
◇スポーツの景品に！

◇お祝い・内祝いに！

◇お誕生日プレゼントに！

◇仏事・香典返しに！

加盟店 268店舗
取扱商品 加盟店 取扱商品 加盟店

医療 新見市休日・準夜間診療所
ＤＰＥ・カメラ・写真用品・撮影 相知写真館 介護 ㈱成峰
医薬品・化粧品 ㈱安達太陽堂薬局 マッサージ治療 佐々マッサージ治療院
医薬品・健康食品 くすりや元気 病院 長谷川紀念病院
医薬品、化粧品、雑貨、食品 ウエルシア新見高尾店 西方地区
医薬品・化粧品・日用品・食品 ザグザグ新見高尾店 アパート、マンション ケイ・ビー
薬 阿新薬局高尾店 印刷 ㈱ひら印刷
飲食 軽食喫茶　メルヘン 飲食 味の庄　伯備
飲食 新菜苑 飲食 お食事処　もん
飲食 お好み焼き　あい 家電品・レコード・楽器 家元電器㈱
飲食 和居酒屋　花園 喫茶・菓子 カフェ　標
飲食 居酒屋　海（マリン） 化粧品・小物 ユアシセイドウえがわ　
飲食 八剣伝　新見店 建設業 ワタナベ建設㈱
飲食 みぃちゃん 土木・建設工事 宮本工業㈱
寿司・仕出し・惣菜 ㈲寿司一 土木・建築・管工事・水道施設・大工 ㈲べんりや
ラーメン専門店 名代中華そば　山金 建築業 ㈲冨谷建築所
ＬＰガス、ガス器具、設備工事 新見ガス㈱ 看板・内装・塗装 きし工房
クリーニング ㈲みはりランドリー 酒類 下木商店
総合建設・ペレットストーブ 山一工業㈱ 歯科医院 宮地歯科
総合建設・ウッディマット 伯備建設㈱ 自転車 サイクルショップ　サトウ
総合建設業 西村工業㈱ 自動車修理販売 ㈲新見スズキ自動車
住宅建築 荒木工務店 重質炭酸カルシウム・ミネラルウォター・カルキト 備北粉化工業㈱
住宅設備機器・建材販売 ㈱共和住宅センター 食肉 新見食肉
ガソリンスタンド 石田石油㈱ 寝具全般 金子ふとん店
ガソリンスタンド 山佐産業㈱新見インターＳＳ 清涼飲料水・餅・赤飯 横見食品工業㈱
ガソリンスタンド・タイヤ 山佐産業㈱新見セントラルＳＳ 生花・雑貨 フラワー柴田
家電製品 ツナシマ電化サービス 種・苗 斉木種苗店
家電製品 ㈱ながお屋 手打刃物 備中暉光　三輪刃物工場
カレー・喫茶 タイムインター店 時計・メガネ 仲西時計店
眼鏡類 ナカニシメガネ 二輪車販売修理 備北モータース
ギフト 陶新堂㈱ 美容 ムサシ美容室
パソコン・消火器・冷暖房機器 山佐産業㈱事務機・外商部 理容 カットハウス　マルヤマ
コンビニエンス Ｙショップ岡本 弁当・仕出し ㈱大阪屋
コンビニエンス ローソン新見高尾店 焼肉・韓国料理 明　洞
コンビニエンス ローソン新見駅前店 屋根工事業 ㈱富士イラカ
仕出・飲食 割烹　冨士見 レンタカー、カーリース ㈱トヨタレンタリース岡山
自動車整備・用品・部品 ㈱杉本モータース 病院 太田病院
自動車整備・用品・部品 ㈱吉平自工 農業・園芸用品、日用品 コメリ ハードアンドグリーン 新見店
自動車販売 ㈱BOSSコーポレーション ドリンク他 Loyce
一般廃棄物処理 にいみ清掃㈱ 新見地区
産業廃棄物処理 山陽環境開発㈱ 一般家具・別注家具 林タンス店
食料品・雑貨 ㈲宮本ストアー　　 医薬品 井上薬局本店
新聞・出版物 備北民報社 医薬品 西井山陽堂薬局
スーツ・学生服・ワーキング かわかみメンズショップ 医薬品・介護用品 ㈱さくら薬局
スナック 小人の森 会席料理・仕出し弁当 割烹　浦島
スポーツ用品 ㈲セムラスポーツ ガソリンスタンド・タイヤ 山佐産業㈱タイヤガーデンアシン
生花・雑貨 ㈲木下花店 ガソリンスタンド・タイヤ 田中実業新見ＳＳ
総合小売・飲食 （協）にいみプラザ全店 タイヤ・自動車用品 ブリヂストン　ミスタータイヤマン新見店

総合食料品 フレスタ新見店 家庭用品 西村益吉商店
酒類 リカーズ新見店 家電製品 マルナ電化
購買品全般 JA晴れの国岡山　市内各店 家電製品 溝手電機
タクシー ㈱新見交通 金物全般 白藤金物店銀座店
建具・ガラス・エクステリア ㈲カマオ 家具・インテリア・小物 家具のおち
たばこ・印紙 岡崎商店 カバン・袋物・用品雑貨 田村かばん店
鉄工業 藤原鉄工所 靴・履物全般 石本履物店
飲食 関侯 クリーニング ㈲カネコクリーニング店
電気工事・管工事 ㈲トミヤ電気設備 クリーニング ㈱新見ランドリー
電気・給排設備 新輝電業 呉服・洋服・洋品 ㈱山中呉服店
電気・電気通信工事 谷岡電気工事 自動車整備・用品・部品 カプラス（株）
土木工事・土舗装 ㈱榎工業所 自動車整備・用品・部品 森六自動車（株）
土木建設資材・林産用品 備北林産用品㈱ 自動車整備・用品・部品 ㈱北陽商会
農業機械・部品全般 梶谷鉄工㈱ 自動車鈑金・塗装 福田商会
農林業機械 ㈲大沢農機商会 総合建設業 杉岡建設㈱
はり治療 やぎゅう鍼灸院 総合建設業 片岡工業㈱
婦人服、婦人下着販売 ファッションハウス　バリエ 総合建設業 宗宏工業㈱
婦人服・靴・バック・ギフト ファミリーショップきくや リフォーム・建築一式 丸山建設㈱
文具事務用品・OA機器 博文堂 建設工事 ㈱三備電業社
文具・事務機 ㈲フナコシ 住宅設備機器・工事 ㈲黒田設備建材
ホテル・飲食 グランドホテル　みよしや 住宅設備機器販売・施工 平松住宅設備
ホテル・飲食 ビジネスホテルエイコー・エトランジェ 住宅建築・リフォーム ㈲上田建築工房
メガネ メガネの２１ 土木・舗装・設計施工 ㈲フジムラ
理容 ヘアーサロン　みかみ 衛生器具他 ㈲三和設備
理容 CHARME 写真 あべ写真館
コンサルタント タックコンサルタント㈱ 酒・タバコ・一般食料品 フミヤストアー
医院 (医)一節会　吉田医院 総合食料品 ㈱まるだい

高尾地区

発行者　　新見商工会議所　TEL　７２－２１３９

商品券は次のお店でご利用下さい。
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にいみプラザ
クリーニングコーナー

商品券は次の販売所でお求め下さい。
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取扱商品 加盟店 取扱商品 加盟店
新見地区 長屋地区

タクシー・バス ㈱クラタク 建設工事 ㈲上山工務店
畳 平田畳店 コンビニエンス ローソン新見長屋店
調味料・かき餅 カツマル醤油醸造㈱ 飲食店 手打うどん　くさまや
釣具一般 マカベ釣具店 唐松地区
塗装業 沢田塗装 文具事務用品・OA機器 ㈲中村商事
丼物・うどん・らーめん・寿司 ぽぱい 一般家電商品 電化サロンおがわ
花火・鉄砲・ギフト ㈲中曽商店 自動車販売修理業 中村モータース
文具・雑誌 ㈱横井商店 住宅新築・リフォーム 中村建設工業㈱
文具・事務器・スポーツ用品 ㈲佐々木文正堂 井倉地区
帽子・カバン・袋物・玩具 相原帽子店 おみやげ・食堂 ㈱井倉洞
銘茶・履物 上仲商店 生石灰・消石灰 新中石灰工業㈱
焼肉 金山焼肉　水舟店 建設・木材販売・製材・太陽光発電システム 大塚産業㈱
ラーメン 新見ラーメン　いぶき 建設業 熊野建設㈱
理容 ヘヤーサロン　サカモト ゴルフ用品・練習ボール ゴルフリバーサイド１８０
理容 理容　いしい 自動車整備・用品・部品 井倉ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ工場
理容 理容　マキダ 醤油・酒 大月商店
和菓子・洋菓子 青柳本舗 食事・宴会料理・いのししラーメン㈲ふるさと民芸茶屋
仏壇・仏具・神棚・神具 華佛 食料品・雑貨 藤井商店
学校教育 岡山県共生高等学校 土木・建設 ㈲小林工業
病院 新見中央病院 理容 理容　こにし
乳製品 長谷川牛乳店 理容 理容　フルマイ
左官工事・下水道工事 ㈲山口工業所 旅館 安藤旅館
コンビニエンス ローソン新見日ノ出町店 運送業 宮田運送㈱

金谷地区 豊永地区
印刷物 ㈱二鶴堂 食料品・雑貨 Aコープ　とよなが
看板・塗装業 ㈱日東社 総合衣類販売 ファッション＆ギフトふじの
自動車整備・用品・部品 ㈱新見コルト 草間地区
自動車整備・用品・部品 ㈲亀井モータース 自動車整備・用品・部品 ㈲草間自動車
精肉 ㈲中山精肉店 食料品・雑貨 Aコープ　くさま
石材加工販売 ㈲新見石材 食料品・雑貨 黒川商店
電気・設備工事 ㈲新菱電機 土橋地区
LPガス 岡本商事㈱ 食料品・雑貨・酒 かどや
和洋生菓子 銘菓創苑　さつき屋 足立地区
リフォーム・建築工事 ㈲杉本住建 酒類・食品 峯森商店

正田地区 熊谷地区
医薬品・化粧品・日用品 ザグザグ新見店 建設業 ㈱杉本工業
家庭用品、DIY用品、園芸用品 ジュンテンドー新見店 自動車整備・用品・部品 ㈲黒田車輌
玩具・小物雑貨 Ｔｏｙガーデンつっぴい 自動車重機整備・部品 ㈱カメイジャパン
携帯電話販売 ドコモショップ新見店 食料品・雑貨 ㈲マックスマート
土木・建設工事 白川土木㈱ 清掃用品 ダスキン新見
建設業 東亜電工㈱ ソーラーシステム・衣料品・靴 ㈱新見ソーラーカンパニー
建築業 大谷工務店㈱ 千屋地区
手芸用品・婦人服 手芸の店　ぶーけ ガソリンスタンド ㈲真壁石油
酒類・飲料水 新見酒販㈱ 建設業 ㈲小田工務店
食肉一般 ㈱本多食品事業 宿泊・料理・レストラン 和牛レストランふゆさと
石灰石砕石・砂・真砂土 ㈱白川マイニング 上市地区
総合衣料品・雑貨 ミカミサンパーク店 石積・土木・建設工事 上杉工務店
総合食料品・雑貨 サンストアサンパーク店 建材・瓦・サッシ他 ㈱ミヨシ産業
墓石・建築庭園石材 田中石材工業㈱新見店 食品・タバコ・酒類 モンキーバナナ
特産品・焼肉・花木・資材 JA　あしん広場 木材・新建材 ㈲安田ウッド
タクシー ミムラタクシー 衛生設備・消防設備 ㈱新見メンテック
木製建具製造、アルミサッシ販売㈲マルフ建具 大佐地区
ラーメン 笑楽 燃料・酒・タバコ・雑貨 ㈲鉄屋
ワード、エクセルの教習 PCらいふパソコンスクール新見校 酒類・食品 福島商店
旅館・飲食 ㈲備中路 土木・建築・上下水道工事 ㈲豊田
マッサージ リンパドレナージュサロン優 哲西地区
医薬品、化粧品、雑貨、食品 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ新見店 墓石・石材販売 山口石材㈲

石蟹地区 哲多地区
ガソリンスタンド・ＬＰガス・タイヤ ㈲石蟹商事 飲食・仕出し・特産品 哲多食源の里　祥華
家電製品 双道電器 食料品・雑貨 Aコープ　てった
家電製品 山口電機 建設業 奥田建設㈱
管工事・設備工事 ㈲橋本管工事 総合建設業 中村建設㈱新見支店
クリーニング 石蟹ランドリー リフォーム・建築工事 ㈱上山住建
自動車整備・用品・部品 相互車輌㈱
自動車整備・用品・部品 ㈱自光モータース
葬儀・仏具 ㈲丸八
畳・ふすま 山手畳店
タクシー 小川タクシー

飲食（中国料理） 中国料理　栄華楼
進物用品 ギフト ウエキ
パソコン・周辺機器・ソフトウエア ㈱ワークステーション
医院 上江洲医院
医薬品、健康食品 ゆずりは薬局

この一覧表に記載の加盟店については、変更となる場合がありま
すのでご了承下さい。　　（この内容は令和２年９月１日現在のもの

です。）


