-15
101 (有)一龍 二宮736-5
102 いっぱい茶屋　東宝 南町1-30
103 (有)イナバ化粧品店 川崎168
104 (有)井上造花店 本町3-1
105 (株)イノウエレディースコレクション 新魚町8
106 (株)イリエ 川崎532-1
107 (株)Iro Dori　Steak&Wine Bocci 山下49田中ビル1階
108 (株)Iro Dori　Okayama Table TERRA 志戸部690-6
109 (株)Iro Dori　THE HILLS HOUSE TSUYAMA 大田831
110 イワモト釣具　津山店 河辺732-3
111 INDIVIDUAL(株)　津山和風肉ダイニング源 津山市川崎47
112 (有)ウイング 京町35-1
113 うき草や 西新町69
114 ＵＫＩＴＡ 京町41
115 臼井茂松園茶舗 本町3丁目12



116 うどん坊つやま 上河原419-5
117 エイコ美容室　本店 南町1-17
118 ａｕショップ　津山ウエストランド 院庄944-1
119 ａｕショップ　津山ノースランド 上河原115-7
120 (有)駅前不動産センター 横山14
121 (株)エクステリアセンター森元 平福174-2
122 (有)エコー 小田中1308-14
123 エスマート　河辺店 河辺903
124 (株)エックスランド 沼844-5
125 エディオン岡部 川崎582
126 エディオン津山本店 川崎147
127 （株）縁　enishi 院庄1064-7
128 エビハラサイクル 戸川町48
129 (有)江見写真館 山下28-13
130 (株)オォーレック 西吉田479-1
131 (有)オオゴー電器 小原123
132 (有)大手町薬局　メディカルクレオ 沼841-4
133 (有)大手町薬局　メディカルファラオ 東一宮2-16
134 オートバックス津山院庄 院庄934-1
135 お菓子のエミリア 山方2072-1
136 (株)オカヤマイエローハット　津山インター店 河辺849-3
137 おかやまコープ　コープ林田 林田117-2
138 (株)岡山レスキューサービス 高野山西2115-7
139 オカラクミート(株) 川崎94-1
140 (有)オクデヤサインクリエート 小田中2210-8
141 (有)小椋創建 志戸部649-1
142 お好焼　城 野介代47-3
143 お好み焼き　三枝 上河原441-5
144 お好み焼　よしむら 高野本郷1431-3
145 (株)越智タンス店　家具のおち 院庄912-1
146 お茶処　紬 中之町30
147 お肉のやまもと　(有)山本商店 桶屋町21
148 お料理　わらうかど。 山北405-2
149 介護タクシー　ひこうきぐも 押入791-1
150 COREism ChiroSalon CORE 平福415
151 カインズ　津山店 高野本郷1406
152 鏡野観光(有)院庄営業所 院庄903
153 (株)柿木書店 本町2丁目20
154 鶴声庵 二階町6
155 (有)がざい石はら 沼87-21
156 カシェート 野介代339-5
157 casual　和食　わづき 大手町2-16　2F
158 かたがわ婦人服仕立 堺町14-1
159 (有)片山印刷所 新茅町8
160 (有)片山銃砲火薬店 二階町41
161 (有)片山電機商会 川崎81
162 カツ陣　津山店 河辺1155-16
163 勝田交通(株) 上河原207-5
164 (有)割烹酔虎 戸川町40-5
165 割烹旅館　宇ら島 西寺町35
166 家庭食堂ROOF 北園町22-7　旭ビル1F
167 (有)金森石油店 津山口64
168 (有)金森石油店　東津山給油所 川崎562
169 かに薬局 沼50-19
170 (有)狩野堂 伏見町32
171 cafe＆restaurant フローレンス 沼848-1
172 紙芝居　しのぶ 山下28-22
173 加茂繊維(株) 野介代1650-1
174 カラオケ・ユニゾン 本町2丁目4
175 カラオケ喫茶土筆 東一宮1031



176 （株）我流肴家本舗 美濃町4
177 カルビ屋八戒　津山店 二宮92-1
178 花蓮 大手町10-8
179 河井林産(株) 川崎112-1
180 菅田(株)　ジュエリーカンダアルネ津山店 新魚町17　アルネ津山１階
181 菅田(株)　ジュエリーカンダ　イオンモール津山店 河辺1000-1　イオンモール津山１階
182 菅田(株)　ジュエリーカンダ本店 川崎1902-3
183 Gieee 総社11-10
184 菊水 戸川町16-1
185 喜久屋書店　津山店 小原129-37
186 (株)キゾウ 本町３丁目20
187 くだものキタムラ 二階町18
188 タレイア 二階町18
189 キッチン小鳥 川崎1765-1-103
190 (有)キドスポーツ 東一宮46-9
191 気まぐれ喰処　縁 志戸部683-5
192 (有)木村家 川崎170-1
193 (有)木村家　Macaron 沼10-10
194 キャンパスショップ　ラビット 志戸部700-9
195 京御門　本店 林田町51
196 京御門　高野店 高野山西435-2
197 清原電気水道工業(株) 中原65-1
198 KING　GRILL 二宮1862-6　スペースランド
199 キングメイト 元魚町52-1
200 ㈿津山銀天街 元魚町54-2
201 (有)くいしん坊 川崎138-2
202 串あげ料理　聖 二階町47
203 久米青果(株) 津山口262-12
204 Club　qoo 元魚町53　ココビル2F
205 クラブバー　パラディ 元魚町27
206 くらや 沼77-7
207 くらや　イーストランド店 川崎147　マルイイーストランド店内
208 (株)くるま市場 福田885-2
209 Crea 京町35-1
210 燻製バル　サムスモ 大手町7-1　津山セントラルホテルアネックス10F
211 CAKE　WALKER（ケイク　ウォーカー） 北園町2-21
212 (有)ケイズオフィス　タイヤガーデンK’ｓLine沼店 沼47-11
213 (有)ケイズオフィス　タイヤガーデンK’ｓLine本店 河辺763-1
214 化粧品のきむら 北園町9-4
215 ケンタとマリヤ 小田中944-25
216 げんぱち 戸川町20
217 (株)河本電機　ハードオフ・オフハウス　津山院庄店 院庄919-1
218 (有)向陽モータース 二宮686
219 KOKOウエスト 二宮1862スペースランド1F
220 個室居酒屋　元祖　料理王国 美濃町5
221 個室居酒屋串天ぷら　もぐら 元魚町52-3　出口ビルＡ
222 コスメティック　夢プラザ 志戸部705-9
223 コッコヌードル堂 高野本郷1415-2
224 (株)小林写真館 小性町2-1
225 コバヤシ薬局 京町64
226 Gohandocoro　がり 西新町8-1
227 コマツ美作(株) 高尾561-1
228 (株)コメリ　Ｈ＆Ｇ津山東一宮店 東一宮14-2
229 (株)コメリホームセンター　津山店 平福15-1
230 ｃｏｎ　ａｍｏｒｅ 押入806
231 権太寿し 横山14-53
232 ザ・シロヤマテラス津山別邸 山下３０番地1
233 サーティワンアイスクリーム　院庄店 院庄927-2
234 (有)酒井酒店 二階町27
235 作州津山八衛門 林田37-5



236 (有)作州電器 大田89-16
237 作州薬膳 沼844-4
238 作楽整体院 高野本郷1266-11
239 さくらタクシー(株) 一方12
240 酒のアラジン 小原136-13
241 酒よねざわ 院庄913-1
242 (有)satera　パソコンドック24津山店 北園町42-13
243 SABBATH hair work 川崎88-1　ゾンネンハイム1F
244 山陽商事(株)　津山出張所 河辺1115-4
245 (株)山陽マルナカ　院庄店 院庄1029-1
246 (株)山陽マルナカ　津山川崎店 川崎124-1
247 (株)山陽メディアサプライズ　ドコモショップ津山 小田中1445-1
248 CPサロン　たんぽぽ 東一宮9-2
249 ｓｈａｖｉｎｇ　ｓａｌｏｎ　優雅 河辺728-6
250 自然大好き！ニッチ・リッチ・キャッチ 一方146
251 七厘家 大手町8-11
252 (有)下山ミシン商会 小田中1445-5
253 シャガール　仏蘭西屋 上河原207-1
254 ジャザサイズ津山フィットネスセンター 河辺1072-1
255 ジャパン亭 二階町21
256 シューズ　カワト 二階町30-1
257 シューズ愛ランド　津山店 二宮106-1
258 (株)ジュンテンドー　津山店 上河原213-2
259 旬味百選　まさき屋 野介代1656-4
260 (有)ジョイ津山 小原109
261 城下町肉処～櫓～　城下店 山下97-1
262 城下町肉処～櫓～　本店 堺町9　BANビル2F
263 城南商店街㈿　井尾薬局 伏見町27
264 城南商店街㈿　Ｇｌｏｂｅ 京町80
265 城南商店街㈿　バル虎 伏見町27
266 城南商店街㈿　半鐘屋 伏見町23
267 城南商店街㈿　ブティック　アッズーロ 伏見町30-1
268 城南商店街㈿　モトキャビン佐古 伏見町15
269 城南商店街㈿　もり田 伏見町14-4
270 城南商店街㈿　ゆめマート　津山店 伏見町50
271 照文堂書店 堺町4
272 昭和居酒屋　串かつ　アジト 山下40-7
273 食三昧飲三昧　北海 山下40
274 食肉石本商店 横山579
275 白梅美容室 平福415
276 鍼灸治療室　はりきゅうのすすめ 上河原92-9
277 新日本料理　古楽 志戸部73-1
278 sweet factory アンジェ 山北400-4
279 スエザワサイクル 材木町19
280 (有)末田工業所 川崎541
281 (株)すえ木工 八出244-1
282 Sky Gift 元魚町53　ココビル3F
283 (有)杉本酒店 小田中219-14
284 すぎや精肉店 宮脇町28
285 スザンナ 堺町9　2Ｆ
286 寿司楽 田町21
287 ストアーあかの 上田邑1291-7
288 スナック花 大手町5-7　2階
289 (有)すみだ　四季旬彩　和菜美 京町57-2
290 （株）セヴィア　ペットメモリアル 横山377-6
291 セカンドエステート(株) 小原22-11
292 (株)セキサン 林田町８番地の1
293 セキサンリテーリング(株)　新大橋給油所 林田町８番地の1
294 瀬島理容室 平福169-3
295 セブンイレブン　津山高野本郷店 高野本郷2511



296 セブンイレブン　津山二宮店 二宮1920-11
297 千代堂 桶屋町25
298 千両うどん 小田中1442
299 そば処飛脚 西新町12-7
300 そばの細道　やま江 林田37-5
301 大黒屋 元魚町23-3
302 大衆割烹　お染 戸川町5-2
303 ダイソー・ランディーズ　イーストランド店 川崎147
304 ダイソー・ランディーズ　ノースランド店 小原129-37
305 (有)大文字本舗　美作百味菓匠館　大文字　小原店 小原207-6
306 (有)大文字本舗　美作百味菓匠館　大文字　高野店 高野本郷1256-14
307 タイヤ館津山 一方329
308 (有)タイヤショップ立石 津山口238
309 (有)髙橋工芸 高野山西1612-2
310 (有)髙橋米穀 高野山西1559
311 (株)高橋ポンプ設備工業 押入566-1
312 タカラ産業(株) 国分寺118-4
313 (有)寶多佛具店 京町40
314 タケオカ寝装(有) 川崎571
315 武田待喜堂 宮脇町23
316 武田木材(株) 東新町46
317 合資会社多胡本家酒造場 楢69
318 ダスキン津山 小原83-1
319 ダスキンレントオール津山ステーション 北園町36-10
320 (有)立石タクシー 川崎81-6
321 (有)田中化建 河面1129-3
322 田中実業(株)　津山営業所 川崎1940
323 (有)田中電工　スマイルタナカ 小田中942-32
324 ダニエル　忠七 元魚町56
325 食べ放題焼肉の牛太　二宮店 二宮1923-1
326 (有)多美屋 本町2丁目15
327 田村製麺(有) 田町75
328 樽井食品包装(有) 八出672-1
329 (有)タルイストアー 国分寺472
330 ちぐさや 田町58-1
331 ちゃー牛 元魚町52-2
332 中華屋　桂華 鍛治町45
333 (有)中国画材 小原23-1
334 (株)中国漁具 津山口238-5
335 中国料理　神龍 沼37-3
336 中国料理　北京楼 上河原355-7
337 中鉄観光(株) 川崎143-1　シャングリラ川崎2階
338 （有）ちよ田 本町2-19
339 TSUTAYAノースランド店 上河原160
340 ツチダ産業(株) 一方335-1
341 椿ヶ丘薬局 椿高下40
342 (有)椿紙店 二階町31
343 (有)津山アニマルメディカルセンター 大田124-1
344 津山鶴山ホテル 東新町114-4
345 (株)津山ガスセンター 上河原171-1
346 (有)津山技研空調 東一宮1233-3
347 津山ギフトパートナーみやけ 京町24
348 津山口薬局 津山口57-4
349 津山交通(株) 高野山西2115-7
350 津山市観光協会　城東観光案内所　和蘭堂 西新町5
351 津山市観光協会　津山観光センター 山下97-1
352 津山市観光協会　津山まなびの鉄道館 大谷
353 津山城東とうふ茶屋　早瀬豆腐店 東新町82
354 津山タクシー 北園町37-4
355 ツヤマテクノス 総社557-8



356 津山ブックセンター　アルネ店 新魚町17　アルネ津山３階
357 津山ブックセンター　本店 河辺1150-8
358 津山薬局　産業道路店 小田中223-2
359 津山薬局　田町南店 田町95
360 津山薬局　平福店 平福547-1
361 津山薬局　南新座店 南新座17-4
362 つやまラーメン大統領　院庄店 院庄917-3
363 (株)つるや（旧津山市内各店） 上村80（代表住所）
364 ディックディーヘアー 小原136-2　丹波ビル102
365 手打ちうどん専門　だいご 河辺757-1
366 手打ちそば　家族庵 高野本郷1256-1
367 テーラー　ドイ 山下44-1
368 (有)出口電気商会 安岡町98
369 鉄板食堂　りべるたぁぱんだ 二階町39
370 (有)天満鮓 小性町33
371 天満屋ハピーズ　小田中店 小田中203-1
372 天満屋ハピーズ　高野店 高野本郷1401-1
373 天満屋ハピーズ　東一宮店 東一宮1-11
374 (有)土居米穀店 押入148
375 トイランドマキノ 小原207-9
376 (有)東姫楼 京町20
377 (株)ドーグ　ジャスミンドイル 東一宮46-1
378 戸川乃宿 戸川町12
379 (株)永遠輪 小原159-22
380 土肥酒店 田町13　新地商店街
381 トマトアンドオニオン　津山駅前店 大谷190-16　ホテルアルファーワン1F
382 トラストワークス 二宮640
383 鳥八 元魚町26-2
384 トレビック模型 横山11-28
385 (有)ドレミ薬局 小原154-20
386 TROIS 京町53-2
387 ナヴィア 伏見町27　城南コア2F
388 (有)中島書店 志戸部682-30
389 (有)中島書店　質の中島 津山市河辺947-1
390 (株)ナカツカ　ENEOS津山インター店 河辺1059-1
391 (有)中塚電器 河辺1035-5
392 (有)中西時計店 坪井町14
393 中之町コーデ 中之町35-2
394 中山自転車店 小田中2217
395 中山精肉店　焼肉なかや 小原114-5
396 (有)永礼産業　永礼酒店 志戸部658-3
397 ナンバホームセンター　院庄店 院庄927-1
398 ナンバホームセンター　河辺店 国分寺25-1
399 二階町ラーメンバル 二階町21
400 肉・魚・鍋　Ｄａｉ黒 南新座6-1
401 (株)肉のなかがわ 横山1259
402 NICOスムージー 吹屋町21
403 西山 田町1
404 (株)日産サティオ岡山　津山店 津山口261
405 人形のこどもや津山店 川崎198-6
406 ネイルサロン　マハロ 志戸部707-29
407 農家の店　しんしん津山店 高野山西742-1
408 (有)ノースブライト津山　とりの助ラーメン志戸部店 志戸部681-2
409 (有)ノースブライト津山　ばり嗎らーめん津山駅前店 昭和町1-33
410 ノースランド 上河原160-2
411 野口商店　ファッションサロン　ルベ 山北410
412 （有）のぞみ薬局　小原店 小原18-5
413 （有）のぞみ薬局　山下店 山下99-11
414 （有）のぞみ薬局　たかの店 高野本郷1415-3
415 （有）のぞみ薬局　中島店 中島426-1



416 （有）のぞみ薬局　ひがし店 高野本郷1435-16
417 （有）のぞみ薬局　山方店 山方34-5
418 Bar　Cru 戸川町12
419 (有)はいから亭 大手町2-13
420 (有)萩原住研 小田中2218
421 薑 大手町7-1　津山セントラルホテルアネックスＢ1F
422 (株)橋本石油店 池ケ原867-1
423 (株)橋本通信工業 池ケ原867
424 パソコンランド 戸島634-13
425 バッカス　イーストランド店 川崎147
426 バッカス　ノースランド店 上河原160-2
427 BAG　SHOP　ヨシダ 二階町35
428 パッケージプラザタルイ 小原22-5
429 パティスリー　フランセ 林田町23
430 バニラビーンズ 志戸部673-3
431 (株)馬場商店 高尾449
432 (有)林石材店 日上862
433 (株)早瀬食品 福井2428
434 春のさと 小原142-2
435 VALE 本町3丁目8-2
436 晴れの国岡山農業㈿　燦燦つやま 林田146-1
437 晴れの国岡山農業㈿　サンヒルズ 大田811-1
438 晴れの国岡山農業㈿　JAエディオンつやま 東一宮65-6
439 晴れの国岡山農業㈿　JA-CATつやま店 草加部667
440 晴れの国岡山農業㈿　資材会計 野村735-1
441 晴れの国岡山農業㈿　津山北支店 東一宮65-6
442 晴れの国岡山農業㈿　津山西支店 院庄921-4
443 晴れの国岡山農業㈿　津山農機センター 野村571
444 晴れの国岡山農業㈿　津山東支店 高野本郷1492-1
445 晴れの国岡山農業㈿　津山南支店 中原38-1
446 晴れの国岡山農業㈿　野村給油所 草加部682-3
447 晴れの国岡山農業㈿　東一宮給油所 東一宮65-6
448 パン工房　エピ 椿高下95-1
449 (有)ばんこく津山 沼10-5
450 半鐘屋　津山上河原店 上河原207-3
451 (有)半田自動車 小原23-1
452 (株)バンバラ自工 茅町85
453 韓流居酒屋　大酡 本町2丁目3
454 びーとん中華そば 田町3
455 ピガールクラブ 二階町22-4
456 日笠商事(株) 戸島634-12
457 (有)日笠農産一宮営業所 山方1221-1
458 久常電機(有) 川崎1915-1
459 ｂｉｓｔｒｏ　ＣＡＣＡＳＨＩ 船頭町20
460 ビストロパラディソ 元魚町27
461 Pizzeria　ORSO 勝間田町6
462 美都津山庵 中之町8-1
463 美パール　高野店 押入791-1　ダイガビル1F
464 美パール　南新座店 南新座34　アリコベールしんざ1F
465 ビューティサロン　ヒトミ 北園町40-9
466 美容室　てるてるBou　Zoo 東一宮31-1
467 （有）洋自動車 沼6-7
468 (株)ヒロタ　　ヒロタ　キャンパスショップ 小原207-8
469 (有)廣本美粧院 山下28-25
470 (有)ファッションヘアーミナト 河辺728-6
471 ファミリー割烹　高砂 中原75-1
472 ファミリーマート　城西通り店 小田中2206-1
473 ファミリーマート　津山駅前店 南町1-28
474 ファミリーマート　津山中央病院店 川崎1756
475 ファミリーマート　津山天神橋店 川崎746-1



476 ファミリーマート　津山野介代店 野介代47-3
477 ファミリーマート　津山国分寺店 国分寺80-1
478 ファミリーマート　津山沼店 沼21-2
479 ファミリーマート　津山ノースタウン店 東一宮66-1
480 ファミリーマート　津山平福店 平福146
481 フードショップむらせ 鉄砲町113
482 フェリススクエア 元魚町27
483 フォーティートラベル 上河原543-2-506
484 福井時計店 京町69
485 藤井商店 中原23-1
486 富士岡山運搬機(株)　スチールショップ津山 津山口133
487 富士岡山運搬機(株)　中古工具買取センター　パワースポット 津山口243
488 富士岡山運搬機(株)　リサイクルショップセオリー 津山市北園町9-5
489 (有)フジタエンジニアリング 福田1325-1
490 藤原印章堂 南新座104
491 ブティックDD・DDG 新魚町17アルネ4F
492 フラワーショップキクチ津山店 高野本郷1264-12
493 ブリーズホーム＆ガーデン 東一宮47-11
494 (株)フレックス 沼7-2
495 フローラたにもと津山店 林田160-8　マルイ志戸部店内
496 Hair&Eye Design Lacot 河辺915-2
497 ヘアーサロン　パール 山北410-5
498 ヘアーサロン　柚 野介代980-1
499 ヘアースタジオK's 野村527-13
500 Hair　House　Ｃｉｎｎａｍｏｎ 志戸部83-37
501 平和タクシー津山(株)　平和タクシー 福渡町1-1
502 ベクトル津山上河原店（ｉPhone修理.com津山） 上河原527-1
503 ペットショップ　ヤマモト本店 沼828-2
504 ペンショップ　タツヤ 堺町12
505 宝石おか 京町73-1
506 峰美アパート 河辺1679-1
507 (株)法林堂 志戸部70-6
508 ホームクリーニング　志戸部店 沼850-4
509 ホームクリーニング　高野店 高野本郷1457-13
510 ホームクリーニング　二宮店 二宮106-1
511 ホームクリーニング　東一宮店 東一宮1-11
512 ホームクリーニング　本社工場 日上1679-2
513 骨けん整体院 川崎192-12
514 ポパイヘアー 東一宮13-2
515 BONDSRAMP　CAFE 上河原142-2
516 ホンダウイング福井 川崎572
517 マイガレージムラカミ(有) 中島454-3
518 (有)真木酒店 材木町8
519 (株)CTR　マクドナルドイオンモール津山店 河辺1000-1
520 (株)CTR　マクドナルド津山インター店 川崎185
521 (株)CTR　マクドナルド津山二宮店 二宮107-4
522 まごころ弁当津山店 小原86-1
523 町屋着物レンタル古都小町 東新町53
524 (株)松建 上河原119
525 (株)松田防水 津山口312-12
526 （有）松永建材店 神戸67
527 (有)松本食糧　まつもと米穀店 小田中1310-12
528 MANAKA　CLOSET 上河原543-2　北の街ビル1F
529 マルイ　イーストランド店 川崎147
530 マルイ　ウエストランド店 院庄909-1
531 マルイ　志戸部店 林田160-8
532 マルイ　総社店 山北29-5
533 マルイ　高野店 高野山西437
534 マルイ　ノースランド店 上河原160-2
535 (有)マルフジ 山下46-2



536 (有)マルホ商店 元魚町62
537 (有)満州楼　中国料理　満州楼 高野本郷1733-1
538 三日月家 綾部430-1
539 ミスタードーナッツ津山ショップ 河辺1155-9
540 水のや 西新町67
541 美津吉商事(株) 一方194
542 (有)みなみ 沼2-4
543 美作マツダ自動車(株) 昭和町１丁目86番地
544 宮川ホンダサイクル販売 山北769-3
545 メガネのカメイ　イオンモール津山店 河辺1000-1
546 メガネのカメイ　本店 堺町1
547 メガネの三城　津山高野店 高野本郷1266-22
548 メガネの和光 田町21
549 メガネ本舗　津山インター店 河辺1058-1
550 メガネ本舗　津山院庄店 院庄943-1
551 (株)メガネルック 山北406-7
552 メモリアルハウス寶珠殿 下田邑2232-22
553 mottiek 大田493-8
554 モバイルステーションＨＡＳＨＩＴＳＵ 池ケ原866-1
555 もみじ亭 上横野2135
556 (有)もみじや 堺町4
557 (有)桃花 山下20-5
558 森内精肉店 川崎549-5
559 もりおか精肉店 河辺743-1
560 もり毛糸店 堺町8
561 森永北園ミルクセンター 北園町23-11
562 焼とり　一ばん 京町70
563 焼肉の牛太　林田店 林田12-2
564 焼肉藤良　院庄インター店 神戸80-1
565 焼肉藤良　本店 高野本郷2071-1
566 焼肉レストラン慶州 院庄950-4
567 八十八 二階町22-4
568 (有)山田写真店　山田写真　楢店 楢442
569 (有)山田写真店 小田中1303-5
570 弥生産業(株) 山北409-2
571 (有)ｓａｔｅｒａ 北園町42-13
572 優花 山北630
573 幸屋精肉店 田町12-8
574 (株)横野産業 下横野2135-1
575 (有)よし川 伏見町31
576 ヨリツネ美容室 横山11
577 ラ・プロヴァンス 沼37-2
578 らーめんふぁみりー津山店 二宮610-1
579 (有)ライディーン　ＯＰＥＲＡ 志戸部676-1
580 (有)ライディーン　ＴＨＲＥＥ 院庄917-11　高洋ビル1Ｆ
581 (有)ライディーン　ｄｏｌｃｅ 上河原231-2　佐藤ビル1Ｆ
582 (有)ライディーン　ＲＡＩＤＥＥＮ　ＨＡＩＲ 高野本郷1400-17
583 (有)ライディーン　Ｒｏｍａｎ 小原129-3
584 ラウンジ　エトランゼ 山北442
585 ラウンジ　ダンヒル 山下69-12
586 Ｌｕｍ 高野本郷2481-1
587 リストランテ　シエロ 高野山西2230-3
588 りせら治療院 上河原354-1
589 リトファン・イタリアーノ　津山店 沼87-16
590 (有)龍門酒店 小性町1
591 理容クロセ 一宮4
592 両備トラベルサロン津山 津山口126-1
593 料理・旅館　おやど文の家 上河原210-5
594 (株)リョービツアーズ　津山支店 津山口126-1　両備トラベルサロン津山内
595 旅館　お多福 山下28-2



596 リリーフ代行 野介代411-17
597 レストラン喫茶むぎわらぼうし 林田29-21
598 レプタイル(株)　INN-SECT 二階町29
599 レンタルブティックPico 南町1丁目20
600 Yショップ津山市役所店 山北520
601 和牛焼肉　園楽 福渡町65-1
602 和食処本陣　志戸部店 林田154-2


