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ジャンル 店舗などの住所 電話番号 応援券利用特典など 営業時間など

AUTO HOUSE 2010 中・小 その他 関市武芸川町八幡644 0575-46-2010 9:00～18:00

AUTO CAMPING TACランド　いたどり 中・小 宿泊 関市板取3693-3 0581-57-2200 応援券利用のお客様は施設利用料1泊分10％off

AOKI 美濃関店 中・小 買い物 関市小瀬字北目貫橋2768 0575-21-4088 応援券利用で10％off
10：00～20：00、10：00～19：00（12/31、
1/1）

Beauty style Y'S 中・小 その他 関市緑ケ丘2-5-40 080-4532-0957 キッズギフトプレゼント 9:00～22:00、（日曜日 9:00～12:00）

Bonita 中・小 その他 関市東新町2-74-15 0575-23-6920 9:00～18:30

CONST 中・小 その他 関市迫間777-4 0575-46-9206
住宅改修工事をしていただいた方クオ・カード1,000円分プレゼン
ト

9：00～17：00

CRAM BON 中・小 買い物 関市西本郷通4-5-17 0575-29-3533 ベーカリー1,000円につき50円off 7:00～18:00

Eyewear shop ami 中・小 買い物 関市下有知397-2 0575-23-8554 クリーナー１本プレゼント 10:00～20:00（火曜定休）

Hair Do　タナカ 中・小 その他 関市本町8-29 0575-22-0754 １０％off 9：00～17：30

MATSUYA 中・小 買い物 関市山田1353-3 0575-28-5220 粗品プレゼント 10:00～19:00

POLA エステサロン イヴ 中・小 その他 関市片倉町1-44 0575-22-2303
ベビーベッド、キッズスペース有。応援券利用でボディエステチ
ケット（背中か脚）又は化粧品のサンプルプレゼント。

10：00～17:00（要予約）

ulus hair 中・小 その他 関市下有知1185-4 0575-24-5060 9：00～20：00（毎週月曜、第2・4火曜定休）

味どころ 中むらや 中・小 飲食 関市寿町1-4-5 0575-23-9004 17:00～22:00

アリオ エ オリオ 中・小 飲食 関市春里町2-3-15 0575-24-0978 9:00～14:00、17:30～21:30

鮎川 中・小 飲食 関市洞戸栗原215-1 0581-58-8168
10:00～20:00（7～9月）、10:00～18:00
（5,6,10,11月）

あおい自動車 中・小 その他 関市大杉591-4 0575-22-1230 エンジンオイル交換50％off 8:30～18:30

アイミヤ自動車 中・小 その他 関市武芸川町八幡391 0575-46-2100 9:00～18:00

旭川ラーメン　丑太郎 中・小 飲食 関市星ケ丘10-20 0575-24-3619
11：00～14：00、17：30～21：00（月曜定
休）

鮎や 中・小 飲食 関市洞戸阿部1522-3 0581-58-2099 コース料理でご予約のお客様は川床席をご用意します。
10：30～15：00（冬期以外売切れ次第）、
11：00～13：00（冬期）（不定期休）

田舎料理 しゃくなげ 中・小 飲食 関市板取1591-4 0581-57-2011 子供向けドリンク1杯 11:00～14:00、17:00～21:00

板取川温泉組合　ヤウゼハウス 中・小 買い物・飲食 関市板取4177 0581-57-2033 食事された方に里芋コロッケサービス 11:00～17:00（水曜定休）

板取川洞戸観光ヤナ 中・小 飲食 関市洞戸小坂1712 0581-58-2217
食事をされたご家族の小学6年生以下のお子さんに魚のつかみ取り
サービス

10:00～18:00（7～８月）、10:00～17:00（4
～6、9～10月）、10:00～14:00（11月）

井上薬局 中・小 買い物 関市小瀬南2-7-1 0575-22-1005 漢方について相談ください。 9:00～19:00

板取川温泉 バーデェハウス 中・小 その他 関市板取4175-9 0581-57-2822 10:00～21:00（11月～3月　10:00～20:00）

稲葉電機産業 中・小 買い物 関市本町1-21 0575-22-2047 くじ引きでおみやげプレゼントします 9:00～19:30

ウラタ薬局 中・小 買い物 関市鋳物師屋3-2-7 0575-24-0016 ドリンク1杯無料 10:00～18:00

ウラタ薬局 仲町店 中・小 買い物 関市仲町121-3 0575-46-8256 ドリンク1杯無料 9:00～19:00（木・土　9:00～17:00）

うまい膳処 神楽 中・小 飲食 関市仲町5-39 0575-25-0335 バラエティに富んだ料理をご堪能ください。 11:00～23:00

ウエハラメガネ 中・小 買い物 関市片倉町1-78 0575-24-2153
育児中、色々なハプニングで型崩れや破損してしまったメガネの修
理を承ります

10:00～19:00

エデン 中・小 飲食 関市武芸川町八幡1241 0575-46-2982 5％off 11:00～22:00

恩田 橋本屋薬局 中・小 買い物 関市武芸川町宇多院1261-2 0575-46-2001 8:30～19:00（土 8:30～13:00）

大野屋 本店 中・小 買い物 関市本町2-13-1 0575-22-0399 STAMP フ・フ・フカードポイント３倍 10:00～20:00

オゼ薬局 中・小 買い物 関市小瀬2034-2 0575-23-1362 8:00～19:00

オーガキヤ花店 中・小 買い物 関市本町1-14 0575-22-1090 1,000円以上のお買い上げで5％off 8:00～19:00

小川サービス 中・小 その他 関市西欠ノ下68-3 0575-24-1181 7:00～20:00（日曜　8:00～17:00）
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大藪石油店 中・小 その他 関市上之保1906-1 0575-47-2035 初回のみ撥水コート洗車50％offチケットプレゼント 7:00～19:30（土曜日 7:00～19:00）

恩田接骨院 中・小 その他 関市肥田瀬2755-5 0575-29-6780 1,000円券で酸素カプセル（45分）1回＋1回無料券プレゼント

神谷メガネ 中・小 買い物 関市本町2-5 0575-22-0131 10％off 9:00～19:00

家電サポート さかい 中・小 買い物 関市下之保2355-1 0575-49-3112 3％off 9:00～19:00（水曜定休）

かつ時 関店 中・小 飲食 関市西本郷通1-10 0575-24-3773 こだわりのポークを是非ご賞味下さい。 11:00～22:00

加藤ふとん店 中・小 買い物 関市上之保15874-1 0575-47-2112 8:00～18:00

カフェレスト ホダカ 中・小 飲食 関市武芸川町八幡1421-6 0575-46-2983 7:30～20:00

カネマツスポーツ 中・小 買い物 関市西町5 0575-22-4932 9:00～18:00

カットスタジオ Z-WAVE 中・小 その他 関市平賀町8-65 0575-23-4801 珈琲セルフサービス、毎週水曜日子どもサービスデー 300円off 9:00～19:00、土日祝日：8:00～18:00

カフェ・ダイニング アッシュ 中・小 飲食 関市稲口250-1 0575-36-4192 ディナータイムはプチアイスクリーム（人数分）サービス
8:00～15:00、17:30～22:00（土日祝日は8:00
～22:00）

貸衣裳　ひろ 中・小 買い物 関市本町1-5-3 0575-22-2191 10:00～18:00

上之保温泉ほほえみの湯 中・小 その他 関市上之保477 0575-47-1022 10:00～21:00（受付は20:30まで）

ガソリンスタンド　スマイル　しんかい 中・小 買い物 関市平和通2-3 0575-22-2456 応援券利用でガソリン・軽油を一般価格から3円値引き 7:00～20:00（日　7:00～18:00）

川嶋酒店 中・小 買い物 関市栄町1-5 0575-22-0464 体の臓器、腸に良い飲料水進呈 9:00～19:00

風のカフェ 中・小 飲食 関市池尻799-1 0575-24-7707
あだち珈琲の豆をオリジナルブレンドで提供します。　モーニング
には茶碗蒸しがつきます。

7：00～17：00（火曜定休）

岐阜県刃物会館 中・小 買い物 関市平和通4-6 0575-22-4941 5％off 9:00～17:00

木村住設 中・小 買い物 関市大平町3-21 0575-23-0264 9:00～18:00

きぢや薬局 中・小 買い物 関市本町1-8 0575-22-5649 9:00～20:00

岐阜バス 関旅行センター 中・小 その他 関市東桜町8-1 0575-22-0303 各種旅行手配 9:30～18:00（土 9:30～17:30　日祝定休）

岐阜バス 関ひがし旅行センター 中・小 その他 関市市平賀字鹿塚88（バロー関ひがし店内） 0575-25-2800 岐阜バスながら会ツアー、宿泊、各種旅行手配 10:00～20:00（日　9:30～20:00）

ギフト館林檎 中・小 買い物 関市鋳物師屋218-2 0575-23-7005 mama'sセレクトハンカチプレゼント 10:00～19:00

けいちゃん からあげ 食事 香月 中・小 飲食 関市志津野2672-1 0575-36-4678 たれは自家製!! 注文を受けてからしか作りません。 11:30～13:30、17:30～20:00（火曜定休）

軽食・喫茶　こぶし 中・小 飲食 関市下之保2503-2 0575-49-3004 1,000円券1枚につきアイスクリーム1つサービス 9:00～18:00（12月・1月　9:00～17:00）

コマトク 中・小 買い物 関市千年町1-12 0575-22-0963 サンプルカードプレゼント 8:00～18:30

米蔵 ヤマベイ 中・小 買い物 関市川間町33-7 0575-22-0699 お米1,000円ごとのスタンプ30個で1,000円をキャッシュバック 10:00～20:00（日曜定休）

珈琲屋 らんぷ 岐阜関店 中・小 飲食 関市竪切北21-2 0575-23-5565 さんかくトースト1つ無料 6:00～24:00

五二堂 中・小 買い物 関市大門町3-8 0575-22-0242 粗品進呈 9:00～19:00、（日曜定休）

小島電業 中・小 買い物 関市本町3-4 0575-22-0779 ペンライトプレゼント 9:00～20:00（日曜定休）

後藤石油店 中・小 その他 関市洞戸市場880 0581-58-2262 7:00～19:30、（祝日　7:00～19:00）

珈琲茶館　夢元亭 中・小 飲食 関市池田町53 0575-24-4682
日本中で夢元亭だけ　見て、美味しく楽しめる自慢の冷やし珈
琲！！

7:00～18:00（日・祝　7:00～17:00）

サクラ美容室 中・小 その他 関市上白金532 0575-28-2831 8:30～18:00

三田屋 中・小 買い物 関市小瀬2006-1 0575-22-2504 10:00～19:30

サークルＫ 関祭場店 中・小 買い物 関市倉知409-1 0575-21-1355

三和オート販売 中・小 その他 関市武芸川町八幡1155 0575-46-2227 9:00～19:00

サカキ薬品 中・小 買い物 関市西町12 0575-22-3188 8:00～20:00
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佐藤商店 中・小 買い物 関市志津野2651-1 0575-29-0007 オイル交換時ドリンクサービス　車内清掃 7:00～20:00（祝祭日7:30～17:00）

寝装のわた勇 中・小 買い物 関市明生町1-1-8 0575-22-2289 5％off 9:00～19:00（水曜定休）

シバタ 中・小 買い物 関市弥生町3-3-34 0575-22-3087
10:00～19:00（土曜 10:00～18:00）、（日・
祝日定休）

シノダ楽器 本店 中・小 買い物 関市山王通1-3-27 0575-22-5432 5％off（レッスン料を除く） 9:00～18:00

シノダ楽器 LM店 中・小 買い物 関市山王通1-3-27 0575-22-5432 5％off（レッスン料を除く） 9:00～18:00

しあわせリフォーム 中・小 その他 関市池田町150 0575-46-9358 ご来店された方（応援券対象の方）へキッチングッズをプレゼント 10:00～17:00

シャディ　イワシタ 中・小 買い物 関市市平賀458 0575-23-0075
カタログ掲載商品・店内商品30～5％引き。お買上げ金額に応じて
子育てお役立ちグッズプレゼントなど

10:00～19:00

シツノヤ米穀 中・小 買い物 関市西町4 0575-22-0017 粗品進呈 8:00～19:00

助産師の産前産後ケアつなぐ 中・小 その他 関市段下129-5 090-5780-5805 訪問利用で出産祝ミニプレゼント 9:00～16:00(平日のみ）

住まいる家電 うえむら 中・小 買い物 関市大門町1-5 0575-22-0561 9:00～20:00（水曜定休）

青協建設 中・小 その他 関市倉知3204-4 0575-22-3111 8:00～17:00

関自動車合同会社 平和通SS 中・小 その他 関市平和通5-9-6 0575-22-3011 現金会員価格にて給油 7:30～19:00（日・祝　8:30～18:00）

関運転代行 中・小 その他 関市小屋名1479-2 0575-28-4994 応援券利用で粗品プレゼント 19:00～1:30（金・土19:00～2:00）

田下石油店 中・小 その他 関市武芸川町八幡846 0575-46-2229

大門精肉店 中・小 買い物 関市大門町2-17-2 0575-22-0433 特製味付きレバー1袋進呈 9:00～19:00

タルヤ雑貨店 中・小 買い物 関市本町6-23 0575-22-0061 STAMP フ・フ・フカードポイント２倍 9:00～20:00

大映ミシン 中・小 買い物 関市貸上町52-1 0575-22-0705 新品の家庭用ミシン5％off、中古の家庭用ミシン3％off
9:00～18:00（定休日：日曜、祝祭日、第２土
曜）

中濃代行 中・小 その他 関市肥田瀬2542-3 090-5000-3356 19:00～26:00（時間外は要予約）

中華レストラン わかたけ 中・小 飲食 関市神明町1-2-10 0575-22-2887 11:00～22:00（日曜日 11:00～21:00）

津保川 長瀬 中・小 買い物・飲食 関市神野1578-1 0575-29-0302 1,000円以上お買い上げでドリンク又は釣り具の貸出しサービス 7:00～19:00（水曜定休）

手打ちうどん・そば処　喜家 中・小 飲食 関市孫六町10 0575-22-0095 1グループ食事代8％off 11:00～14:00、17:00～20:00

トヨタレンタリース岐阜 関店 中・小 その他 関市下有知4099-1 0575-21-0707
一部の車両を除き、基本料金20％off（クレジットカード支払いの
み割引併用可）

8:00～20:00（1/1～1/3は 9:00～17:30）

長良川パソコン 中・小 買い物 関市山王通7-8 0575-36-2322 10:00～19:00

ナカシマ理容院 中・小 その他 関市日ノ出町2-4-7 0575-22-5683 9:00～19:00

中之保給油所 中・小 その他 関市中之保5699 0575-49-3015 7:30～19:30、（祝日　8:00～18:00）

中喜金物店 中・小 買い物 関市本町2-25 0575-22-0318 カギと錠前のことならおまかせ下さい 8:00～19:00（土　9:00～19:00）

にぎりの徳兵衛 関店 中・小 飲食 関市仲町17-8 0575-23-6676 新鮮な魚を毎日心をこめて握っております。 11:00～22:00

人形の大峰 中・小 買い物 関市山王通1-3-21 0575-22-6313 応援券利用で名前入り木札プレゼント
10：00～18：00（夏期以外）、10：30～17：
00（夏期）

肉の華屋 中・小 買い物 関市緑町1-10-10 0575-36-5134 メニュー提案ができるお肉屋さんです。 10：00～17：30（不定休）

ネイチャーランド かみのほ 中・小 宿泊 関市上之保24642-1 0575-47-2023 5％off 8:00～17:00

熱烈一番亭 関南店 中・小 飲食 関市倉知字寺前607 0575-24-9938 5％off 11:00～23:30

ねりや模型店 中・小 買い物 関市本町2-9 0575-22-3373
地域随一の模型専門店です。圧倒的な商品知識であなたのホビーラ
イフをサポートします。

10：00～21:00（定休日：火曜）

ハヤシ 中・小 買い物 関市山王通1-6-1 0575-22-4101 9:30～19:00

パウメトウ おぜ418SS 中・小 その他 関市小瀬238 0575-23-8418 応援券利用可能時間　9:00～19:00

パウメトウ 緑ケ丘SS 中・小 その他 関市小瀬2823 0575-23-0123 応援券利用可能時間　9:00～19:00
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パウメトウ 東新SS 中・小 その他 関市東新町4-79-3 0575-22-0292 応援券利用可能時間　9:00～19:00

林モータース 中・小 その他 関市古屋敷町8-1 0575-22-1258 応援券利用でシートクリーニング10％off 9:00～18:00

ハーベストｃａｆｅ 中・小 買い物・飲食 関市洞戸黒谷135-1 090-2267-3159 9:00～17:00（月曜、火曜、第一水曜定休）

橋本屋精肉店 中・小 買い物 関市美和町10 0575-22-0334 STAMP フ・フ・フカードポイント２倍 7:00～18:00（日曜定休）

はっとり助産院 中・小 その他 関市倉知265-1 0575-29-7132 すてきな母乳育児を応援します。 9:00～16:00（土　9:00～12:00）

パン工房 神田屋 関店 中・小 買い物 関市弥生町3-1-15 0575-24-5981 10:00～19:30

ヒサヤ商店 中・小 買い物 関市本町8-14 0575-22-0534 9:00～20:00

美容室サナエ 中・小 その他 関市山田161-3 0575-28-2021 ぎふっこカード併用で5%off、ぎふっこカードプラス併用で3%off 8:30～18:00

尾藤家 中・小 飲食 関市肥田瀬2734 0575-24-0333 100円／名 off
11:00～14:30（年中無休、12/31～1/3は休
業）

美容室 しろう 中・小 その他 関市伊勢町18 0575-24-0521 9:00～17:30

平賀屋 中・小 買い物 関市本町4-11 0575-22-0441 消費税分サービス 9:00～18:30

美粧堂 中・小 買い物 関市本町1-20 0575-22-3375 フ・フ・フポイント２倍 10:00～19:00

ファミリーマート 関白金店 中・小 買い物 関市上白金964 0575-27-3850

フジケン土木 中・小 その他 関市上之保22783 0575-47-3121 5％off 8:00～17:00

ふる里農園美の関 中・小 買い物・遊ぶ 関市大杉567-10 0575-25-1588 9:00～17:30

ファミリーマート 関桜町店 中・小 買い物 関市東貸上53-5 0575-21-0023

ファミリーマート 関しもうち店 中・小 買い物 関市下有知1188-1 0575-21-5502

ふとんのヒダヤ 中・小 買い物 関市西町22-5 0575-22-0982 10％off、配達無料 10:00～19:00（日曜定休）

風土や。 中・小 飲食 関市板取400-1 090-4256-2956 じゃがいもドーナッツ9個以上お買い上げで1個サービス　5％off 8:00～16:00

ファミリーマート 関東福野町店 中・小 買い物 関市東福野町52 0575-21-2533

ブティック タジマ 中・小 買い物 関市大門町3-11 0575-22-0132 ハンカチプレゼント 10:00～17:00

ファミリーマート 武芸川店 中・小 買い物 関市武芸川町高野413-1 0575-45-0511

ファミリーマート 関迫間店 中・小 買い物 関市迫間2738-1 0575-21-0102

ファミリーマート 関広見インター東店 中・小 買い物 関市池尻1168-1 0575-21-2160

ファミリーマート 関小屋名店 中・小 買い物 関市小屋名字附溝848-1 0575-27-1251

ブルーム・ふるた 中・小 買い物 関市西旭ケ丘5-17 0575-23-3745 出産内祝い10％off 9:00～18:30

ファミリーマート 関倉知南店 中・小 買い物 関市倉知4341-1 0575-24-9558

ファミリーマート 関市西本郷通店 中・小 買い物 関市西本郷通5-4-2 0575-21-0281

ファミリーマート 関神野店 中・小 買い物 関市神野297-1 0575-20-0801

ファミリーマート 関市西田原 中・小 買い物 関市西田原字野田2258 0575-21-2560

ファミリーマート 武儀下之保店 中・小 買い物 関市下之保5132-1 0575-40-1551

ファミリーマート 関山田店 中・小 買い物 関市山田812-3 0575-27-0076

ファミリーマート 関広見インター店 中・小 買い物 関市広見1604-1 0575-21-3601

ファミリーマート 関円保通店 中・小 買い物 関市円保通1-57-2 0575-21-5015

ファミリーマート 関黒屋 中・小 買い物 関市黒屋887-3 0575-21-1190 哺乳ミルクのお湯を提供します。



店舗などの名称
利用可能
チケット

ジャンル 店舗などの住所 電話番号 応援券利用特典など 営業時間など

ファミリーマート 関千疋店 中・小 買い物 関市千疋296-1 0575-27-0816

ファミリーマート　関平成通店 中・小 買い物 関市平成通1-66 0575-21-7031

ファミリーマート　関倉知店 中・小 買い物 関市倉知3003-1 0575-21-7378

フランス菓子　パリ・ブレスト 中・小 買い物・飲食 関市巾3-34 0575-24-4330 理屈抜きでおいしい 9:30～20:00

ファミリーファッション いしはら 中・小 買い物 関市緑ケ丘1-2 0575-24-6007 10:00～20:00

プティ ラパン 中・小 買い物 関市山王通1-9-17 0575-23-6578 5%off 9:00～19:00

ファッションストアー コイケ 中・小 買い物 関市中之保6257-5 0575-49-3003 応援券利用で500円off 8：30～19：00（月曜定休）

フレイムス 中・小 その他 関市広見270-19 0575-23-8500 9：00～18：00（毎週月曜、第2・3火曜定休）

ヘアーサロン　しん 中・小 その他 関市桜本町2-13-2 0575-23-0469 9:00～19:00（土日　8:30～18:30）

ヘアーサロンｆ 中・小 その他 関市円保通2-5-8 0575-24-0749 9:00～17:00

ヘアーズ　ファイン 中・小 その他 関市市平賀372-4 0575-25-2838 9:00～19:00

洞戸新聞店 中・小 その他 関市洞戸市場856-1 0581-58-2016 9:00～17:00

まりやオート商会 中・小 その他 関市中之保4697-1 0575-40-3013 パパ・ママドリンク無料 9:00～18:00

マツオカ 武儀店 中・小 買い物 関市下之保2248 0575-40-1024 9:00～20:00

丸栄メガネ 中・小 買い物 関市吉本町14-1 0575-23-3561 眼鏡グッズプレゼント 9:00～19:00

孫六 中・小 飲食 関市平和通4-5-1 0575-22-0639 11:00～14:00、16:30～20:00

マクドナルド 関太平町店 中・小 飲食 関市大平町3-11-6 0575-22-1075 7:00～24:00

丸錦石油店 中・小 買い物 関市洞戸菅谷360-4 0581-58-2813 給油一回につきドリンク１本サービス 7:00～19:30

まさ治療院 中・小 その他 関市武芸川町跡部1069 0575-46-3702 10分間延長します。 9:30～20:30

マルヘイ 中・小 買い物 関市上之保15147 0575-47-2323 9:00～18:00、冬期 9:00～17:00

升清呉服店 中・小 買い物 関市富本町22 0575-22-0752 応援券利用で10％off 9:00～19:00

マルコ手芸店　関店 中・小 買い物 関市本町4-22 0575-22-0341 応援券利用で10％off（特価品を除く） 10:30～18:30（日曜定休）

マルエイ 関支店 中・小 その他 関市円保通2-39 0575-23-0515 8:40～17:40

まぶち・マブチストアー 中・小 買い物・飲食 関市富之保4035-1 0575-49-3126 けいちゃんのお店です。テイクアウトOK!! 9：00～19：00（月曜定休）

ミートショップ利久 中・小 買い物 関市上之保15010-2 0575-47-2131 100円未満off 8:30～18:30（冬期 9:00～18:00）

ミスタータイヤマン関 中・小 買い物 関市明生町1-1-1 0575-22-4515 来店された方にドリンク１本づつ 8:00～19:00

ミノシマ 中・小 その他 関市小瀬1789-1 0575-23-0596 平日限定!!　満タン給油で洗車機洗車サービス 7:30～19:30、日祝日は8:00～18:00

宮地石油 美濃関給油所 中・小 その他 関市栄町3-2-25 0575-22-4131 7:30～19:30（日、祝日は8:00～18:00）

宮地石油 カーエステ平和通 中・小 その他 関市相生町37 0575-22-0815 8:00～19:00（日、祝日は定休）

無痛整体・足つぼ フォレストベル 中・小 その他 関市東田原52 0120-21-5421
平日17:00までに限り、新規60分コース4,000円を2,980円、2回目以
降は全コース5％off

9:00～23:00

名神 美濃関店 中・小 買い物 関市池田町160 0575-23-6545 10:00～20:00

明林建材 中・小 買い物 関市迫間字大谷2557 0575-21-7211 配達料 1,000円off、サバ土1kgプレゼント 9:00～17:00

メロンファーム 中・小 飲食 関市西旭ケ丘6-8 050-7519-5840 セットメニュー注文でおまけつき 8:00～22:00

メガネ赤札堂　関店 中・小 買い物 関市山王通1-30-1 0575-23-6606 メガネ7,000本の大量陳列！ 10:00～19:30

餅松屋 中・小 買い物 関市洞戸菅谷644-2 0581-58-2610 9:00～16:00



店舗などの名称
利用可能
チケット

ジャンル 店舗などの住所 電話番号 応援券利用特典など 営業時間など

山竹自動車 中・小 その他 関市下有知1519 0575-23-1755 応援券利用分5％off 8:00～19:00

焼肉 山水苑 中・小 飲食 関市西本郷通1-8 コーポ豊内 0575-24-3756 17:00～22:00

ヤカイヤ帽子店 中・小 買い物 関市本町1-38 0575-22-2108 1,000円以上お買い上げフフフポイント2倍 土日のみ10:00～18:00（不定休）

ヤカイヤ洋品店 中・小 買い物 関市本町1-10 0575-22-2108 1,000円以上お買い上げフフフポイント2倍 10:00～20:00

夢ふうせん 中・小 買い物・飲食 関市板取4012-1 0581-57-2267 9:00～17:00

ヨシケイ岐阜 関営業所 中・小 買い物 関市戸田56-1 0575-29-3900 新規契約でオリジナルティッシュ 9:00～17:00

洋服のリフォームうえき 中・小 その他 関市伊勢町14 0575-22-1335 9:00～19:00

吉田塗装 中・小 その他 関市市平賀588-3 0575-24-4477 8:00～17:00

洋品のナイトウ 中・小 買い物 関市栄町1-36 0575-22-0972 スタンプ フ・フ・フカード利用できます 9:30～18:00（土　9:30～17:30　日祝定休）

洋服の青山 関店 中・小 買い物 関市緑ケ丘２丁目4-3-3 0575-23-4573 ぎふっこカードでさらに5％off 10：00～20:00

ラステンほらど 中・小 買い物・飲食 関市洞戸菅谷539-3 0581-58-2940 8:00～17:00（冬期 8:00～16:00）

ラパンアジル かわせみ 中・小 飲食 関市黒屋3326 0575-24-2385 パパママドリンク１杯無料 11:00～14:00、16:00～21:00

ラパンアジル 中・小 飲食 関市山王通1-9-20 0575-24-5580 パパママドリンク１杯無料 11:30～14:00、17:00～21:00

リラクゼーションサロン氣楽 中・小 その他 関市武芸川町高野14-1 0575-46-3965
応援券特別メニュー（ボディセラピー 80分 4千円、オイルリンパ
セラピー 80分 5千円）

9:00～17:00（日曜定休）

良平商店 中・小 買い物 関市板取2874-3 0581-57-2512 13:00～18::00

レガル　フタワ 中・小 買い物 関市市平賀327-2 0575-22-2265 120円までのお菓子プレゼント 9:00～19:00

わかくさ接骨院 中・小 買い物 関市下有知4699 0575-24-7887
骨盤矯正チェア「プリムアップ」のチケットプレゼント、キッズ
ルームでのお子様預かり

8:30～12:00、15:30～19:30（土曜日午後
15:00～18:00）

和菓子処　関市　虎屋 中・小 買い物 関市本町7-25 0575-22-0302 応援券利用で菓子1ケサービス 8：30～18：30


