
2022/11/8時点
そうじゃ物価対策応援券　取扱店一覧

取扱店　  526店舗

店舗名 住所 店舗名 住所

- 各種小売（コンビニ） - 各種小売（食料品・酒類・リカーショップ）

生活彩家　岡山県立大店 窪木111 岡山県立大学 学生会館2F Win　Shop　オカモト　　 中原67-1

セブンイレブン　総社駅前2丁目店 駅前二丁目16-35 株式会社　おおばこ 総社1000-5

セブンイレブン　総社大橋東店 真壁1144-4 おかじまや　総社店 中央五丁目4-102

セブンイレブン　総社岡谷店 岡谷316-1 徳満米穀有限会社 総社一丁目7-1

セブンイレブン　総社窪木店 窪木1014-3 頓宮商店 駅前一丁目8-50

セブンイレブン　総社小寺店 小寺668-1 （株）リカ－プラザ　ナガタ 泉1-230

セブンイレブン　総社中央１丁目店 中央一丁目2-36 西食料品店 溝口233

セブンイレブン　中央5丁目店 中央五丁目2-103 平井商店 新本9740

セブンイレブン　東総社駅前店 総社一丁目17-16 有限会社ふじや食料品店 中央一丁目17-27

ファミリーマート　総社岡谷店 岡谷342-1 マル徳精肉店 中央一丁目12-34

ファミリーマート　総社東店 井手788-2 MONTEUR SWEETS STOP　総社店 中原88-8

ローソン　清音店 清音上中島163-3 ヤマザキショップ　よこやま 原1801-6

ローソン　総社吉備路店 宿95-1 ヨイキゲン株式会社 清音上中島372-1

ローソン　総社久代店 久代4882-1 - 各種小売（食品販売店）

ローソン　総社黒尾店 黒尾240-1 a.tempo 駅前一丁目5-1

ローソン　総社中央五丁目店 中央五丁目3-101 創作パン工房　une（アン） 清音上中島184-10

ローソン　総社中央四丁目店 中央四丁目1-101 パティスリ－＆ブ－ランジェリ－杏 中央六丁目10-106

ローソン　総社富原店 富原1231-4 アンブロシア 駅南一丁目35-18

ローソン　総社真壁店 真壁1270-5 食パン専門店　一本堂 中央二丁目7-20

ローソン　総社三須店 三須1078-1 INDUSTRY 総社二丁目21-38

- 各種小売（百貨店・食品スーパー） エビスパン 真壁1151-1　王子ハイツ1F

エブリイ総社南店 中原397-38 鬼びっくり饅頭本舗 種井45-1

おかやまコープ　コープ総社東 総社1370-3 海鮮DON丼丸 駅南一丁目26-3A

天満屋ハピ－ズ総社溝口店 溝口81-1 川上備芳園 中央二丁目19-10

天満屋ハピータウン　リブ総社店 門田187 キッチン太郎 駅前二丁目6-1

ニシナフードバスケット総社東店 井手1260-1 クレセント　総社店 総社1370-3　コープ総社東店内

ハロ－ズ総社店 井手596-1 Patisserie Coa 中央一丁目23-107 フィネスK1　102

プラザ久代店 久代4900-1 御菓子司　小西屋 中央二丁目11-29

プラザ総社店 中央三丁目11-114 サンエトワ－ル 門田187　リブ21

マルナカ総社店 総社二丁目2-29 肉の三協 総社一丁目4-15

- 各種小売（ディスカウントストア・ホームセンター） パティスリー　シエルブルー 駅南一丁目28-13

ホ－ムセンタ－おの 中央三丁目11-109 有限会社シャンピニヨン 金井戸303-4

ダイレックス総社東店 総社1370-3 シャトレ－ゼ　総社店 井手1091-1

ダイレックス　ライフガーデン総社南店 中原806-1 おやつと雑貨のお店Charmant 中央二丁目17-25

DCM　総社西店 真壁950-1 だがしや小町　リブ21店 門田187　リブ21　3階

DCM　総社東店 井手1113-1 農産物直売所　たね井や 種井441-1

ディオ総社店 総社1000-1 ベ－カリ－トングウ 駅前一丁目2-3

ホ－ムプラザナフコ総社店 井尻野364-1 台湾カステラ　中村屋　総社店 溝口92-1　総ビルA棟102

株式会社ニトリ　リブ総社店 門田187 ナンバベーカリー 駅南二丁目34-1

ニコニコ堂 井手576-5
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白十字　総社店 井手607-3 men's ladies MATSUYA 門田187　リブ21　2階　

花かまくら　リブ総社店 門田187 ブティック　マルイ 門田187　リブ21　2階　

御菓子司　備菴 総社三丁目1-10 呉服と婦人服のむらきや 門田187　リブ21　2階　

平川雪舟庵 井手589-1 森靴店 美袋1948

びれっじみーる 新本7116 シュ－ズショップ　ヨコタ 門田187　リブ21　1階

小さな洋菓子店　プティ・グレ－ヌ 窪木911-1 ベビ－＆ジュニア　ヨシダ 門田187　リブ21　3階

ブランノエル 井手907-1 ワ－クマン岡山総社店 門田97-1

有限会社　星島商店 清音軽部877 - 各種小売（家電・家具・寝具・インテリア用品・雑貨）

パティスリー　マ・ジェール 岡谷110 ウイズ有限会社 門田187　リブ21　1階

珈琲焙煎所　豆Lab. 総社一丁目8-7 エディオン総社西店 上原480-1

まるみ麴本店 美袋1825-3 エディオン総社店 金井戸155

手づくりのパンの店　麦ばたけ 清音柿木877-3 エディオン総社東店 総社1023-1

老松園 総社一丁目14-26 エディオン美袋店 美袋1270-1

logique 井手1041-4 株式会社　大久保家具 総社二丁目8-11

- 各種小売（衣服・靴・服飾品・鞄） お菓子と雑貨　kaon 西郡472

青山商事株式会社　総社店 総社三丁目1-46 インテリア専門店　かしはら 中央二丁目15-1

イトウゴフク　ライフガーデン総社南店 中原803-1 コジマ寝装店 中央一丁目5-29

ブティック　エバ 中央二丁目2-11 有限会社　小見山木工 清音上中島1813-1

有限会社　オオスミ　マルタケ総社店 井手934-1 有限会社　昭電社 総社二丁目3-44

オオツキ　総社中央店 中央五丁目9-102 1F 住まいるネット中央店 駅南一丁目25-2

有限会社　加藤商店　パル 門田187　リブ21　1階 住まいるネット門田店 門田272-1

ガルディ総社中央店 中央三丁目15-105 住まいるネット山手店 地頭片山65-2

おしゃれショップ　かわむら 新本866-1 家具の大丸 中央一丁目2-108

きくや洋品店 総社一丁目9-21 タカウエデンキ 美袋1724-1

靴の中ヒラノヤ 総社二丁目10-13 Fine fine 総社一丁目1-40サンパティオビル1F

学生服リユースショップ　さくらや　総社店 駅前一丁目4-6 ファミリ－タウン　モリヤス 駅前二丁目6-11

サムハウス 井手591 フジヤマ電機 駅前一丁目2-15

コ－ディネ－トサロン　サンセリテ 門田187　リブ21　1階　 BONITA'S  PINOY  SARI-SARI  STORE 真壁1453-6

ファッションセンタ－しまむら総社店 井手1076-1 miz 門田187　リブ21　3階

シュ－プラザ　総社店 井手1063-1 ヤマダデンキテックランド総社店 中央五丁目3-104

株式会社　創作屋 久代4577 - 各種小売（医薬品・化粧品・ドラッグストア）

discogirl 溝口89-3 アイ薬局　駅前店 駅前一丁目2-108

手作りハウス　ピコ 門田187　リブ21　1階 アイ薬局　総社店 中央二丁目2-111

DUO 門田187　リブ21 かえで薬局 三須1344-3

学生服の店　ながたや 総社一丁目5-10 ドラッグコスモス　総社東店 井手1128-2　

ノエルヤマモト総社店 門田187　リブ21　2階　 サカエ薬局　真壁店 真壁1231-6

はるやま総社店 総社1009 ザグザグ総社中央店 中央四丁目21-103

久安呉服店 西阿曽290-5 ザグザグ総社店 小寺5

School Shop Plaza A ムラキ 駅南二丁目33-12 ザグザグ総社東店 井手1242-3

Ponte 宿429-3 ザグザグ総社真壁店 駅南一丁目6-6

株式会社マックハウス　総社店 井手603-1 ス－パ－ドラッグひまわり総社中央店 中央六丁目2-108
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ス－パ－ドラッグひまわり総社東店 井手595-1 中津果樹園 宿990-1

ドラッグセイムス　総社真壁店 真壁1289-1 花だん　天満屋ハピータウンリブ総社店 門田187　リブ21

つくし薬局 中央三丁目11-101 福本屋サラダ館　総社店 駅前一丁目6-36

とんぼ薬局 真壁158-6 - 各種小売（自動車・自動車用品・農機具）

ヒジヤ薬局 駅前一丁目4-2 岡本電装 真壁1309-16

beniya cosmetics 門田187　リブ21　1階 風早モータース 地頭片山16

ポ－ラ化粧品　エステ・ラ・ヴィ 中央二丁目17-22 総社タイヤ株式会社 溝口116-1

ホリエ薬局 駅前一丁目8-72 タイヤワールド／T-Cars 井手609-2

みわ薬局 駅南二丁目41-12 株式会社　坪井商会 秦339-1

有限会社　やまて薬品 地頭片山5-3 西日本三菱自動車販売（株）　総社店 総社二丁目3-50

有限会社　よしだ薬局　リブ店 門田187　リブ21　1階 長谷川タイヤ商会　総社店 井尻野319-1

- 各種小売（文具・書籍・スポーツ用品・楽器・玩具） 有限会社マツオ自動車販売 総社三丁目11-16

荒木書店 総社一丁目14-20 株式会社　山谷商会　清音営業所 清音軽部450

小田文具 総社三丁目6-28 株式会社　山谷商会　本社 中央二丁目9-26

カザハヤスポーツ　ポテト館 総社六丁目15-102 - 各種小売（ガソリンスタンド）

株式会社　カザハヤスポ－ツ 総社二丁目21-35 ENEOS　総社東店　（株）岡野洋行 総社1033

カワハラ書店 門田187　リブ21　2階　 株式会社角藤田　総社吉備路給油所 三須26-1

久代新聞販売所 久代4474 株式会社角藤田　総社給油所 総社一丁目18-37

こどもや　リブ総社店 門田187　リブ21 株式会社角藤田　総社中央給油所 中央二丁目5-1

サンスポ－ツ 門田187　リブ21　2階　 株式会社角藤田　総社西給油所 門田305

（株）中国楽器 駅前二丁目2-30 株式会社マティクスリテールサービス 井手871-1

宮脇書店　総社店 井手1049-1 ヤマウチセルフ総社 金井戸191-2

読売センタ－総社 真壁1274-1 有限会社　山本石油店 上原478-1

レコードヤ 中央一丁目5-115 - 各種小売（その他）

ロワ－ルフジイ 駅南二丁目13-21 アグリ・エカロー・星 総社二丁目17-22

- 各種小売（メガネ・時計・貴金属・カメラ） WAVE BIKES 総社店 中央四丁目1-103

カメラのキタムラ　総社店 中央二丁目6-102 かけはし 中原852-5

小林時計店 中央二丁目20-12 風早釣具店 総社三丁目7-1

ジュエリ－モア　リブ総社店 門田187　リブ21 カジタニ自転車店 総社一丁目13-23

パリミキ　東総社店 井手1034-1 株式会社角藤田　ガス事業部 中央二丁目5-1

間野商店 美袋1798-1 株式会社　常盤新聞販売 溝口218

メガネ２１　総社店 井手578-1 吉備路農産資材店 門田70-1

眼鏡市場　総社店 井手572-15 グリーンファーム 井尻野900-2

メガネのひらまつ　総社店 駅前二丁目7-12 サイクルcity　総社駅前店 中央二丁目5-8

メガネ本舗　総社店 井手1123-5 障がい者活動支援センター　がじゅまる 中央二丁目9-33

ワタナベめがね店 中央一丁目5-1 住のいやし館 駅南二丁目41-15

- 各種小売（花・ギフト・ペット） タイム総社店 中央五丁目1-101

イリエ　岡山総社店 中央五丁目2-101 テスタ－ズⅡ 中央二丁目22-15　和讃　102号

吉備路めだか 駅前二丁目9-15 ドコモショップ　総社店 中央四丁目22-11

フラワ－ショップ鮮花 駅前一丁目3-1 農マル園芸　吉備路農園 西郡411-1

坪井花店 中央二丁目2-1 ハ－ベスト難波株式会社 北溝手458-1
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株式会社　橋本金物 総社一丁目2-25 キッチンテラスSOJA 総社1012-1

JA晴れの国岡山　総社西農産資材店 久代4700 山手の市・きびきび亭 岡谷25-1

晴れの国岡山農業協同組合　山手直売所 岡谷23 吉備路観光案内センター 三須825-1　ｻﾝﾛｰﾄﾞ吉備路内

備中南森林組合　総社支所 中央一丁目1-1 吉備路もてなしの館 宿418

ファムズ　サイクル 総社二丁目1-26 牛角　総社井手店 井手1059-2

サイクルセンタ－　フジワラ 溝口236-5 金亀 井尻野1958

ぶつぐの法雲堂 清音柿木6-9 krack 総社三丁目1-19

株式会社　ほうりん　総社店 中央一丁目20-105 焼肉ぐりぐり家 総社1000-1

まーる 門田294-4 珈琲館　総社店 井手1257

松尾種苗店 総社二丁目12-29 珈琲と人 三須796

ミシン工房　リブ総社店 門田187　リブ21 洋風厨房　五感 清音上中島167-12

多機能型事業所みぞくち 溝口119 国分寺観光案内所　くろひめ亭 上林1046　備中国分寺

特定非営利活動法人　れんげ福祉会　ワークセンターそうじゃ 門田713-1 古宮道 岡谷1590

わくわくハンドベル 真壁399 カレ－ハウスCoCo壱番屋総社溝口店 溝口94-1

- 飲食（飲食店・喫茶店） 喫茶　心温 駅前一丁目2-1

手打ちうどん　あかぎ 中央四丁目14-111 匙 真壁1437-1

天霧うどん　総社店 中央二丁目6-104 THE MINGERING DINER 井手1125-4

寿司茶屋　天蔵 中央六丁目2-105 軽食・喫茶　佐理  美袋515-1 

アラティ　総社店 溝口9-1 山海や 総社一丁目9-2

鉄板焼き　池田屋 門田187 焼肉　三水 岡谷125-1

くいしん坊　いちりん 井尻野38 三八秀 真壁1281-1

魚料理　一心 中央二丁目7-5 し-じゃっく総社店（9/30閉店） 中央五丁目3-105

癒ばしょ 門田1376　コーポひかりⅡ102 総社　塩元帥 窪木1000-3

讃岐うどん　いろ里 井手1033-1 たこ焼　「嶋」 岡谷23

レストラン　ヴィラージュ 宿1643-5 しゃぶしゃぶ温野菜総社井手店 井手1059-2

和風料理　魚豊 真壁187-19 彩食健美SHU 中央六丁目9-107　吉備ビル1F

焼肉処　温羅のめしや 地頭片山1-4 ぼっこうそば　水仙亭　国分寺店 宿161-1

大阪王将　総社店 井手602-1 スシロー総社井手店 井手346-1

オールウェイズカフェ 地頭片山4-1 ステーキガスト　総社店 総社1366-8

オステリアezaki 上林645-1 ストロベリ－・フィールズ 駅前二丁目3-101

おばんざい　繭 井手575-7 スパイスカレー　tirupati 総社一丁目5-12

ガスト総社店 駅南二丁目2-1 スムージーカフェ　Soleil 井手1050-1

かっぱ寿司　総社店 総社1005-5 すわき後楽中華そば　吉備路店 岡谷119-1

食絆　かないど 金井戸190-1 総社らぁめん　鬼の城 地頭片山5-1

kanata 地頭片山7-2 総社ラーメン2号店 宍粟172-1

焼肉金山　総社店 門田313-1 焼肉　たいこ 西郡481-4

株式会社　嘉和興業　台湾料理四季紅 金井戸411 お好み焼き　尚 総社二丁目16-1

カラオケまき 井手575-7 たこ坊主 井手592-1

お好み焼き　かわ田 門田401-1 だるま食堂 金井戸341-4

お好み焼き　北島 清音三因1008-16 ピッツェリア　チェルキオ 中央六丁目9-103

喫茶　煎濾　リブ総社店 門田187　リブ21 ピッツェリア　チッチョ 中央三丁目6-105
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中華kinomi 駅南二丁目9-1 海の薫 井手1204-4

中華食堂　味祥 中央一丁目21-107 居酒屋　ゑがち 溝口60-2

中華そば　吉備路 岡谷108-3 鬼の鉄板＆鬼の酒場 中央一丁目6-23

回転寿司　とっと 溝口116-3 キッチンバー　すだち屋 総社一丁目9-2

TRATTORIA　noi 駅前一丁目2-18 やき鳥　仙 井手592-1

どんどん亭　総社店 中央三丁目15-108 総社バル 中央二丁目2-3

とん平 井手925-1 鳥匠 井手1204-4

長崎ちゃんめん　総社店 門田215-1 なごみ豊 中央六丁目24-104

なごみCafe　和　（KAZU） 三須1047-2 創作料理　菜茂家 総社二丁目3-1

南風　総社店 井尻野240-1 二代目　鳥匠 中央三丁目2-101

季節料理　二合半 総社二丁目15-14 八剣伝　総社中央店 中央一丁目6-29

二代目　川島ジャンボ 岡谷108-1 温羅厨房　まんまや。 中央三丁目14-110

キッチン　ネコマチ 中央三丁目11-110 やきとり一番 駅前二丁目5-25

のんきぼう 駅南二丁目2-3 遊食房屋　岡山総社店 総社一丁目16-14

活味総楽　はし本 中央一丁目4-106 創作料理　我がや 駅前二丁目2-10

ハピ－レストラン　リブ総社店 門田187　リブ21 - 飲食（配達飲食サービス・仕出し）

洋風食堂　はらいそ 西郡781-4 栢原商店　魚市　本店 総社三丁目6-2

HUNT 井尻野1480-1 栢原商店　魚市　リブ店 門田187

洋食の店　ブーン 中央二丁目2-1 お弁当・おむすび　総社昼メシ研究所 中央三丁目14-115

お好み焼　マウントクック 中央五丁目1-103 大惣株式会社 真壁181-1

お食事処　前田 窪木894-6 延代　西店 井手338

マクドナルド総社溝口店 溝口63-1 延代　本店 総社一丁目2-3

町家カフェ太郎茶屋鎌倉　総社店 南溝手309-1 ピザ・ベリ－ズ総社駅前店 駅前一丁目2-1

ミスターバーク総社店 中央四丁目21-106 ピザ・ロイヤルハット総社店 駅前二丁目6-103

みなぎの里　大国屋 美袋1915-4 ほっかほっか亭　総社中央店 中央三丁目14-107

珈琲館　モカ 中央二丁目5-17 ほっかほっか亭　総社東店 井手985-1

モスバーガー　リブ総社店 門田187　リブ21　1階 - サービス（理容・美容・サロン）

森本拉麺堂　総社店 中央六丁目1-105 HAIR GARAGE 430 真壁1140-5

焼肉ハウス　カルビ亭 中央一丁目4-38 あい美容室 刑部25-19

焼肉やきやき亭 駅南二丁目5-5 up forest Hair 井尻野1380-1

八つ葉家 岡谷90-1 amour et beaute' amour 総社1320-1

鉄板焼　やまもと 井手592-1 Amour 清音柿木619-7　パークサイドM102

よこたうどん 井手1134-11 Alice 駅南一丁目1-1

らあめん　夢民 宿99-5 Hair Designing ALLURE 三須813-6

来来亭　総社店 総社二丁目3-59 はり・きゅう酸素ボックス　いつつのき 駅前一丁目2-1

楽喜星（ラッキースター） 中央四丁目14-111 癒し家 窪木1005-3

ひとり鍋しゃぶしゃぶ　り山 駅南一丁目2-13 ヘアサロン　イリエ 中央二丁目17-2

和食の家　れんげ 地頭片山139-5 理容いろは　いろは駐輪場 駅前二丁目2-2

古民家カフェ　ワンプラスワン 美袋477 アトリエ　エイム 井手1053-1

- 飲食（居酒屋・パブ・バー） エルモ美容室 清音柿木861-32

炙DINING 黒豹 駅前二丁目12-10 美容室　エンジェル 久代5410-1
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Octo hair+ adas 駅南一丁目25-2　オクトカーサ総社1F ラニズ　ハワイアン　リラクゼーション 清音上中島188-7

OBJE'T nature 駅前二丁目5-103 CPサロン　ラビュ 地頭片山75-10

KAMAL spa RATU 駅前二丁目5-104 hair LiBi 駅南一丁目2-2

床屋　刈衛毛ん 総社一丁目10-17 カットスタジオ　ReV（レブ） 宿1114-8

きゃさりん 宿827-3 - サービス（自動車整備・各種修理）

kyou、 井手210-18 株式会社アンサ－ 清音上中島1812-2

美容室きよっち 井手982-1 カ－ドクタ－・ダット 西郡502-3

くどう美容室 東阿曽1511-8 河田自動車 清音三因963-2

元気サロン　アイ・ユー 中央三丁目6-101 きびロック 井手596-1（ハロ－ズ総社店内）

ビューティサロン　コヤマ 清音柿木889-38 有限会社　久代車輌 久代4949

サロン　ド　FIN. 駅前二丁目6-19　1F 株式会社　さのオートセンタ－ 溝口2-1

癒しや　CoCo　総社店 門田187　リブ21 住田自動車板金塗装 門田725-1

シグナル　ヘアデザイン 中央六丁目8-121 総社スズキ販売株式会社 小寺1-3

シスタ－美容室 美袋364 ヒロモータース 東阿曽1764-4

shanteek.es 総社二丁目20-17 有限会社　美袋自動車 美袋550-4

シンノビヨウシツ 総社三丁目6-11 有限会社　桃太郎ロックサ－ビス 中央三丁目14-112

hair labo SIMPLE 中央六丁目21-103 - サービス（建築・リフォーム・修理・造園）

Hair Space Soleil 中央二丁目16-26 有限会社　赤木薫畳工業所 種井731-4

ヘア－サロン　たはら 清音柿木934-25 株式会社　赤木製畳 久米432-5

チカ美容室 清音軽部734-3 有限会社　秋山設備 小寺1970

チョキチョキハウス 中央六丁目1-103 インテリア・イケガミ 総社一丁目10-21

dogsalon D-Style 井尻野858-3 井田建設有限会社 種井504-2

ヘア－サロン　ナカヤマ 総社三丁目1-5 株式会社　エイゼン社 中央四丁目7-101

nail's RE.A.L 清音上中島1-1 株式会社　岡本工業所 総社1288

Noule'a 窪木1005-2 株式会社カザケン　総社支店 中央六丁目13-101

CUT ROOM beau 門田187　リブ21　2階　 株式会社　風早 真壁123-3

Beauty Salon Shine 岡谷118-3 吉備建創株式会社 中央三丁目2-114　2F

美容室fino 小寺1281-7 山陽電設株式会社 秦3727-2

ヘア－サロン　ヒロ 中央六丁目8-120 株式会社　シンケン 総社三丁目11-24

FACE Le Rupos 中央六丁目1-103 創伸建設株式会社 駅南一丁目35-28

ヘアーウォーク 中央一丁目21-109 デザインハウス　BROOK 中央六丁目9-103　フローレスビル1F東

ヘアーサロン　LUCK 真壁126-11 土井建設株式会社 総社一丁目1-50

Hair Nail ARTE 総社2566-7 トミナガ塗装 清音三因990-6

Men's hair salon voyage hair & face 総社一丁目16-20 有限会社　ナカノヤ 久代4383-1

理容マキ 清音三因935-1 株式会社　ナラムラ 清音柿木697-1

理容ミヤケ 美袋1690-3 林畳商店 中央四丁目23-110

salon de mjuk（ミューク） 総社2554 有限会社　福本木工所 中央一丁目4-36

dog salon miyuki 総社一丁目8-14 マシュハウス株式会社 小寺1539-7

Mezzo HAIR 清音上中島164-14 吉本造園 槙谷1530-1

美容室モンターニュ 地頭片山63-4 - サービス（リース・レンタル）

Right way 三須813-1 GEO　総社店 井手1081-4
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株式会社　ジュエルダン 中央二丁目5-5 有限会社　タニイコ－ポレ－ション 駅前二丁目10-3

TSUTAYA総社東店 井手1257 鉄道Gallery＆Space　総社クロスポイント 駅前一丁目2-1 2階

株式会社　三松　総社店 中央二丁目5-5 とらや（便利屋） 真壁1145-1 ラッフィナート201

レンタルスペ－スripple 東阿曽1511-45 白馬看板店 中央四丁目3-108

- サービス（ホテル・旅館・レジャー・パーキング） 有限会社　フレヴァン 井尻野552-3

吉備カントリ－クラブ 新本2800-1 - 交通（バス・タクシー）

清音駅駐輪場管理組合 清音上中島180-2 豪渓交通株式会社 宍粟333-7

清音産業社 清音上中島180-2 株式会社　日の丸タクシ－ 総社40-7

サントピア岡山総社 秦1215 備北タクシー株式会社　総社営業所 中央四丁目14-101

国民宿舎サンロ－ド吉備路 三須825-1 株式会社　美袋交通 美袋32-2

釣り堀　穂里山 下倉2290 - 電気・ガス・水道

ニュ－ドレミファ　総社店 中央四丁目2-102 総社ガス株式会社 総社1031-1

- サービス（フィットネス・マッサージ・施術） - 医療

彩り鍼灸整骨院 中央四丁目3-105 エグチ動物病院 真壁1151-1

オ－バルスポ－ツコム総社 総社1008 岡ハートクリニック 岡谷170

カラダメンテナンスtreat 中央四丁目14-113 角谷歯科医院 久代4965-1

Studio508・鍼灸整骨院508 井手151-1 くにとみクリニック 門田78-1

総社たいよう鍼灸整骨院 上原480-1 だて動物病院 中央二丁目23-34

にこにこリハビリ＆トレーニング 中央二丁目17-25　301号室 医療法人真和会　タナベ歯科医院 中央二丁目7-33

にこまる整骨院 中央一丁目21-110 グランパス総社102 みやけ動物病院 三輪874-1

ボルダリングルームねこのて 地頭片山32-10 医療法人むらき歯科医院 門田364-12

FREEROM総社泉店 泉1-225 山手グリーン歯科医院 岡谷119-5

もみほぐし縁 駅前二丁目15-105

Rêve 井手351-10

- サービス（クリーニング・掃除）

エアコンクリーニング　えこすまいる 西郡430-2

総社ランドリー　コープ店 総社1370-3

総社ランドリー　本店 総社二丁目4-24

総社ランドリ－　リブ店 門田187　リブ21　1階

有限会社フジタクリ－ニング 久代4969-1

（有）水島ランドリ－　総社店 井手1262-3

- サービス（その他）

アド・ミュ－ズ株式会社 井尻野1676-5

株式会社　郁文社印刷 中央一丁目3-28

AUTO RE→LUX 井手1043-4

有限会社カヤノ写真館 中央一丁目22-118

特定非営利活動法人きよね夢てらす 清音軽部666-6

サンコ－印刷株式会社 駅南一丁目1-5

中山写真館 中央二丁目11-33

公益社団法人　シルバー人材センター 門田717-1

総社花萬株式会社（総社セレモニ－ホ－ル・総社セレモニ－ホ－ル天原）　 中央二丁目11-28
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