
津山市プレミアム付商品券　取扱店一覧（順不同） 令和元年9月1日現在
73 大衆割烹　お染 戸川町5-2 110 (株)津山ガスセンター 上河原171-1 147 フレックスギャラリー津山店 沼7-2

1 イーストランド 川崎147 37
セキサンリテーリング（株）
新大橋給油所

林田町8-1 74 （株）柿木書店 本町二丁目20 111 中島塾　上河原教室 上河原452-1 148 ラ・プロヴァンス 沼37-2

2 ダイソー・ランディーズ イーストランド店 川崎147 38 津山ガス（株） 林田町92 75 （有）多美屋 本町二丁目15 112 半鐘屋 上河原店 上河原207-3 149 （株）エックスランド 沼844-5

3 バッカス イーストランド店 川崎147 39 生倉屋 粟井製菓 林田町16 76 料理王国 美濃町5 113 (株)松建 上河原119 150 ファミリーマート津山沼店 沼21-2

4 マルイ イーストランド店 川崎147 40 （有）フランセ 林田町23 77 平和タクシー津山（株） 福渡町1-1 114 （有）satera 北園町42-13 151 ペットショップヤマモト 沼828-2

5 （株）イリエ 川崎532-1 41 井尾薬局 伏見町27 78 (有)石川糸店 宮脇町31 115 津山タクシー 北園町37-4 152 ウエストランド 二宮71

6 エスマイル薬局 鶴山店 川崎1756-22 42 バル寅 伏見町27 79 ヘア・メイク 美パール 南新座店
南新座34
ｱﾘｺﾍﾞｰﾙしんざ

116 パソコンドック24　津山店 北園町42-13 153 ａｕショップ津山ウエストランド 二宮71

7 大阪王将　津山店 川崎161 43 半鐘屋 伏見町23 80 ザ・シロヤマテラス津山別邸 山下30-1 117 リサイクルショップ　セオリー 北園町9-5 154 ツタヤブックスウエスト店 二宮71

8 おかやまパソコン市場(株) 川崎143-1 44 ブティック アッズーロ 伏見町30-1 81 （有）アリモトスポーツ 椿高下108-11 118 アイヘアー 山北562 155 バッカス ウエストランド店 二宮71

9 オカラクミート（株） 川崎94-1 45 松田理容所 伏見町16-1 82 カメラのキタムラ津山店 椿高下5 119 （株）ありき 山北770-16 156 マルイ ウエストランド店 二宮71

10 （有）片山でんき商会 川崎81 46 モトキャビン サコ 伏見町15 83 スタジオマリオ津山店 椿高下5 120 （有）アンジェ 山北400-4 157 （株）青野石油店 LPガス営業所 二宮598

11 (有)金森石油店 川崎店 川崎562 47 もり田 伏見町14-4 84
（有）末沢たんす店・
ｽｴｻﾞﾜｲﾝﾃﾘｱｼｮｯﾌﾟ・COLLECT

田町32-1 121 マルイ 総社店 山北29-5 158
（株）青野石油店
セルフ津山西給油所

二宮67-1

12 （株）エディオン津山本店 川崎147 48 ゆめマート津山店 伏見町50 85 (有) 寿司楽 田町21 122 メガネの三城　津山店 山北479-2 159 （株）池田薬局 二宮81-2

13 カワイリフォーム事業部
川崎170-8
ｶｰｻｶﾜｲⅡ１階

49 よし川 伏見町31 86 メガネの和光 田町21 123 （株）モダン・プロ　津山店 山北404-1 160 カルビ屋八戒　津山店 二宮92-1

14 (株)山陽マルナカ津山川崎店 川崎124-1 50 Globe 京町80 87 安藤タイヤ商会 田町79 124 弥生産業（株） 山北409-2 161
カレーハウスCoCo壱番屋
津山二宮店

二宮611-4

15 タケオカ寝装（有） 川崎571 51 アトリエ舞ルコ 京町45 88 エスマイル薬局 田町店 田町86-4 125 Ｙショップ津山市役所店 山北520 B1F 162 シューズ愛ランド 津山店 二宮106-1

16 立石タクシー 川崎81-6 52 小林薬局 京町64 89 (株)末田薬局 田町9-3 126 アサヒ薬局　小原店 小原107-2 163 スーパードラッグひまわり　二宮店 二宮1922-1

17 人形のこどもや津山店 川崎198-6 53 津山ギフトパートナーみやけ 京町24 90 (株)メガネルック 田町17-6 127 （有）オオゴー電器 小原123 164 ドラッグコスモス二宮店 二宮1920-1

18 ファミリーマート津山中央病院店 川崎1756 54 NICOスムージー 吹屋町21 91 はいから亭 大手町2-13 128 酒のアラジン 小原136-13 165 らーめんふぁみりー津山店 二宮610-1

19 ファミリーマート津山天神橋店 川崎746-1 55 津山ブックセンター　アルネ店 新魚町17 92 フードショップむらせ 鉄砲町113 129 ダイソー・ランディーズ ノースランド店 小原129-37 166 エスマート院庄店 院庄909-1

20 ブックセンターコスモ津山店 川崎214-1 56 (株)天満屋津山店 新魚町17 93 (株)バンバラ自工 茅町85 130 (有)中国画材 小原23-1 167 オートバックス津山院庄 院庄934-1

21 焼肉ハウス　アチャコ 川崎197 57 天満屋ハピーズ アルネ津山店 新魚町17 94 天満屋ハピーズ 小田中店 小田中203-1 131 トイランド　マキノ 小原207-9 168 家具のおち 院庄912-1

22 加茂繊維（株） 野介代1650-1 58 （株）イノウエ レディースコレクション 新魚町8 95 中島塾　田町教室 小田中225-1 132 有限会社ドレミ薬局 小原154-20 169 サーティワンアイスクリーム院庄店 院庄927-1

23 ファミリーマート津山野介代店 野介代47-3 59 かたがわ 堺町14-1 96 （有）下山ミシン商会 小田中1445-5 133 （株）のと香 小原138-9 170 (株)山陽マルナカ院庄店 院庄1029-1

24 茜どき　津山店 林田151-2 60 メガネのカメイ 本店 堺町1 97 ドコモショップ　津山店 小田中1445-1 134 （株）ヒロタ 小原207-8 171 つやまラーメン大統領　院庄店 院庄917-3

25 語りの里 八右衛門 林田37-5 61 (有)照文堂書店 堺町4 98 ファミリーマート津山小田中店 小田中222-2 135 喜久屋書店 津山店 小原129-37 172 (株)つるや　院庄店 院庄937

26 コープ林田 林田117-2 62 シューズカワト 二階町30-1 99 ファミリーマート津山城西通り店 小田中2206-1 136 ローソン津山上河原店 小原186-19 173 ドラッグコスモス院庄店 院庄959-7

27 燦燦つやま 林田146-1 63 ヨシダかばん店 二階町35 100 マヤ薬局　小田中店 小田中1310-11 137 （株）つるや　志戸部店 志戸部675-1 174 ナンバホームセンター院庄店 院庄927-1

28 そばの細道　やま江 林田37-5 64 くすりのラブ二階町店 二階町3 101 眼鏡市場　津山店 小田中1313-1 138 （有）永礼産業 志戸部658-3 175 ハードオフ オフハウス津山院庄店 院庄919-1

29 白十字 津山店 林田151-5 65 （有）酒井酒店 二階町27 102 ユニクロ津山店 小田中1443-1 139 ヘアースタジオ髪彩 志戸部88-8 176 はるやま津山院庄店 院庄929-1

30 マルイ 志戸部店 林田160-8 66 （株）柿木書店 元魚町22 103 読売センター津山中央 小田中222-5 140 ほっかほっか亭　志戸部店 志戸部685-4 177 メガネ本舗 津山院庄店 院庄943-1

31 ラ・ムー津山店 林田73 67 さわや洋服店 元魚町55 104 ノースランド 上河原160-2 141 津山スポーツロッジ弥生荘 勝部144 178 洋服の青山　津山院庄店 院庄1001-6

32 和食処本陣　志戸部店 林田154-2 68 大黒屋 元魚町23-3 105 バッカス ノースランド店 上河原160-2 142 津山市地産地消センター サンヒルズ 大田811-1 179 日笠商事(株)本社 戸島634-12

33 津山鶴山ホテル 東新町114-4 69 (株)忠七店 元魚町56 106 マルイ ノースランド店 上河原160-2 143 （有）がざい石はら 沼87-21 180 コメリホームセンター津山店 平福15-1

34 アトム電器　津山店 西新町42 70 松岡屋 元魚町23 107 ａｕショップ津山ノースランド 上河原115-7 144 かに薬局 沼50-19 181 ザ・ビッグ津山平福店 平福432-1

35 中之町コーデ 中之町35-2 71 味平 元魚町52-3 108 勝田交通(株) 上河原207-5 145 ばんこく珈琲津山 沼10-5 182 ファミリーマート津山平福店 平福146

36 （株）セキサン 林田町8-1 72 キングメイト 元魚町52-1 109 （株）ジュンテンドー津山店 上河原213-2 146 FLEX CAFE 沼7-2 183 瀬島理容室 平福169-3



184 うどん一番 一方12 221 作楽整体院 高野本郷1266-11 258 ママイクコ 河辺1000-1 1F 295 (株)ナカツカ 津山インターSS 河辺1059-1 332 赤堀電器 上村234

185 さくらタクシー株式会社 一方12 222 天満屋ハピーズ 高野店 高野本郷1401-1 259 丸萬 河辺1000-1 1F 296 はるやま津山インター店 河辺915-2 333 赤松美容室 上村58-4

186 タイヤ館津山 一方329 223 トーシン車検ランド　クリアー25津山 高野本郷1428 260 メガネのKAMEI 河辺1000-1 1F 297 ファミリーマート津山インター店 河辺938-1 334 あしだ薬局 上村店 上村61-4

187 (有)金森石油店 津山口店 津山口64 224 メガネの三城　津山高野店 高野本郷1266-22 261 ユニクロ 河辺1000-1 1F 298 ミスタードーナツ津山ショップ 河辺1155-9 335 コメリハードアンドグリーン勝北店 上村65

188
中古工具買取センター
パワースポット津山店

津山口243 225 （株）両備エネシス セルフ津山高野SS 高野本郷1500-25 262 ライトオン 河辺1000-1 1F 299 メガネ本舗 津山インター店 河辺1058-1 336 シャトレーゼ勝北店 上村145

189 （株）つるや　津山口店 津山口128 226 ローソン津山高野店 高野本郷1269-1 263 LAPAX WORLD 河辺1000-1 1F 300 もりおか精肉店 河辺743-1 337 （株）つるや　勝北店 上村145

190 ひら歯科医院 津山口68-2 227 清原電気水道工業(株) 中原65-1 264 ラフィネ 河辺1000-1 1F 301 洋服の青山　津山インター店 河辺906-8 338 土井美容室 上村127-3

191 マヤ薬局　津山口店 津山口330-4 228 ハシツウモバイル（株） 池ケ原865-1 265 one's terrace 河辺1000-1 1F 302 読売センター勝北 河辺1073-1 339 ファッション 城山 上村146-1

192 ユアーズ 津山口305-2 229 株式会社 橋本通信工業 池ケ原867 266 ヴィレッジヴァンガード 河辺1000-1 2F 303 読売センター津山東 河辺1073-1 340 あしだ薬局 杉宮店 杉宮15-4

193 スチールショップ 津山口133 230 シュープラザ津山店 国分寺12-4 267 ギムワン 河辺1000-1 2F 304 (有)あおやぎ住宅 加茂町青柳882 341 そうごう薬局　勝北店 坂上230-1

194
両備ホールディングス(株)
津山観光センター

津山口126-1 231 タカラ産業（株） 国分寺118-4 268 ザ・ダイソー 河辺1000-1 2F 305 ウチダ商店 加茂町塔中27-2 342 高橋商店 安井1009-2

195 セブンイレブンハートイン津山 大谷178 232 ナンバホームセンター河辺店 国分寺25-1 269 サーティワンアイスクリーム 河辺1000-1 2F 306 飯塚美容院 加茂町小中原22-2 343 広野鈑金塗装 下野田260-2

196 トマトアンドオニオン津山駅前店 大谷190-16 233 ファミリーマート津山国分寺店 国分寺80-1 270 ＧＵ 河辺1000-1 2F 307 香川商店 加茂町小中原4 344 すみれ会配食サービス 宮部下326-6

197 (有)竹内モータース 昭和町1-114 234 （有）林石材店 日上862 271 たこ風船 河辺1000-1 2F 308 津山農業協同組合　加茂支店 加茂町小中原17-1 345 （株）大井工務店 中北下1198-5

198 美作マツダ自動車株式会社 昭和町1丁目86 235 イオン津山店 河辺1000-1 272 チュチュアンナ 河辺1000-1 2F 309
津山農業協同組合
加茂燃料センター

加茂町小中原5-41 346 津山農業協同組合　久米支店 中北下1261-3

199 ファミリーマート津山駅前店 南町1-28 236 イオンモール津山専門店 河辺1000-1 273 津山ブックセンター 河辺1000-1 2F 310 めぐみ荘 加茂町小中原143 347 カットハウス イワモト 南方中1695-3

200 食肉石本商店 横山579 237 あがいやんせ 河辺1000-1 1F 274 ＮＥＳＴ 河辺1000-1 2F 311 山崎呉服店 加茂町小中原4-11 348 （有）久米車輌 南方中1527-1

201 エディオンＪＡつやま 東一宮65-6 238 ABC-MART 河辺1000-1 1F 275 はなまるうどん 河辺1000-1 2F 312 ウッディハウス加茂 加茂町中原516-1 349 （株）コンメム 南方中1482-3

202 さしこう東一宮店 東一宮31-16 239 鎌倉パスタ 河辺1000-1 1F 276 ハニーズ 河辺1000-1 2F 313 理容たかた 加茂町中原203-3 350
セキサンリテーリング（株）
久米給油所

南方中1683-21

203 ジャスミンドイル 東一宮46-1 240 カメラのキタムラ 河辺1000-1 1F 277 はん・印刷の大谷 河辺1000-1 2F 314 内田自動車 加茂町桑原203-2 351 ファミリーマート久米支所前店 南方中1686

204
津山農業協同組合
東一宮燃料センター

東一宮65-6 241 カラースタジオ 河辺1000-1 1F 278 Ｐｌｕｓ＊ 河辺1000-1 2F 315 コメリハードアンドグリーン岡山加茂店 加茂町桑原142-1 352 （有）五大 神代1329-2

205 天満屋ハピーズ 東一宮店 東一宮1-11 242 KANDA 河辺1000-1 1F 279 ペッパーランチ 河辺1000-1 2F 316 さしこう本店 加茂町桑原55 353 ポプラ久米宮尾店 宮尾561-1

206 ファミリーマート津山ノースタウン店 東一宮66-1 243 ギャルフィット 河辺1000-1 1F 280 マクドナルド 河辺1000-1 2F 317 高橋薬局 加茂町桑原70-1 354 道の駅 久米の里 宮尾563-1

207 （株）つるや　東一宮店 東一宮70-1 244 Green Parks fuuwa 河辺1000-1 1F 281 やしま 河辺1000-1 2F 318 有限会社森安商店　桑原店　FANTIC 加茂町桑原68-1 355 (株)久米カントリークラブ 桑下1680

208 JA-CATつやま店 草加部667 245 五穀 河辺1000-1 1F 282 ラ・メール 河辺1000-1 2F 319 あば交流館 阿波1200 356 山陽ホームズ久米店 桑下1331-1

209 津山農業協同組合　野村給油所 草加部682-3 246 ココロン 河辺1000-1 1F 283 Li Meduo 河辺1000-1 2F 320 囲炉裏焼き　あなみ 阿波1170 357 ファミリーマート久米町桑下店 桑下1408-33

210 津山農業協同組合　資材課 野村735-1 247 サンマルクカフェ 河辺1000-1 1F 284 リンガーハット 河辺1000-1 2F 321 Ｙショップあば村 阿波1220 358 Hair sun 桑下1340-7

211 ドラッグコスモス野村店 野村304-4 248 シシィ・ケーニギン 河辺1000-1 1F 285 (株)ニトリ 津山店
河辺1000-1
ｲｵﾝﾓｰﾙ津山別棟

322 マルイ 勝北店 新野東1142-1 359 （有）松坂農機 桑下1408-2

212 まほらファーム 野村891-2 249 シューラルー 河辺1000-1 1F 286 アサヒ薬局 河辺店 河辺933-13 323 あしだ薬局 日本原店 新野東1810-61 360 瀧山商店 油木下647

213 エスマイル薬局 さつき店 押入1136-16 250 手芸の丸十 河辺1000-1 1F 287 （株）ありき 津山東支店 河辺929-1 324 あしだ薬局 本店 新野東557-3 361 重松商店 油木北385

214 くすりのラブ津山東店 押入1136-16 251 セノヲ 河辺1000-1 1F 288 イエローハット津山インター店 河辺849-3 325 カーライフサポート井上車輌 新野東578-3

215 ヘア・メイク 美パール 高野店
押入791-1
ﾀｲｶﾞﾋﾞﾙ1F

252 チェルシーニューヨーク 河辺1000-1 1F 289 エスマート河辺店 河辺903 326 JA勝英　勝北給油所 新野東181

216 Cielo　シエロ 高野山西2230-3 253
パソコン教室
わかるとできる ｲｵﾝﾓｰﾙ津山校

河辺1000-1 1F 290 カツ陣　津山店 河辺1155-16 327 JA勝英　勝北購買店舗 西中346-16

217 マルイ 高野店 高野山西437 254 ビアードパパ 河辺1000-1 1F 291
カレーハウスCoCo壱番屋
津山インター店

河辺965-1 328 スワン美容室 日本原273

218 あしだ薬局 高野店 高野本郷1258-9 255 美山 河辺1000-1 1F 292 質の中島 河辺947-1 329 (有)豊福鮮魚店 日本原240

219 カインズ津山店 高野本郷1406 256 ビッグボーイ 河辺1000-1 1F 293 津山ブックセンター　本店 河辺1150-8 330 ヘアーサロン髪人 日本原401

220 コメダ珈琲店カインズモール津山店 高野本郷1451-1 257 プラスハート 河辺1000-1 1F 294 （株）つるや　河辺店 河辺1153-1 331 （有）森建具店 日本原554


