
飲食 モツ鍋の串焼二番 車関連 ガソリン ビューティーサロン　三宅

味彩 スナックHakuba アイ・シー・モータース株式会社 大西石油有限会社 藤代整体

遊(アソビ)カフェ　タカギ 八剣伝井原店 青木自動車（株） 甲南石油株式会社 プラッツ

らーめん本舗 一松 居酒屋　はなちゃん 井笠オート  井原店 コスモ石油　井原SS fran

お料理岩荘 ラーメン専門店　萬来軒 有限会社　池田モータース 妹尾石油株式会社　高屋給油所 MATSUI美容室

魚文本店・魚文支店 caféほしぞら 石崎自動車 エネオス井原　西江原石油 コスメティックサロン美輪

魚家 ひだまりカフェ ぽっぽや 井原自動車株式会社 日興石油　給油がお得！ カット専門店69

花月別館 焼肉ほんまもん 二輪・四輪井原スズキ市民病院前 平川石油（株） 井原北SS笹賀SS ビューティーサロンめぐみ

花月本館 舞鶴楼 井原ホンダ販売（株） 細羽石油株式会社 Monument

瓦全房 スナック　マリエール EXE株式会社 <美星> YABUKI since1917

キッチン喜多川 広島のお好み焼き　まるでん カーショップカマロ ENEOS美星313SS ヘアーサロンワタナベ

キッチンハウスコルネ スナックミヌー 関西工業株式会社 理容・美容・整体 ワミレスサロン井原・Pure

御食事処　きみのや みのり キタガワオート eyelash＆more <芳井・美星>

仕出し・宴会・御食事処　亀隆 仕出し割烹　八千代 グランドスラム　アールスポット 理美容サロンいしい ヘアーサロン　いまい

中華啓ちゃん <芳井・美星> スズキ井原販売　株式会社 理容いまい スマイル美容室

鯉屋珈琲 Ai＋Tani CHAMPLOO 自転車・バイク・車の西部オート 美容室エフ 美容室   マキ

中華料理　紅蘭 喜楽別亭 セブンヒルズオート 大月整骨院 三好美容室

スナック琴 こめじるし タイヤステーション井原 おおやま美容室 小売

お好み焼き　このみ 幸せを呼ぶ居酒屋  ざこざこ 有限会社　高橋自動車 化粧品のおかもと あおぞら薬局

居酒屋ごんべえ 焼鳥鳥星 有限会社　ナガカワ自動車 理容オダカ 呉服と洋品（有）浅尾衣料品店

スナック再会 Padella 西方オート かっとはうす　おれんじ いかり井原店　おいしい館

三晃 カフェほしおと 備南自動車株式会社 カコ美容室 （有）いかりストアー

ビヤハウスシュール お食事処　星の郷 ホンダカーズ井原 かわかみ化粧品店 イスポ  

しゅんぱく亭 日本料理　まこと 冬用タイヤ交換は、丸山自動車へ GOODJOBかたやま整体 井原食糧企業組合

インドダイニングスクーン井原店 夢味庵 水谷サイクル hair&make　club JJ いばらセンター薬局

予約制のお食事処無添加　素芽家 交通・旅行 株式会社　カーセンターヤナ クロロフィル井原美顔教室 井原デニムストア

みそラーメン　焼肉　たかいで 一丸タクシー株式会社 ヤマムラ（株） 研整骨院 えこ～る

洋風懐石料理　遊心美膳　髙木 井原タクシー <芳井・美星> salon  W エディオン井原店

割烹　寿司　仕出し　蓼 株式会社西部観光バス 有限会社井岡自動車 腰痛・肩こり専門　さん整体院 大久保タンス本店

鉄板・お好み焼　だんだん 日の丸タクシー（株） 井笠オート  芳井店 ZEAL 大山時計メガネ店

居酒屋　つくし 日の丸旅行　素敵な旅のお手伝い 有限会社石井自動車 樹梨亜美容室 小田ふとん店

登奈利 株式会社オートサービス岡山西 床屋パール ⇒裏面に続く

元気いばら★暮らし応援券　取扱店舗一覧
　　　　※11月7日までに登録のあった店舗です。

11月30日更新



小売（つづき） シャディ「サラダ館」井原店 中井商会　いわもと （株）イズミゆめタウン井原店 八日市薬品

井原童心菓　香月堂 ジョイテック（有）昭電社 中原花店 リトルマーメイドゆめタウン井原 芳井町特産品直売所

笠原商店 尚美堂 七日市屋宇治園 ローソン井原駅前通店 ワールド21美星店（有）三宅電機

（株）カタオカ　仏壇・仏具部 職人の店　井原店 ホームプラザナフコ井原店 渡　辺　金　物　店 ワールド21芳井店

寝具・インテリア加藤ふとん店 すぎはら薬局井原駅前店 日本綿布ファクトリーショップ <芳井・美星> 生活関連・その他

有限会社　金森書店 すぎはら薬局笹賀店 野宮食品（株） アトリエ華ビオラ （株）アルナ

カンノ　ストアー すぎはら薬局高屋店 ハート井原店 アルファー薬局美星店 石井写真館

岸井サイクル 住まいるネット井原下之町店 宮崎牛と弁当　花いちもんめ アルファー薬局星の郷店 （株）井原工務店

タカヤ株式会社クリエイト 住まいるネット井原南店 （株）花岡畜産・直売店 （株）池田電機芳井店 井原店 （株）インテリア川井

黒崎花店株式会社 住まいるネット西江原店 天満屋ハピーズ井原店 Aコープ美星店 インテリア　さとう

ケアサークル井原企業組合 セブンイレブン井原岩倉町店 （株）ハローズ井原店 フレッシュベーカリー カウベル 写真のことならフォトロード大山

GEO井原店 セブンイレブン井原上出部町店 パン工房ひこうき 菊池酒店 コインランドリー井原

ドラッグコスモス井原店 セブンイレブン井原笹賀町店 久安薬局 共和機械　農業機械　販売修理 笹井写真館

ドラッグコスモス西江原店 セブンイレブン井原西江原店 ピノキオ薬局 こすもすめ～る芳井店 佐藤設備株式会社

こだま食料品店 セブンイレブン井原東江原店 スーパードラッグひまわり井原店 こばた屋 株式会社　清水表具店

結納・和紙の店　ことぶき 早雲蜜芋本舗 ファミリーマート TSUTAYA井原店 コメリハード＆グリーン岡山芳井店 表装の店　妹尾山王堂

コメリハード＆グリーン井原店 早雲ファミリー市場 家具の福屋 酒井商店 きものクリニック茶堂

小物研究室　木＋木 瀧本酒造有限会社 藤枝食鳥 美星の餅屋　サンフーズ デニム生地販売でに丸

株式会社斎藤商店 お茶の立石園 鮮魚・仕出し　ふしかん JA晴れの国岡山　井原芳井マーケット 一級技能士　平井龍仙堂表具店

大江町のくすりやさん サカエ薬品 ファッション 学生服 タナカ デイリーふしもと JA晴れの国岡山　井原芳井支店 フジドライ

ザグザグ　井原笹賀店 谷本屋 FUJIYA KOBEゆめタウン井原店 JA晴れの国岡山　美星支店 三宅動物病院

酒のとりごえ 田渕屋商店 ブティックノン JA晴れの国岡山　明治店舗 市役所向いの写真の山中

趣味のきものと帯の店 笹井呉服店 里山工房和菓子たむら ブティック　峰 すぎはら薬局芳井店 <芳井・美星>

サロンドルイ・ミルキーハウス 小さなお店 The BOX グレープ愛ランド葡萄浪漫館 妹尾酒店 ペット美容室　さくら

サンショップ川田金物（有） TSUTAYA井原店 プリムヴェール セブンイレブン井原芳井町店 トーダ工業有限会社

JA晴れの国岡山　青野店舗 ディオ井原店 BLUE　TRICK 美星農機株式会社 美星開発興業（株）

JA晴れの国岡山　いばら愛菜館 ディオ井原東店 マルマン商店 ひので屋商店

JA晴れの国岡山　井原アグリセンター 洋傘　雨衣　カバン　テラチ 眼鏡市場　井原店 ファミリーショップ　フジタ

JA晴れの国岡山　井原北支店 打刃物！暮らしの道具！天満屋金物店 木のコンビニ木遊 星の郷青空市

JA晴れの国岡山　井原西支店 ブティック　とよいけ mon-chou 丸源食料品店

JA晴れの国岡山　井原農産資材店 虎屋井原店 矢吹楽器 見川屋

JA晴れの国岡山　井原東支店 DREAM WORKS ヤマダデンキテックランド井原店 三村電器

はんの重政一象堂 有限会社　鳥越酒店　 やまんぼう本舗　富久味庵 山成酒造株式会社

ファッションセンターしまむら井原店 中  時計店 やまんぼう本舗　本店 菓子工房よいち



（有）オートサービス星光 フレッシュイシダ 御菓子司　古月堂 T-plus 割烹・仕出し・一久

K2 HAIR（ケイツーヘアー） コリーヌ・イデア井原店 エディオンファミリー電化 あんな美容室 井原ゴルフ倶楽部

エモーション 花と緑の七日市園芸 ユーホー井原店 ローソン井原警察署前店 （有）大山文具店

健康壱番館　こだま メガネのパリミキ・井原店 たく整骨院 ローソン井原大江町店 スナック＆パブABC

井原食産有限会社 北振観光バス （有）きくち （有）明日屋クリーニング

11月7日以降に登録された店舗


