
登録事業所名 住所 業種区分

㈲平井鈑金塗装 佐用3542 自動車鈑金･塗装

福地商店 円応寺222 園芸･農業資材販売

アグロガーデン佐用店 円応寺86 家庭日用品･金物販売

ローソン佐用インター南店 横坂594-2 コンビニエンスストア

佐用プロパンガス㈱ 佐用78-1 水道工事

本多石油㈱ 佐用83-1 ガソリンスタンド

㈲ホンダ販売清水 佐用3505-5 自動車販売･修理

薬局あい 佐用82-1 薬販売

GOCCIA coffee factory 長尾826 飲食店

佐用文具 佐用117-2 文具販売

岡本バッテリー商会 佐用3505-11 自動車販売･修理

中和堂製菓 佐用3141 菓子類販売

Ｒｅ：楽 佐用3414-6 整体マッサージ

(資)谷本弘輝堂 佐用3077 印刷･デザイン･販促物

ギフト館　イシザワ 円応寺92-1 ギフ ト

ヘアーサロンgroovy 長尾899-1 理容店･理髪店

贈り物の重田 佐用3043-2 ギフ ト

お食事処　一平 佐用3040 飲食店

一色金物店 佐用3015-8 建材工具販売･工業製品

㈲福岡印刷 佐用3017 印刷･デザイン･販促物

くめだ食品 佐用3018-15 食料品店

百万両クリーニング店 佐用3018-11 クリーニング

ヘアーサロンマオカ 佐用3018-3 理容店･理髪店

㈲かわた 佐用3018-1 仏壇･仏具販売

㈱千種商店 佐用3018-6 燃料･ガス関連用品販売

㈲大野食品 佐用3039-1 食料品店

㈲大野書店 佐用3038-7 書籍販売

はせがわ 佐用3021 酒類販売

かこはら呉服店 佐用3038-6 衣料品・履物・洋品

佐用自動車㈱ 佐用232-1 自動車販売･修理

㈱福元水道設備 佐用228-1 水道工事

クリーニング　ＯＫドライ 佐用2888 クリーニング

お菓子屋　そら 佐用223-2 菓子類販売

新さよ 佐用1001 飲食店

肉の兵庫屋 佐用221-1 食料品店

びゅーてぃさろん　かんだ姫 佐用227-1 美容院･美容室

盛々亭・盛々精肉店 佐用512-1 飲食店

㈱盛岡生花 佐用1033 生花販売

こばやし治療室 佐用227-1-102 整体マッサージ

ダスキン佐用 佐用2891-3 掃除用品レンタル

㈲森本モータース 佐用2580-5 自動車販売･修理

ジミーハウス　モリオカ 佐用488-6 衣料品・履物・洋品

木村生花店 佐用2889-11 生花販売

はやま履物店 佐用2888-3 衣料品・履物・洋品

カットハウス　ノムラ 佐用2888-5 理容店･理髪店

横山写真館 佐用2888-4 写真･カメラ販売

㈱井上家具センター 佐用2899-6 家具販売

㈲岡野商店 佐用2899-20 衣料品・履物・洋品

ＩＧＵＣＨＩ　井口呉服店佐用支店 佐用2832-41 衣料品・履物・洋品

㈱福盛ミートセンター 佐用2848 食料品店

岡本美容室 佐用2899-29 美容院･美容室

前田書店 佐用2904-15 書籍販売

新鮮組 佐用2905-5 飲食店



登録事業所名 住所 業種区分

和楽路 佐用2901-17 飲食店

㈲稲田農具製作所　佐用営業所 真盛132 農林業機械販売

㈲バップ 佐用2852-28 写真･カメラ販売

山本牛乳店 佐用2832-36 乳製品販売

ニットルームさかもと 佐用2832-24 衣料品・履物・洋品

でんきはうす　ジョイ・アップ 佐用2832-35 家電販売

理容さよ 佐用2899-29 理容店･理髪店

竹田運動具店 佐用2828-6 衣料品・履物・洋品

トミモト時計店 佐用2827-2 メガネ･時計販売

ビューティーハウス　ウメモト 佐用2827-1 美容院･美容室

みつわ薬局 佐用2827-18 化粧品販売

コバコ　work＆camp 佐用2828-10 飲食店

時代屋・ふじ 佐用2906-23 飲食店

Car Produce M's 佐用2580-8 自動車販売･修理

勝央自動車 佐用2135 自動車鈑金･塗装

小原ポンプ 佐用1645 水道工事

松田モータース 佐用1645-33 自動車販売･修理

EFFECT Design Hair 佐用2100-1 美容院･美容室

㈱天常園 山脇1028 園芸･農業資材販売

Sho-nan Auto 真盛287-1 自動車販売･修理

カラオケ歌姫 横坂318-1 飲食店

ホルモン　味扇 横坂318-1 飲食店

㈱プロバイル 宗行41-2 自動車販売･修理

喫茶　聖日亜 横坂546-1 飲食店

焼肉　かづ 横坂305-2 飲食店

ファミリーマート佐用インター店 横坂480-1 コンビニエンスストア

パソコン教室ゼロプラス 横坂304 学習塾･各種教室

㈲稲田農具製作所　平福本店 平福583 農林業機械販売

道の駅　宿場町ひらふく 平福988-1 飲食店

富屋精肉店 平福493 食料品店

三枝屋 平福498 食料品店

平福モータース 平福161-3 自動車販売･修理

理容ホープ 平福707-1 理容店･理髪店

㈱熊渕建設 下石井2292-1 建設･建築

日本ユーザーサービス 福沢630 自動車販売･修理

ナリス化粧品井谷販売所 西河内631 化粧品販売

㈲孝橋建設 仁方284-1 建設･建築

岡野建設㈱ 豊福206-1 建設･建築

明治牛乳佐用販売所 横坂319-1 乳製品販売

福祉タクシー　あやとり 豊福1401 タクシー

㈱Ｔ＆Ｔ 豊福278 学習塾･各種教室

㈱はらだ呉服店 円応寺161-9 呉服販売

㈲ふれあいの里上月 福吉674-1 食料品店

㈱大伸工業 金屋561-7 建設･建築

G-styleカントリー倶楽部 金屋432 ゴルフ場

坂本商店 西大畠467 食料品店

Ｙショップ　かげやま 力万599-1 コンビニエンスストア

㈱小林モータース 力万615 自動車販売･修理

プチリカーズＤＯＮ 上月1030-4 酒類販売

トータルファッションゆあさ呉服店 上月1095-2 衣料品・履物・洋品

岡本クリーニング 上月1026-1 クリーニング

小林時計眼鏡店 上月1100-4 メガネ･時計販売

橋本理容所 上月1023-4 理容店･理髪店
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カフェレストラン　ガロ 上月789-1 飲食店

芳原商店 上月777-2 自転車･バイク販売

上月プロパンガス共販㈱ 上月582-4 燃料･ガス関連用品販売

㈲上月給油店 上月584-10 ガソリンスタンド

坂井設備工業 上月553-2 水道工事

壹本松 早瀬862 飲食店

浅霧水道設備 上月453-1 水道工事

山本化粧品店 上月448-3 化粧品販売

平位呉服店 上月449-1 衣料品・履物・洋品

西谷商店 円光寺722-1 食料品店

喫茶　都 円光寺654-46 飲食店

福田酒店 櫛田936 酒類販売

朝来商店 久崎50 仕出し

桝田自転車店 久崎244 自転車･バイク販売

小寺商店 久崎218-3 食料品店

花高呉服店 久崎143-10 衣料品・履物・洋品

(資)井口呉服店 久崎206-1 呉服販売

久崎ストアー 久崎545-1 食料品店

㈲松尾石油店 家内448-1 ガソリンスタンド

光海㈱ 大酒725 食料品店

南光ひまわり館 船越232-1 飲食店

春名自動車整備 船越666 自動車販売･修理

木曽商店 上三河133-2 食料品店

きものとファッション　たうち 上三河140-3 衣料品・履物・洋品

あいす工房さなえ 西下野471-1 乳製品販売

ヤマザキショップとしかげ店 西徳久760-2 コンビニエンスストア

Tire shop トシカゲ 西徳久759-2 自動車用品・タイヤ販売

㈲鎌井設備工業 東徳久1049 水道工事

喫茶カノープス 西河内407-2 飲食店

プチマルシェ徳久店 林崎636-1 食料品店

カーエンジニアリング・ジュン 林崎23-1 自動車販売･修理

服部モータース 下徳久732 自転車･バイク販売

舟引ポンプ店 下徳久658-2 水道工事

鉄板焼　都途路 下徳久765 飲食店

三光プロパンガス㈱ 下徳久860-2 燃料･ガス関連用品販売

徳久本多石油㈱徳久SS 下徳久894-1 ガソリンスタンド

マルサ鮮魚 下徳久890 食料品店

和菓子処　杵屋 下徳久1017-1 菓子類販売

㈲佐用環境整備 下徳久1064-2 建設･建築

花山商店 安川173-2 菓子類販売

㈲稲谷モータース 安川51-1 自動車販売･修理

小西瓦店 中島998 建設･建築

ダイニング如来田（ＤＴＦジャポン）中島150 飲食店

古川商店 三日月547 食料品店

ヘアーサロン北原 三日月695 理容店･理髪店

Hair-Space　Jin 三日月704-27 美容院･美容室

久森設備工業 下本郷1416-1 水道工事

髙田建築 下本郷330 建設･建築

本多石油㈱ 三日月1008-1 ガソリンスタンド

中井電器 三日月1069-25 家電販売

三日月タクシー 三日月1069-23 タクシー

㈲村上農機 三日月1156-3 農林業機械販売

ますみ美容室 三日月1154-8 美容院･美容室
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カットハウス　サザン 三日月1198-1 理容店･理髪店

㈲萬屋商店　サラダ館三日月店 三日月1199 衣料品・履物・洋品

三坂精肉店 三日月1216-5 食料品店

あべ鮮魚 三日月1222-7 食料品店

Life space DECO　森林 三日月1231 建具･サッシ

船曳建装 乃井野620 建具･サッシ

阿山モータース 乃井野816 自転車･バイク販売

㈲オーシャン建設 乃井野837 水道工事

㈱古川組 乃井野1569-1 建設･建築

味わいの里三日月 乃井野1266 食料品店

オートショップなかがわ 末廣342-1 自動車販売･修理

早田商店 三日月1107 飲食店

日産チェリー佐用販売㈱ 円応寺207-1 自動車販売･修理

マックスバリュ佐用店 佐用1022 食料品店

ドコモショップ佐用店 佐用510-1 携帯電話販売

井上自動車 金屋1247-1 自動車販売･修理

コメリハードアンドグリーン佐用店 佐用1060 家庭日用品･金物販売

ゴダイドラッグ佐用店 佐用1023 薬販売

メガネの三城　佐用店 佐用3505-1 メガネ･時計販売


