
（順不同）

No 参加店舗 所在地 品目・業態 サポート内容 電話番号 備　考

1 広瀬屋 関市倉知　MAGO本館2F 呉服・和装 5％割引（加工代・セット価格商品は除外） 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

2 ワコールガーデン 関市倉知　MAGO本館2F ワコールショップ（ｲﾝﾅｰ） 10％割引（一部除外品あり） 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

3 メガネの愛眼 関市倉知　MAGO本館2F メガネ
フレーム・レンズ・サングラス  さらに5％割引
（他の割引企画との併用は不可）

21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

4 くすりの共立 関市倉知　MAGO本館1F 医薬品・健康食品 医薬品・健康食品5％割引（他の割引企画との併用は不可） 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

5 エフコルメ 関市倉知　MAGO本館1F 雑貨 5％割引（一部除外品あり） 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

6 コミカルハウス 関市倉知　MAGO本館2F 本・CD・DVD 500円以上お買い上げで人気映画グッズ進呈 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

7 ルシス 関市倉知　MAGO本館2F 天然石アクセサリー ルシスカード（入会無料）のポイント2倍 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

8 オンデーズ 関市倉知　MAGO本館2F メガネ メガネ一式、サングラス5％割引 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

9 ファインフォート 関市倉知　MAGO本館1F 写真・貴金属買取り デジカメプリント10％割引（他のサービスとの重複不可） 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

10 エステール 関市倉知　MAGO本館1F 宝飾 5％割引（特別商品除外） 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

11 ヒマラヤ 関市倉知　MAGOスポーツ館2F スポーツ用品
【団員のみ】5％割引（他の割引企画・値引企画との併用不可）
（日替商品・数量限定商品・本・DVD・加工代・修理代は除外）

21-2177 ※団員本人のみ

12 れすとらん　四六時中 関市倉知　MAGO本館1F レストラン 10％割引（他の割引との併用は不可） 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

13 セガワールドソニックタウン 関市倉知　MAGOシネマ館2F アミューズメント メダル貸出枚数 プラス50％ 21-0200(ﾏｰｺﾞ代表)

14 シネックスマーゴ 関市倉知　MAGOシネマ館1F 映画館
【団員のみ】①通常料金1,800→1,600円
   　　　　（他の割引との併用は不可）

21-0200(ﾏｰｺﾞ代表) ※団員本人のみ

15 倉知温泉　マーゴの湯 関市倉知　MAGO 温浴
通常料金　平日　670円→620円 ・ 土日祝　770円→670円
（他の割引との併用不可）

21-4126

16 ㈲ベルホワイト 関市本町5丁目3 家電 当店販売価格表示より5％引 22-0440

17 めん処　尾藤家 関市肥田瀬2734 うどん・そば 【団員のみ】すべてのメニュー　一品100円引き 24-0333 ※団員本人のみ

18 まぶち・マブチストアー 関市富之保4035-1 料理・仕出し・食料品 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3126

19 漆畑商店 関市富之保2099-3 ガス器具 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3158
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No 参加店舗 所在地 品目・業態 サポート内容 電話番号 備　考

20 元祖　昭和軒 関市富之保2981-3 和菓子 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2085

21 土屋豆腐店 関市富之保4298-2 豆腐 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3135

22 土屋ふとん店 関市富之保4598 寝具 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3143

23 和菓子工房　石はら 関市富之保2831-2 和菓子 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3787

24 栄屋豆腐店 関市富之保2820-5 豆腐 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2786

25 西部商店 関市富之保2814-1 酒類・食品・雑貨 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3108

26 ファッションステージはやし 関市富之保2734-2 衣料品 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3100

27 カラオケ・アイドル 関市中之保4040 カラオケ お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3618

28 一松亭 関市中之保4451-3 いのしし料理店 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2661

29 マスヤ 関市中之保4468-2 菓子・雑貨小売 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3026

30 お食事処　まねき 関市中之保5424 飲食店 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2144

31 白百合美容院 関市中之保5707-1 美容院 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2727

32 ファッションストアー　コイケ 関市中之保6274-2 衣料品・酒類・タバコ お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3003

33 関むぎパッションフルーツ組合 関市中之保6274-2 食品 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3003

34 (有)家電サポートさかい 関市下之保2355-1 家電 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3112

35 道の駅平成　売店 関市下之保2503-2 特産品販売 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3750

36 平成　福楼 関市下之保2503-2 喫茶・軽食 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3772

37 ㈱こぶし街道 関市下之保2503-2 喫茶・軽食 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3004

38 篠田自転車店 関市下之保2652-3 自転車店 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3466

39 打田商店 関市下之保2781-1 衣料品 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2626

40 丸登屋(有) 関市下之保2932-2 料理旅館 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2005

41 CUT SPACE 　KATO 関市下之保2828-1 理容・美容 お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-2888

42 ㈱みね家 関市下之保2707-2 飲食店 代金支払い時、3％還元サービス 49-2069

43 スーパーマルマン 関市富之保4061-1 食品・酒類・タバコ お買い上げ時、平成ポイントカード　ポイント2倍プレゼント 49-3111

44 関市総合体育館温水プール 関市若草通2丁目1 プール 【団員のみ】　利用券1人1回400円→100円 23-7766 ※団員本人のみ

45 中池市民プール 関市塔ノ洞3885-1 プール 【団員のみ】　使用料1人1回310円→100円 24-0214 ※団員本人のみ



No 参加店舗 所在地 品目・業態 サポート内容 電話番号 備　考

46 関市武芸川健康プール 関市武芸川町八幡1535 プール 【団員のみ】　利用券1人1回400円→100円 45-0133 ※団員本人のみ

47 関市板取川温泉バーデェハウス 関市板取4175-9 温泉 【団員のみ】　使用料1人1回600円→500円 0581-57-2822 ※団員本人のみ

48 関市武芸川温泉ゆとりの湯 関市武芸川町八幡1558-7 温泉 【団員のみ】　使用料1人1回600円→500円 45-3011 ※団員本人のみ

49 関市上之保温泉ほほえみの湯 関市上之保477 温泉 【団員のみ】　使用料1人1回600円→500円 47-1022 ※団員本人のみ

50 ㈱八神屋　洋品店 関市本町1丁目10 洋品
スタンプ　フ・フ・フカード ポイント3倍サービス、
又は消費税サービス

22-2108

51 ヨサ・パーク　はつらつ 関市本町7丁目15 リラクゼーション 初回通常3,000円→2,000円　　2回目以降2,800円 24-5795

52 レディスショップ　コモリ 関市本町6丁目8 洋品 服のリフォーム5％引き 23-2250

53 マルコ手芸店　関店 関市本町4丁目22 手芸 会員価格でお買い物できます 22-0341

54 橋本屋精肉店 関市美和町10 肉 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-0334

55 足立米穀店 関市美和町1 米
精米5kg以上お持ち帰りのお客様
◎100円キャッシュバック

22-0176

56 ファッションジュアン 関市西町25 洋品　婦人服 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-7995

57 ㈲若竹中華飯店 関市出来町7 飲食店 団員又家族の方と食事をされた人全員の食事代を3％OFF 22-1837

58 和菓子処　関市虎屋 関市本町7丁目25 和菓子 和菓子をプレゼント 22-0302

59 平賀屋 関市本町4丁目11 文具　事務用品 一般文具10%OFF 22-0441

60 ヒサヤ本店 関市本町8丁目14 洋品 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-0534

61 川島書店 関市本町7丁目7 本 買い物の値引き（少々）いたします 22-1577

62 ブティック　カネサン 関市本町7丁目27 洋品 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-0237

63 ㈲山田電機商会 関市本町7丁目10 電気製品 当店売価より多少値引きいたします 22-1108

64 ㈲北川硝子店 関市本町8丁目5 額 額等の特別値引き（硝子・サッシ等は別） 22-2046

65 タルヤ雑貨店 関市本町6丁目23 雑貨
毎週月曜日のみ　スタンプ　フ・フ・フカード
ポイント2倍サービス

22-0061

66 長尾仏壇店 関市大門町2丁目19 仏壇
・仏具等お手入れ　ダスタークロスサービス
・試供線香箱入サービス

22-3424

67 ファミリーショップ　マルヘイ 関市大門町1丁目12 食料品
1,000円以上お買い上げの方、スタンプ　フ・フ・フカード
ポイント2倍サービス

22-0397

68 大門精肉店 関市大門町2丁目17-2 肉 1,000円以上お買い上げの方、特製!!豚味付レバー1袋サービス 22-0433



No 参加店舗 所在地 品目・業態 サポート内容 電話番号 備　考

69 ブティック　タジマ 関市大門町3丁目11 洋品
【団員のみ】お買い上げいただいた団員の方には
利用価値の高い素敵なプレゼントを進呈いたします

22-0132 ※団員本人のみ

70 ねりや模型店 関市本町2丁目9 おもちゃ（模型） スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-3373

71 ㈱小島電業 関市本町3丁目4 電気製品 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-0779

72 (資)浅野屋呉服店 関市本町3丁目28 呉服 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント5倍サービス 22-0558

73 ㈲中七硝子店 関市本町3丁目14 硝子 全商品5%引き（店売りのみ） 22-0417

74 ㈲みさき装飾 関市本町1丁目12-1 インテリア スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-5454

75 ㈲大野屋 関市本町2丁目17 衣料品 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-0399

76 松前屋薬局 関市本町4丁目6-2 薬 スタンプ　フ・フ・フカード　ポイント2倍サービス 22-0471

77 ㈲イナータス・フェスタ 関市大門町2-9 化粧品　スキンケア お手入れを無料でいたします 22-1658

78 河上薬品商事㈱　ハローヘルス東新店 関市東新町6丁目333-6 薬　食料品　日用品 5%割引（一部除外品あり） 22-9972

79 洞谷書店 関市伊勢町2 本
月ぎめ商品等配達いたします。
また、大量注文時には別途相談にのります。

23-1181

80 美容院みき 関市上之保18462-2 美容院 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2386

81 田口正直堂 関市上之保18703-2 雑貨 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2396

82 加藤ふとん店 関市上之保15874 布団 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2112

83 富久屋商店 関市上之保15436 雑貨 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2057

84 藤村電器商会 関市上之保15436 電化製品・雑貨 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2057

85 朝日液化ガス 関市上之保15351-1 ガス かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2058

86 栄屋 関市上之保15170 和食 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2010

87 青山美容院 関市上之保13738-2 美容院 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2045

88 理容若冨久 関市上之保13701-1 理容 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2047

89 釣月 関市上之保15137-2 和食 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2003

90 フジムラ理容院 関市上之保15133-2 理容 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2125

91 波多野オートサイクル 関市上之保15035-2 二輪・四輪販売 修理 整備 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2062

92 珈琲すずらん 関市上之保13350-1 喫茶・軽食 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2213
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93 しらゆり美容室 関市上之保15016-6 美容院 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2144

94 はたの理容院 関市上之保15016-2 理容 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2061

95 ㈱ハートランドかみのほ 関市上之保14847-1 特産品販売 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2428

96 熊沢自動車 関市上之保968-1 自動車販売・修理・整備 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2628

97 小森商店 関市上之保10408 雑貨 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2517

98 エミ美容室 関市上之保1082-4 美容院 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2140

99 大藪石油店 関市上之保1906-1 燃料 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2035

100 森下屋 関市上之保2029 雑貨 かみのほカード会　ポイント2倍サービス 47-2032

101 津保川長瀬 関市神野1578 釣具・雑貨・食料品
通常、1,000円お買い上げ毎に１ポイント（10点で1,000円分の金
券）のところ、カード提示で1ポイントプラスします。

29-0302

102 佐野カイロプラクティック院 関市千疋北1丁目13-13 カイロプラクティック 施術料金（初回5,000円、次回以降4,000円）を一律3,000円 090-3454-0247

103 麺割烹　大黒船 各務ヶ原市蘇原青雲町3-21 飲食店
昼　ドリンクサービス
夜　10％OFF

058-372-2525

104 呑み喰い処　にしき 関市西本郷通７丁目11-5 飲食店 代金支払い時、5％OFF 22-3703

105 一楽　関店 関市山王通2丁目2-30 飲食店 一組に一皿枝豆サービス 23-1721


