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令和2年8月14日現在
商店名 住所 電話番号 業種又は取扱商品名

有限会社ﾀﾏｷ 智頭520 75-0062 家電製品
矢部商店 智頭1800-1 75-0134 日用雑貨･酒類

有限会社梶川商店 智頭1710 75-0057 小売業
有限会社徳永食品店 智頭1640-1 75-0315 食料品店

まるふく 智頭1682 75-0121 衣料品店
ﾁｽﾞｽﾄｱｰ 智頭1682 75-0121 食料品店
下山書店 智頭1707 75-0117 書店

有限会社中村伊平商店 智頭1640-1 75-1816 小売業
中田靴専門店 智頭1507-7 75-1720 靴店

御菓子司 常磐堂 智頭1514-12 75-0048 御菓子
有）ｶｼﾞｶﾜ 智頭1532 75-0105 衣料品店

ﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟにしお 智頭1507-5 75-0375 食料品店
ﾍｱｰｻﾛﾝ ｵｻｶ 智頭2604-56 75-0766 理容業

林新館 智頭1802-1 75-0122 飲食業
株式会社大阪屋 智頭1519 75-0246 小売業
合同会社あしづ 芦津408 75-0218 食料品店

八幡ﾀﾝｽ店 智頭1506-4 75-0313 ﾀﾝｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
みのり 智頭2094-10 75-3875 飲食業
夢屋 智頭1534-7 75-2641 飲食業

中西文具店 智頭1507-1 75-0256 文具店
株式会社智頭石油 智頭640-1 75-3511 石油販売（ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ）

有限会社中村伊平智頭宿SS 智頭41-1 75-3721 石油販売（ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ）
有限会社中村伊平恋山形SS 郷原53-1 75-1131 石油販売（ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ）

綾木商店 芦津323 75-2492 酒･たばこ･塩
讃岐堂表具店 埴師676-2 75-3837 障子･ふすま･掛け軸

ｽﾅｯｸ 路 埴師35-1 75-2115 ｶﾗｵｹ
和の輪智頭作業所 智頭1795-1 75-3886 ﾏｽｸ･ｱｰﾑｶﾊﾞｰ･石鹸

ばれっと三田 三田946-1 75-4701 菓子製造
有限会社ﾏﾙﾌｸ智頭店 山根141-1 75-2225 小売業

智頭町商工会 智頭2081-4 75-0039 ｻｰﾋﾞｽ業
智頭町観光協会 智頭67-1 76-1111 お土産品･雑貨

ｵｸﾞﾗ写真館 智頭633-1 75-0369 写真館
なか清 智頭1544-2 75-2001 飲食業

とっこ処 智頭2052-16 75-3228 飲食業
ふじおかｽﾄｱｰ 智頭746-7 75-0554 食料品店

おむすびころりん 福原19 71-0656 飲食業
田中文具店 智頭1514-8 75-0426 文具店

株式会社ﾊﾞﾝﾀﾞｲ 智頭1509-1 75-0004 ｷﾞﾌﾄ･お料理
遠藤時計電気店 智頭1507-8 75-0366 時計電気店

（有）前田雑貨店 智頭1678 75-0127 衣料品店
智頭町森林組合 智頭1918 75-0075 林業資材等

ﾀﾙﾏｰﾘｰ 大背214-1 71-0106 飲食業
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 智頭1795-1 75-0170 ｻｰﾋﾞｽ業

こだぬき亭 智頭1508 75-3100 飲食業
森の373（みなさん） 智頭739-3 090-9063-7946 飲食業

ﾊﾟﾝエ房ｱｲ 西谷689 0858-75-3281 飲食業
楽之（たのし） 智頭484 71-0634 飲食業

ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ智頭 郷原238 75-0181 林業資材等
梶屋 諏訪酒造蔵出直販部 智頭451 75-0618 清酒･食品等

智頭木材ﾊｳｽ産業 智頭2682-7 75-1121 建築用木材加工･焚物販売
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藤森商店 智頭1215-3 75-6121 建設資材
有限会社共栄自動車 山根151-2 75-1138 自動車修理･販売

うどん屋 智頭1642-37 090-9204-3380 飲食業
三輪治療院 智頭1695 080-5758-1400 鍼･灸 ･あん摩･指圧ﾏｯｻｰｼﾞ

中西木材株式会社 智頭1600-1 75-0028 木材販売業
株式会社大成自動車 智頭31-14 75-0615 自動車修理
株式会社ｶｰﾗｲﾌﾁｽﾞ 市瀬958-3 75-2727 自動車修理･販売

有限会社日ノ出ｻｰﾋﾞｽ 山根523-5 75-1818 自動車整備･修理
有限会社ﾔﾏｹﾝ 埴師35-11 75-3128 建築業

ちづ家具 埴師35-11 75-3128 家具小売業
ｲﾝﾃﾘｱ井上 智頭1140-2 75-1515 家具･ｲﾝﾃﾘｱ用品･寝具他
古田石油店 早瀬285 78-0148 石油販売（ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ）

有限会社智頭ｽﾎﾟｰﾂ 智頭708-2 75-0521 ｽﾎﾟｰﾂ用品･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
株式会社ｻｶﾓﾄ 山根520-1 75-0758 製材所･杉雑貨･家具など
やまもと運送 智頭1784-2 75-1318 運送業（宅急便･宅配便）

Hunts Kitchen 智頭1632-1 090-1882-8954 飲食業（ｷｯﾁﾝｶｰ）
美容室cheese 智頭1534 75-0278 美容業

寺坂畳店 智頭1516-1 75-0527 製造業
株式会社PLUS CASA 南方442 75-3670 建築業

ﾌｧｯｼｮﾝﾊｳｽ ｲﾜｼﾀ 智頭1668 75-0272 婦人服･子ども服･雑貨
山のﾌﾞﾗﾝ 埴師655 71-0332 飲食業

ちづの農家旬菜屋 智頭1775-2 71-0356 ﾌﾞﾄﾞｳ･ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ･白ﾈｷﾞ等農産物
札幌亭 智頭1632 75-1316 飲食業

あすなろ手芸店 郷原238 080-6118-6361 木製品
有限会社藤縄建具店 智頭1794 75-0006 木製建具製造販売
塚川建設株式会社 山根59-1 75-3321 建設業

ｽﾀｰ美容室 智頭1825-9 75-0493 美容業
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝなかの 智頭1535-15 75-3268 美容業

企業組合藍染工房ちずぶるー 智頭472-1 75-3630 藍染製品（小物･服飾･ｲﾝﾃﾘｱ）
理容 ﾖﾈｲ 智頭658-10 75-0706 理容業

森のｶﾞﾚｰｼﾞｷﾉﾋﾞ 智頭1815-12 090-6203-7029 ﾌｨｯﾄﾈｽ
油屋 智頭1656 090-1015-8905 ﾜﾝｺｲﾝ占い

野原のｶﾌｪぽすと 早瀬271-3 090-5252-6697 飲食業
くりのみ学級 福原19 080-6317-1722 洋菓子製造

おしゃれﾊｳｽやよい 智頭1945-7 75-3504 美容業
會州堂 山根119 75-2228 漆器等小売

縁ENｶﾗｵｹ＆ｽﾅｯｸ 智頭2052-16 090-7997-0300 飲食業
塩田屋旅館 智頭465 75-0032 飲食業
安里伐採 南方480-3 070-3533-2822 木の剪定･特殊伐採

ﾔﾏﾙﾎﾞ 早瀬365-2 090-5331-5671 ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾁﾗｼ･ﾎﾟｽﾀｰ･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ)
中村建装 智頭57-1 75-1213 建築業

和佳 市瀬1947 75-3017 飲食業
株式会社 健美堂 智頭1893-4 75-1793 小売り･介護用品全般
塩屋出店 たけよし 智頭545 090-7136-3294 飲食業

小椋生花店 智頭2070-2 75-0690 生花販売
さつき美容院 智頭708-1 75-0390 美容院
YANAGIYA 智頭1531 飲食業

アカゲラブックス 岩神48-2 090-7638-2908 書籍
sammy's kitchen 野原26-1 080-4552-7070 飲食業

みたき園 芦津707 75-3665 飲食業
ノミとカンナ 智頭1828-1 070-4398-1326 木工業･木のおもちゃ

lore+needes(ﾛｰｱﾝﾄﾞﾆｰﾄﾞﾙｽﾞ) 新見180 080-3876-8738 革小物製造販売


