
令和３年６月２２日現在
【飲食店】 【宿泊業】 【製造業・卸】
そば処 風庵 上野地 民宿 杉の原 谷瀬 中山家具製作所 谷瀬
スプルース 上野地 民宿 香 風屋 山天じゃあよ 山天
レストランたにせ 上野地 民宿 津川 風屋 放牧鶏卵 杉清
お食事処　藤井 上野地 農家民宿 山本 内野 川津製材所 川津
丸新食堂 川津 農家民宿 政所 五百瀬 KIRIDAS 山崎
デコイ 小井 民宿 ますや 川津 木刻屋 山崎
お食事処　むさし 武蔵 十津川荘 武蔵 MURAO 山﨑
山ぎく 小原 やど湯の里 武蔵 山もん企画 小原
パール 小原 民宿 中村屋 武蔵 ふれあい朝市 小原
尾張屋 小原 湯乃谷 千慶 武蔵 大野川養魚場 大野
居酒屋 燈縁 小原 民宿 かたやま 小原 十津川じびえ塾 高滝
レストラン ココット 小原 民宿 吉本屋 折立 寒川木材 折立
太良福寿司 平谷 民宿 千景 込之上 にこにこ農園 込之上
栄山 平谷 湖泉閣吉乃屋 平谷 福屋利久 平谷
ドライブイン長谷川 平谷 植田屋 平谷 西川朝市の会 平谷
ピット 平谷 田花館 平谷 岩本工房 平谷
茜 平谷 ゑびす荘 平谷 ノブちゃんのお店 平谷
よろずや 平谷 平谷荘 平谷 東製材所 谷垣内
ラーメン輝 平谷 ホテル昴 平谷 十津川食品 那知合
フレンズ 平谷 ㈱十津川観光ホテル山水 平谷 (有)十津川深瀬 重里
レストラン石楠花 平谷 民宿 松乃家 平谷 上湯川きのこ生産組合 上湯川
ひだまりカフェ 平谷 民宿 やまとや 平谷 みやび農園 上湯川
喫茶あむあむ 平谷 行者民宿 太陽の湯 平谷 とつかわ水産 出谷
十津川木もれ日 重里 (有)神湯荘 出谷 【医療・療術】
年輪 重里 【燃料販売・給油所】 上野地診療所 上野地
食堂瀞ホテル 神下 上野地石油 上野地 小原診療所 小原
【小売店】 藤村商事㈱ 野尻 中川医院 平谷
平岡商店 上野地 二村石油 小原 下西歯科医院 平谷
つり橋の郷 上野地 (有)上家石油 折立 療術二村 小原
今川商店 川津 十津川石油㈱ 平谷 家庭物理療法院マルタ 込之上
和田商店 武蔵 山本燃料店 平谷 北村鍼灸院 込之上
ＪＡなら十津川村 武蔵 東商店 平谷 湯元郷治療院 平谷
道の駅 十津川郷 小原 【自動車関係】 【サービス等】
林商店 小原 藤村オート㈱ 野尻 十人十旅 上野地
中垣商店 高滝 上中自動車整備工場 込之上 NKGインフォテック 湯之原
㈱井戸商店 折立 乾モータース 平谷 カラオケLAJITTO 小原
小西金物店 折立 小川モータース 平谷 (有)カエデ工業 小原
玉置商店 折立 (有)榊本モータース 平谷 玉置建材 小原
ミヤマ山草園 込之上 ㈱キクヤ・オートラボ 平谷 DAISY中垣 高滝
たまちゃん 込之上 小林モータース 西中 坂口司法書士行政書士事務所 折立
日高屋酒店 平谷 岡本自動車 上湯川 進行クリーニング店 込之上
東コタカ商店 平谷 【理美容】 明和電設 込之上
ふくおか商店 平谷 ヘアーサロン中島 上野地 当仲建材店 込之上
日高屋本店 平谷 美容とおく 上野地 ミナワ保険 込之上
ウエムラ 平谷 理容ナカ 風屋 当仲建材店 込之上
中上商店 平谷 理容バーリー 平谷 冨戸野建材 込之上
スーパーヤマイチ 平谷 ヘアーサロンArts 平谷 大玉カメラ店 平谷
新谷無線商会 平谷 それいゆ美容室 平谷 小川板金 平谷
とらや薬店 平谷 タマキ理容店 平谷 もちもち工房 平谷
西岡商店 平谷 美容ナチュレ 平谷 未生流笹岡華道教室・京風着付教室 平谷
田上商店 永井 【福祉サービス等】 虹色キャンバス 平谷
小湊商店 本宮町 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽十津川 折立 (社)美瀬 平谷
【温泉施設】 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ太陽十津川 折立 マネジメント力向上ミーティング 平谷
公衆浴場「滝の湯」 小原 十津川村社会福祉協議会 猿飼 (社)noad 竹筒
公衆浴場「泉湯」 武蔵 あきの里 平谷 十津川村の情報屋 谷垣内
公衆浴場「庵の湯」 平谷 ふれあいサロン太陽わらびお 平谷 亀順建材 七色
昴の郷温泉保養館「星の湯」 平谷 【キャンプ場・アウトドア】 司建材 小山手
南部老人憩の家浴場 平谷 あさひキャンプ場 旭 【タクシー】
昴の郷温泉プール 平谷 つり橋の里キャンプ場 谷瀬 三光タクシー㈱ 平谷

谷瀬つり橋オートキャンプ場 上野地 ※新規取扱店
空中の村 小川

地域の応援商品券「十津川村地域通貨 とつーか」取扱店一覧

【お問合せ先】十津川村役場産業課 ℡0746-62-0004　

お買い物は

ぜひ村内で!


