
登録順 令和1年12月10日現在

特定事業者名 住所 電話番号 取扱品等

西井山陽堂薬局 新見市新見743-1 (0867)72-0122
保険調剤・医薬品・雑貨
等

ジュンテンドー新見店 新見市正田433-6 (0867)71-0028
日用品雑貨、動植物、Ｄ
ＩＹ用品等

佐々マッサージ治療店 新見市高尾792-5 (0867)72-0633
あん摩　マッサージ　指
圧

ザグザグ新見高尾店 新見市高尾2477-7 (0867)71-3300
医薬品・化粧品・日用
品・食品

ザグザグ新見店 新見市正田478-5 (0867)71-2550
医薬品・化粧品・日用
品・食品

ドラッグコスモス新見店 新見市正田319-1 (0867)71-5500
医薬品・化粧品・雑貨・
食品

㈱サンディ
サンパーク新見店

新見市正田433-6 (0867)71-2212 食品・酒・雑貨

㈱サンディ
ミカミ　サンパーク店

新見市正田433-6 (0867)72-2032 衣料品全般

㈱安達太陽堂薬局 新見市高尾2481-3 (0867)72-7666
医薬品・化粧品・健康食
品

コメリ
ハードアンドグリーン新見店

新見市西方1073 (0867)71-2755 住生活品

㈲トミヤ電気設備 新見市高尾2419-1 (0867)72-0836 設備工事・設備器機販売

レストラン　しんごう 新見市神郷下神代4898-2 (0867)92-6221
会席料理・うどん・そ
ば・弁当

ヘアーサロンみかみ 新見市高尾2456 (0867)72-0576
理容に関するサービス業
が主

白川土木㈱ 新見市正田415番地4 (0867)72-1111 工事代金

㈲真壁石油 新見市千屋1585-1 (0867)77-2143 燃料

tetta㈱ 新見市哲多町矢戸3136 (0867)96-3658 ワイン・飲食代金

にいみ清掃㈱ 新見市高尾2304番地1 (0867)72-7080
片付け・クリーンます清
掃

相知写真館 新見市高尾266-4 (0867)72-0729 写真関連

カフェ　寿司一 新見市高尾2479-11 (0867)72-0710
店内飲食・持ち帰り寿
司・弁当など

あべ写真館 新見市新見1251 (0867)72-7531 記念写真撮影等

メガネ２１　岡山新見店 新見市高尾2470-11 (0867)72-8200
メガネ・コンタクト・補
聴器

㈱上山住建 新見市哲多町本郷568-1 (0867)96-2920
木材・建材一式、建築設
備用品

長谷川紀念病院 新見市高尾793番地6 (0867)72-3105 医療

ドコモショップ新見店 新見市正田439-1 (0867)72-6700 携帯電話

広兼電機㈱ 新見市哲多町本郷686番地5 (0867)96-2124
家電製品・住宅設備機
器・リフォーム

㈱フレスタ 新見市高尾780 (0867)71-0880 食品
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㈲黒田車輌 新見市下熊谷1529-3番地 (0867)72-5266 各種自動車

軽食・喫茶メルヘン 新見市高尾2478-7 (0867)72-5552
コーヒー・日替わり定食
他

やぎゅう鍼灸院 新見市高尾2478-7 (0867)72-8855 治療代、灸

㈱焼肉・ステーキ牛弘 新見市高尾2475-7 (0867)72-0529 料理

哲多食源の里　祥華 新見市哲多町宮河内1113-1 (0867)96-2106 料理

エディオン　新見店 新見市新見210 (0867)72-8411 家電製品

ファッションハウス
バリエ新見店

新見市高尾2479-3 (0867)72-8100 衣料品

リカーズ新見店 新見市高尾780 (0867)71-0868 酒類

㈱丸大 新見市新見831 (0867)72-2266 食品

㈲中村商事 新見市唐松3019番地 (0867)76-1016
文具・事務用品・OA機
器雑貨等

博文堂 新見市高尾2473-1 (0867)72-4878
文具・事務用品・OA機
器雑貨等

セイコー堂
新見市高尾2477-1
にいみプラザ1F

(0867)72-1296
時計、眼鏡、宝飾品、補
聴器

総合衣料　まるみや 新見市高尾2477-1 (0867)72-2611 衣料品

ミカミ　プラザ店 新見市高尾2477-1 (0867)72-0513
婦人服、子供服、寝具、
靴、服飾雑貨等

東京靴流通センター
新見市正田507-6
サンパーク新見

(0867)71-2775 靴

セブン-イレブン
新見高尾店

新見市高尾2480-2 (0867)72-7007 おむすび・弁当他

斉木種苗店 新見市西方48 (0867)72-2614 種子・苗

㈱丸大　大佐店 新見市大佐小阪部2494 (0867)98-3222 食品

㈱丸大　プラザ店 新見市高尾2477-1 (0867)72-1166 食品

八剣伝　新見店 新見市高尾2456-12 (0867)72-0128 飲食品

サイクルショップ　サトウ 新見市西方4155 (0867)72-0755 自転車販売修理

㈱北陽商会 新見市新見327-1 (0867)72-2173 車の販売・修理

シゲタ化粧品店
新見市高尾2477-1
にいみプラザ

(0867)72-0358 化粧品・小物類

㈲かわかみメンズショップ 新見市高尾2393-33 (0867)72-1220 学生服・紳士用品

ダイソー　にいみプラザ店 新見市高尾2477-1 (0867)72-7581
食料品・日用品雑貨等・
肥料他

協同組合にいみプラザ
㈱さつき屋

新見市高尾2477-1 (0867)72-8917 菓子

㈱さつき屋 新見市金谷1165番地2 (0867)72-2177 菓子

宮本工業㈱ 新見市西方4157 (0867)72-0732 支払代金

あしん中央観光バス 新見市哲多町宮河内95 (0867)96-2059 貸切バス

平田畳店 新見市新見808-1 (0867)72-0777
新畳・表替・裏返し・上
敷

杉岡建設㈱ 新見市新見368-4 (0867)72-0615
土木・建築修繕、住宅リ
フォーム

石本履物店 新見市新見968 (0867)72-0761 ケミカルヘップ他

㈲森永クリーニング 新見市高尾2477-1 (0867)72-3910 衣類



えがわ 新見市西方435 (0867)72-0523 化粧品

カツマル醤油醸造㈱ 新見市新見854 (0867)72-2251
昔しょうゆ、こいくち、
うすくち、その他

阿新農業協同組合
（市内全店舗）

新見市高尾2423 (0867)72-3131

肥料・農薬・飼料・生産
資材・自動車・農機具・
燃料・日用品・衣料品・
電気製品・食品・レスト
ラン

㈲大原観光果樹園 新見市草間1204 (0867)74-3202
果物・野菜・食料品・菓
子・飲料水・その他

いんでいら 新見市高尾2477-1 (0867)72-1808 飲食

㈲石蟹商事 新見市石蟹116番地5 (0867)76-1141 LPガス・燃料灯油

ワッツ新見店
新見市正田433-6
サンパーク新見内

(0867)71-2633 １００円均一雑貨

 相互車輌　㈱ 新見市石蟹80-1 (0867)76-1100 車

㈱自光モータース 新見市石蟹248番地1 (0867)76-1101 車

㈱ワークステーション 新見市石蟹94 (0867)76-1779 パソコン及び周辺機器

家元電器㈱ 新見市新見1405 (0867)72-2393 家電製品

ウエルシア新見高尾店 新見市高尾789-1 (0867)71-2677
医薬品・化粧品・雑貨・
食品

家具のおち 新見市新見928 0868-28-1811 家具・インテリア

美容室　Feel 新見市西方42番地 (0867)72-4384
美容業に準ずる施術又は
商品

カメラのキタムラ
サンパーク新見店

新見市正田436-6
サンパーク新見

(0867)72-5861
カメラ・プリント・アル
バム用品

ローソン新見正田店 新見市正田94-1 (0867)72-3213 食料品・日用品

黒川商店 新見市草間7851-1 (0867)74-2017 牛乳・パン・加工品等

㈱ヤマダ電機
テックランド新見店

新見市正田433-6 (0867)72-6565
家電製品及びリフォーム
関連

おぐら電器 新見市新見1599-2 (0867)72-5394 家電販売

陶新堂㈱ 新見市高尾2460-5 (0867)72-1668
カタログギフト・洗剤・
食品・繊維その他

マルナ電化 新見市新見793-2 (0867)72-5406 電化製品

アタック新見店 新見市高尾2480-19 (0867)71-2220 作業服・作業用品

サチ理容院 新見市高尾1960-8 (0867)72-4148 整髪・カット・毛染め他

ぽぱい 新見市新見318-9 (0867)72-0345
カレー・ラーメン・丼
物・うどん・ちらし寿し
他

さくら薬局　新見店 新見市新見820 (0867)72-1591 医薬品他

さくら薬局　大佐店 新見市大佐小阪部1464-3 (0867)98-3770 医薬品他

御食事処　詩葉譜 新見市高尾2457-1 (0867)72-5292 軽食喫茶

ファミリーショップ　きくや 新見市高尾2481-8 (0867)72-1118 婦人服・婦人靴・小物他

ナンバ時計店 新見市大佐小阪部1391 (0867)98-3489
時計・メガネ・貴金属・
文房具

CHOCO'Sカフェ　Fuku 新見市上熊谷3519-23 (0867)88-8050
チョコレート・菓子・ド
リンク・スイーツ・ホッ
トサンド等

華佛 新見市新見1025-11 (0867)72-9101 仏具・神具用品



仲西時計店 新見市西方45-4 (0867)72-0503 時計・メガネ

そうごう薬局　新見店 新見市高尾2292-1 (0867)71-2151 ＯＴＣ商品・医薬品など

ローソン新見　日ノ出町店 新見市新見716-1 (0867)71-5001 食品・日用雑貨他

中村建設㈱　新見支店 新見市哲多町本郷633番地1 (0867)96-3600 住宅リフォーム工事他

㈱井倉洞 新見市井倉409番地 (0867)75-2224 観光券・お土産・飲食

ローソン新見長屋店 新見市長屋332-1 (0867)76-1850 酒・たばこ・食品・雑貨

ローソン新見駅前店 新見市高尾2465-12 (0867)71-0811 酒・たばこ・食品・雑貨

ローソン新見高尾店 新見市高尾2190-1 (0867)72-1315 酒・たばこ・食品・雑貨

ポプラ新見正田店 新見市正田315-1 (0867)71-0215 酒・たばこ・食品・雑貨

㈱二鶴堂 新見市金谷977-1 (0867)72-1343
印刷全般・ホームペー
ジ・動画制作

阿新薬局　インター店 新見市高尾792-7 (0867)72-7171
調剤・医薬品・食品・日
用品

阿新薬局　高尾店 新見市高尾2488-11 (0867)72-6088
調剤・医薬品・食品・日
用品

阿新薬局　駅前店 新見市西方436-3 (0867)71-0017
調剤・医薬品・食品・日
用品

下木酒店 新見市西方4155 (0867)7２-0219 酒・醤油

松本商店 新見市大佐小阪部１３７３ (0867)98-2292 衣料品

青柳本舗 新見市新見９１９ (0867)72-0359
洋菓子・和菓子・土産物
品

有限会社　大沢農機商会 新見市高尾３６０ (0867)72-0651 農業機械

ながお電器 新見市高尾2457-14 (0867)72-0804
電化商品・住宅設備商
品・サプリメント

道の駅　鯉が窪 新見市哲西町矢田３５８５－１ (0867)94-9017 一般小売

エイト・プラザ　池田屋商店 新見市大佐小阪部２４４６－１３ (0867)98-2872 衣料品

いくま石油 新見市哲西町矢田４５２－１ (0867)94-2033 各種石油製品

新見堂薬局 新見市新見９８８ (0867)72-0372
保険調剤・医薬品・健康
食品

新見千屋温泉　いぶきの里 新見市千屋花見１３３６－５ (0867)77-2020 レストラン・売店他

(有）ささきストアー 新見市哲西町矢田３５６５－５ (0867)94-2408 食品・日用品

有限会社　井山商店 新見市大佐小阪部２５６１－２ (0867)98-2151
ガソリン・軽油・灯油・
混合油（油類）

(有）カネコクリーニング店 新見市新見９１７－１ (0867)72-0362 クリーニング

福島商店 新見市大佐田治部１６７９－３ (0867)98-4477 酒・食品・小売・小売業

株式会社　米見 新見市哲西町大野部４９４５ (0867)94-2360
お米・惣菜・お餅・コン
ニャク

山佐産業株式会社
事務機・外商

新見市高尾２４７４－１４ (0867)71-2201 消火器・カラーコピー他

山佐産業株式会社
新見セントラルＳＳ

新見市高尾２４８０－８ (0867)72-2231 燃料他

山佐産業株式会社
セルフアシンＳＳ

新見市新見３０４－２ (0867)72-5225 燃料他

山佐産業株式会社
新見インターＳＳ

新見市高尾６９６－１ (0867)72-0974 燃料他



グランドホテル　みよしや 新見市高尾２４５６番地 (0867)72-1131 宿泊・飲食など

北備自動車修理工場（有） 新見市大佐小阪部２７６２－１ (0867)98-2128
自動車・自動車用品・部
品

(株）伯備 新見市西方４６９－１ (0867)72-3125 飲食品

有限会社　豊田 新見市大佐田治部３０１２－１ (0867)98-3584
土木・建築・上下水道工
事

安藤衣料品店 新見市大佐小阪部１４５９－３０ (0867)98-2468 衣料品・資生堂化粧品

植田鉄工所 新見市大佐小阪部２４９８ (0867)98-2706 農業機械

有限会社　池田石油 新見市大佐田治部３０－１ (0867)98-2653 石油製品全般

田中実業株式会社 新見市正田２７０番地 (0867)72-8555 石油製品・LPガス

さくらメディカルサービス
新見営業所

新見市新見７１４－３ (0867)71-0661
福祉用具・介護用品・医
療機器等

お食事処　ももや 新見市大佐小阪部２４４５－６ (0867)98-2873 食品

有限会社　大森車輌 新見市哲西町畑木５６９番地１ (0867)94-2308 自動車修理、販売


