
※最新情報は町ホームページでご確認ください。

№ 業種 事業所名 取扱商品　等 住所 電話番号

1 飲食店 あかりあん 植月中2148-1 0868-38-5668

2 飲食店 味処 てん馬 ｶﾂｵのﾀﾀｷ、鮎塩焼、鱧の湯引き等、ﾃｲｸｱｳﾄﾒﾆｭｰもあり 勝間田762-3 0868-38-6670

3 飲食店 イタリア料理 piattonono 復活応援券限定お持ち帰り用メニュー有（要予約） 勝間田586-4 0868-38-1183

4 飲食店 一蔵 弁当、テイクアウト可 勝間田765-4 0868-38-2063

5 飲食店 歌仲間 岡56-2 0868-38-4176

6 飲食店 おかやまﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ・ﾉｰｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ ｽｲｰﾂ&ｽｲｰﾂｶﾌｪmeme、森のﾚｽﾄﾗﾝE-ha、ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞﾏｰｹｯﾄ 岡1100 0868-38-1234

7 飲食店 お好み焼きしげちゃん お好み焼き、焼きそば、たこ焼き等、テイクアウト可 黒土366-3 0868-38-0788

8 飲食店 勝ちゃん食堂 ﾎﾙﾓﾝ、ﾎﾙﾓﾝうどん、お好み焼き、各種定食 平742-8 0868-38-6789

9 飲食店 カフェ＆ランチ 丘の上 日替わりﾗﾝﾁ他、ﾃｲｸｱｳﾄ可。お弁当、ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ要予約 太平台32-3 0868-38-3800

10 飲食店 カラオケ喫茶はるか 岡241-1 0868-38-6617

11 飲食店 カラオケ鳩ぽっぽ 石生275-3 090-1019-3774

12 飲食店 喫茶ポポ 勝間田748-1 0868-38-5108

13 飲食店 茶房 空 喫茶、パン（テイクアウト可） 平975-10 0868-38-6212

14 飲食店 シーフードはしもと 日替わりランチと配達（仕出し料理） 黒坂39-7 0868-38-5774

15 飲食店 炭火焼肉ホルモン　笑福 黒土96-1 0868-38-0029

16 飲食店 ㈲高山鮮魚店 勝間田722-1 0868-38-2122

17 飲食店 ㈱つるや　勝間田店 お弁当、イートイン 勝間田607-1 0868-38-5662

18 飲食店 手打うどん はまだや　 全てのメニューお持ち帰り出来ます 岡519 0868-38-1100

19 飲食店 手打ちうどん よこ山　 黒土352-7 0868-38-5434

20 飲食店 鉄板焼き　千万十 肉料理 植月東839-3 090-7977-6448

21 飲食店 土井ん家 居酒屋（クラフトビール有）、農泊、農産物販売 為本168 0868-38-2671

22 飲食店 とりあえず 骨付き鶏 岡16-4　1Ｆ 0868-38-7225

23 飲食店 八剣伝 勝央店 黒土96-1 0868-38-1139

24 飲食店 ㈲華 黒土100-7 0868-38-5465

25 飲食店 ぶすっ子 畑屋235-1 080-2941-4515

26 飲食店 ふれんず お昼（11:15～14:30）のみ営業 勝間田84-1 0868-38-4138

27 飲食店 まんまのほっ！ 庄原焼き、平焼き等　6/20オープン 平742-1 090-5699-3789

28 飲食店 ミュージックカフェ　フィリア 植月北996-2 0868-38-5680

29 飲食店 めしどき 弁当、寿司、オードブル、テイクアウト可 黒土100-4 0868-35-3719

30 飲食店 やきとり 喜多萬 やきとり、生ビール、カクテル等 勝間田707 0868-38-6063

31 飲食店 料理・旅館 岡出屋 宴会、食事会、仕出料理、宿泊等（全て要予約） 勝間田755-5 0868-38-2036

32 飲食店 レストラン パパとママ 洋食、テイクアウト可（要予約） 平1214 0868-38-1188

33 飲食店 和洋小皿とお酒Ｅｎ 岡269-2 0868-32-8566

34 タクシー業 英田交通㈱ タクシー 美作市入田225-3 0868-72-1120

35 タクシー業 介護タクシー 金太郎 介護タクシー 黒土671-10 0868-38-5237

36 タクシー業 滝川交通㈲ タクシー 岡39-10 0868-38-2124

37 小売店（食品等） 青空市場 野菜・玄米精米・食品加工品・マスク他 岡25-3 0868-38-1144

38 小売店（食品等） ㈲アグリスポット岡山 パン、餅、納豆、堆肥 植月中858-4 0868-38-2201

39 小売店（食品等） ㈲アグリマスター 栗ジャム、焼き栗（電話予約受付） 美野1184 0868-38-4066

40 小売店（食品等） ㈲あさひ屋 もち、赤飯他 植月北404-7 0868-38-2382

41 小売店（食品等） 芦田酒店 食糧品、飲料、アルコール、雑貨、花、苗、移動販売 黒坂309-2 0868-38-2130

42 小売店（食品等） アリババファーム ぶどう（ﾋﾟｵｰﾈ、瀬戸ｼﾞｬｲｱﾝﾂ、ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ他） 豊久田536 0868-38-5438

43 小売店（食品等） 安藤農園 ぶどう5品種（ﾋﾟｵｰﾈ、ｵｰﾛﾗﾌﾞﾗｯｸ他）、8/20から直売開始 岡1459-2 0868-38-7039

44 小売店（食品等） 安藤味噌こうじ製造所 味噌、米麹、ひしお麹、金時もろみ、甘酒、発酵食品 勝間田225-1 0868-38-2235

45 小売店（食品等） ㈲板屋 ケーキ各種、焼き菓子、和菓子 岡25-1 0868-38-2070

46 小売店（食品等） 佐藤農園 ぶどう、ピオーネ、シャインマスカット 豊久田1612 0868-38-4597

47 小売店（食品等） ㈲ジャックと豆の木 ﾄﾞﾘﾝｸもｹｰｷとsetで100円OFFのﾃｲｸｱｳﾄ可 平1215-1 0868-38-6623

48 小売店（食品等） セブン-イレブン　勝央町岡店 岡242-1 0868-38-5655

49 小売店（食品等） 忠政かしわ店 焼鳥他 植月北1945-2 0868-38-3865

50 小売店（食品等） 鳥家酒店 酒、ビール、ジュース 植月北2561-1 0868-38-5292

51 小売店（食品等） どんどん市場 食料品、日用品等　※給油所は利用不可 豊久田394-2 0868-38-0111

52 小売店（食品等） バッカス 勝央店 酒類、食品 岡22-1 0868-38-2551
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№ 業種 事業所名 取扱商品　等 住所 電話番号

53 小売店（食品等） ハピーマート勝央店 食料品、日用品等 岡245-1 0868-38-4388

54 小売店（食品等） ファミリーマート勝央町植月北店 植月北3097-1 0868-38-7671

55 小売店（食品等） プラットファーム ぶどう、桃 植月中1539-4 080-8241-9760

56 小売店（食品等） 松野屋食品㈱ 佃煮製品（なめ茸等）、ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ※要予約 勝間田692-1 0868-38-4145

57 小売店（食品等） マルイ 勝央店 食品、雑貨他 岡22-1 0868-38-2111

58 小売店（食品等） 丸尾牛乳店 牛乳及び乳製品、青汁 岡38-6 0868-38-4141

59 小売店（食品等） 幸やミート 精肉他 岡15-8 0868-38-5477

60 小売店（医薬品、化粧品等） あかぎ 駅前店 化粧品、文具、事務用品、手芸品 勝間田757-3 0868-38-2056

61 小売店（医薬品、化粧品等） 可児薬局 処方箋、医薬品 勝間田707-3 0868-38-1272

62 小売店（医薬品、化粧品等） 可児薬店 医薬品、雑貨 勝間田712 0868-38-2022

63 小売店（医薬品、化粧品等） ザグザグ勝央店 医薬品、化粧品、日用品 勝間田767-1 0868-38-0305

64 小売店（医薬品、化粧品等） ピーチあかぎ 化粧品、エステティック 岡23-1 0868-38-4422

65 小売店（その他） 大畑金物店 からつ、金物、荒物、塩他 勝間田755 0868-38-2140

66 小売店（その他） ギフトプライス１ 贈答品（食品、洗剤、タオル、寝具、食器、雑貨他） 勝間田604-12 0868-38-6933

67 小売店（その他） ㈱コメリHG勝央店 工具、園芸用品 岡495-5 0868-38-4115

68 小売店（その他） 作州電器 勝央店 家電 平230-1 0868-38-2188

69 小売店（その他） サンスイ住設 電化製品（エアコン、扇風機等） 植月北1309 0868-38-4879

70 小売店（その他） 山陽新聞 勝央販売所 新聞 黒土474-10 0868-38-2767

71 小売店（その他） ＪＡ　勝央経済センター 肥料、農薬、農業資材他 植月中2969 0868-38-3162

72 小売店（その他） ジュエル コワ 時計・宝石販売、修理 小矢田615-3 0868-38-6838

73 小売店（その他） ㈲スポーツショップムサシ スポーツ用品、学校体操服、体育館シューズ等 勝間田755-6 0868-38-5656

74 小売店（その他） トラベル翼 JRきっぷ、宿泊料金、貸切バス 勝間田746-10 0868-38-6996

75 小売店（その他） 日野屋 婦人服、作業服、学生衣料（制服） 勝間田198-7 0868-38-2728

76 小売店（その他） ㈲縫夢ing マスク、子供甚平、大人作務衣 豊久田2914-9 0868-38-0755

77 理美容店 井上美粧院 美容室 勝間田172 0868-38-2034

78 理美容店 スエヒロ理容室 理容室 勝間田169 0868-38-3838

79 理美容店 ビューティ　モード 平229-1 0868-38-1279

80 理美容店 美容室 OSHARE TOM 美容室（パーマ、カラー、カット） 黒土94-4 0868-38-4471

81 理美容店 美容室 髪ing 予約制 平986-4 0686-38-1107

82 理美容店 美容室 スマイル 平1218-12 0868-38-5152

83 理美容店 美容室 BRIGHTEN 岡56-12　那岐の里Ａ101 0868-38-7010

84 理美容店 hair＆make chaton カット、カラー、パーマ等 完全予約制 植月北2532 0868-38-1000

85 理美容店 hair box ERI 美容室（予約制） 美野1704-2 0868-38-5331

86 理美容店 HAIR LABO 理容室 植月中2291-4 0868-38-1238

87 理美容店 松本美容室 勝間田150-2 0868-38-4160

88 理美容店 La ruelle まつ毛パーマ、まつ毛エクステ 植月中2232 080-4551-5950

89 車両関係 ㈲イシウラオート 自動車修理全般 黒土494-1 0868-38-2220

90 車両関係 ㈱大土井モータース 自動車修理等 石生655-1 0868-38-3181

91 車両関係 岸本モータース 勝間田110-1 0868-38-6317

92 車両関係 ㈲ケーアール 自動車整備、鈑金等 石生284-1 0868-38-5165

93 車両関係 小島モータース 岡4-1 0868-38-2006

94 車両関係 ＪＡ　勝英車輌農機センター 植月中2982-1 0868-38-3161

95 車両関係 ㈲福島車輌整備工場 自動車整備、車検等 黒土102 0868-38-4135

96 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ＪＡ　勝間田給油所 岡26-2 0868-38-4188

97 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 野上石油㈱ 給油、洗車、オイル交換、ガス機器 岡41-1 0868-38-3178

98 その他業種 池上鍼灸院 鍼・灸・整体　※7月1日開業 平229-1 080-6240-1000

99 その他業種 ＪＡ　やすらぎホール勝央 岡15-12 0868-38-0331

100 その他業種 ㈲室内装飾うえつき ｶｰﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、壁紙、床シート、施工 勝間田523-8 0868-38-3589

101 その他業種 勝央こころざしｼｪｱｽﾍﾟｰｽ 勝ブランド品等物販、居易庵利用料 勝間田229-4 0868-20-1811

102 その他業種 常若接骨院 神経バランス整体+内臓に対する温熱療法 岡56-12　那岐の里Ａ102 0868-35-2004

103 その他業種 にんにんホーススクール ひき馬体験。乗馬体験 岡1100 0868-38-7558

104 その他業種 ㈲桧尾畳店 畳新調・表替、襖・障子張替、網戸張替等 美野1658 0868-38-2415

105 その他業種 ふくろう整骨院 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾒﾆｭｰ、骨盤矯正　※7/1より移転営業 岡241-1 0868-35-2824

106 その他業種 ㈲三島建工 家具、建具、屋根、内装工事等 植月北82-13 0868-38-3257

107 その他業種 緑ヶ丘ゴルフ練習場 ゴルフ練習場、ゴルフ用品他 黒土505-1 0868-38-3230


