
＊チラシ未掲載の取扱店には、色を付けております。 2021年2月10日更新

No. 屋号・店舗名 所在地

1 アトリエ舞ルコ 岡山県津山市京町45

2 天満屋 津山店 岡山県津山市新魚町17

3 天満屋ハピーズ アルネ津山店 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山1階

4 くすのき薬局 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山1階

5 菅田(株) ジュエリーカンダ アルネ津山店 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山1階

6 不二屋宝飾店 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山1階

7 山城園 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山1階

8 Green Apple 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山2階

9 さが美 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山2階

10 和楽 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山2階

11 キゾウ・ラマ 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山3階

12 (株)セリア アルネ津山店 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山3階

13 ちづる 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山3階

14 津山ブックセンター アルネ店 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山3階

15 ベルフォーレ津山 岡山県津山市新魚町17

16 (有)石川糸店 岡山県津山市宮脇町31

17 (株)イノウエレディースコレクション 岡山県津山市新魚町8

18 (有)ウイング 岡山県津山市京町35-1

19 臼井茂松園茶舗 岡山県津山市本町3-12

20 有頂天 岡山県津山市二階町13

21 栄月寿し 岡山県津山市南新座7

22 OTTO Place Kamisai 岡山県津山市小性町13 丸二ビル1号

23 かたがわ婦人服仕立 岡山県津山市堺町14-1

24 (有)片山銃砲火薬店 岡山県津山市二階町41

25 (有)割烹酔虎 岡山県津山市戸川町40-5

26 カフェバルBALANCE 岡山県津山市堺町15 2階

27 (株)キゾウ 岡山県津山市本町3丁目20

28 京御門 本店 岡山県津山市林田町51

29 京町屋BAR Lapin 岡山県津山市京町45

30 くだものキタムラ 岡山県津山市二階町18

31 Club qoo 岡山県津山市元魚町53 ココビル2F

32 クラブバー パラディ 岡山県津山市元魚町27 2F

33 月下老 岡山県津山市林田町62

34 個室居酒屋 元祖 料理王国 岡山県津山市美濃町5

35 Gohandocoro　がり 岡山県津山市西新町8-1

36 (有)酒井酒店 岡山県津山市二階町27

37 七厘家 岡山県津山市大手町8-11
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38 ジャパン亭 岡山県津山市二階町21

39 シューズ カワト 岡山県津山市二階町30-1

40 城下町肉処～櫓～ 京町店 岡山県津山市京町26-3

41 城下町肉処～櫓～ 本店 岡山県津山市堺町9 BANビル2F

42 城南商店街(協) 井尾薬局 岡山県津山市伏見町27

43 城南商店街(協) Globe 岡山県津山市京町80

44 城南商店街(協) バル虎 岡山県津山市伏見町27

45 城南商店街(協) 半鐘屋 岡山県津山市伏見町23

46 城南商店街(協) ブティック アッズーロ 岡山県津山市伏見町30-1

47 城南商店街(協) モトキャビン佐古 岡山県津山市伏見町15

48 城南商店街(協) もり田 岡山県津山市伏見町14-4

49 城南商店街(協) ゆめマート 津山店 岡山県津山市伏見町50

50 城南商店街(協) (有)よし川 岡山県津山市伏見町31

51 照文堂書店 岡山県津山市堺町4

52 Sky Gift 岡山県津山市元魚町53 ココビル3F

53 寿司楽 岡山県津山市田町21

54 (有)すみだ 四季旬彩 和菜美 岡山県津山市京町57-2

55 大衆割烹 お染 岡山県津山市戸川町5-2

56 (有)寶多佛具店 岡山県津山市京町40

57 ダニエル 忠七 岡山県津山市元魚町56

58 田村製麺 岡山県津山市田町75

59 津山市観光協会 城東観光案内所 和蘭堂 岡山県津山市西新町5

60 津山市観光協会 津山観光センター 岡山県津山市山下97-1

61 津山市観光協会 津山まなびの鉄道館 岡山県津山市大谷

62 津山まちの駅城西 岡山県津山市西今町18

63 (有)天満鮓 岡山県津山市小性町33

64 (有)東姫楼 岡山県津山市京町20

65 戸川乃宿 岡山県津山市戸川町12

66 土肥酒店 岡山県津山市田町13

67 鳥八 岡山県津山市元魚町26-2

68 TROIS店 岡山県津山市京町53-2

69 中之町コーデ 岡山県津山市中之町35-2

70 (有)はいから亭 岡山県津山市大手町2-13

71 BAG SHOP ヨシダ 岡山県津山市二階町35

72 花のタレイア 岡山県津山市二階町18

73 ピガールクラブ 岡山県津山市二階町22-4

74 bistro CACASHI 岡山県津山市船頭町20

75 ビストロパラディソ 岡山県津山市元魚町27 1F

76 有限会社美パール 南新座店 岡山県津山市南新座34

77 フェリススクエア 岡山県津山市元魚町27 1F



78 平和タクシー津山(株) 平和タクシー 岡山県津山市福渡町1-1

79 ペガサス産業(株) 津山SS 岡山県津山市昭和町1-31

80 ペンショップタツヤ 岡山県津山市堺町12

81 まちの駅城西浪漫館 岡山県津山市田町122

82 まちのピザカフェ水のや 岡山県津山市西新町67

83 マドンナ ジュニア 岡山県津山市大手町5-8

84 メガネのカメイ 本店 岡山県津山市堺町1

85 もり毛糸店 岡山県津山市堺町8

86 八十八 岡山県津山市二階町22-4

87 ラウンジダンヒル 岡山県津山市山下6-12

88 レプタイル(株) INN-SECT 岡山県津山市二階町29

89 炉端かば津山店 岡山県津山市京町25 久保ビル1階

90 和牛焼肉 園楽 岡山県津山市福渡町65-1


