
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

（株）マツオカ移動販売ゆずばな号 中・小 買い物 下呂市金山町下原町549番地1 0576-32-3232 月・金　10：00～14：30（運転時間を含む）

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）

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 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）

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）

あみやき亭 関店 中・小 飲食 関市緑ケ丘2-32 0575-21-4129 年中無休 平日17：00～0：00　土日祝16：00～0：00

アルコ 関店 中・小 買い物 関市小瀬1128 0575-23-1777 9：30～20：00

アオキーズピザ 関店 中・小 飲食 関市東門前町6　サンパティオ1F 0575-23-7555 定休日：水曜日
11：00～21：00（通常）　14：00～17：00は
準備中

アサヒ装美 中・小 買い物 関市山田177-1 0575-28-3311 定休日：水曜日 9:30～19:00

ｒ.ｐ.ｓ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0219 10：00～21：00

アヴェニュー 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0755 10：00～21：00

青山美容院 中・小 その他 関市上之保13738-2 0575-47-2045 8：30～17：00

味女 中・小 飲食 関市板取1710-2 0581-57-2663 11：00～15：00、17：00～21：00

Aroma of Kona 中・小 飲食 関市東本郷通1-3-13 0575-21-1138 7：00～18：00

浅野屋呉服店 中・小 買い物 関市本町3-28 0575-22-0558 定休日：水曜日 9：00～19:30

鮎の里ほらど 中・小 飲食 関市洞戸尾倉1-1 0581-58-2444 10：00～16：00（オーダーストップ）

EYELASH SALON REGALLY 中・小 その他 関市倉知560 0575-38-9009
【要予約】ＬＩＮＥでのご予約をお願いします。(LINE　ID：
@wkp1797q)

10：00～14：00（要予約）

鮎料理おもだか 中・小 飲食 関市板取3586-1 0581-57-2552 11：00～16：00

eyelash saron mimi 中・小 その他 関市小瀬長池町37 080-2655-6188 9：00～17：00

アロマサロン フェリス 中・小 その他 関市赤渕30 080-5134-7200
9：00～20：00（通常）、9：00～17：00
（土、日）

ａｕｌｉｉ ｈａｉｒ 中・小 その他 関市肥田瀬1242-1 0575-29-8500 9：00～17：30

旭軒 中・小 買い物 関市旭ケ丘2-8-3 0575-22-1318 定休日：火曜日 9：00～19：00

足立米穀店・あだちのおにぎり 中・小 買い物 関市美和町1 0575-22-0176 9：00～18：00

あかのれん関店 大規模 買い物 関市寿町2-4-25 0575-21-2711 10：00～20：00

アグリメイト 中・小 買い物 関市東田原156-1 0575-23-9737 野菜直売 10：00～15：00

アロマスクールandサロン Anuenue 中・小 その他 関市大杉770-3 090-4466-3345 お問合せ・予約→https://lin.ee/zmm8iHm 10：00～17：00　不定休・要予約

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 ヤウゼハウスかぶ杉 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）

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



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

イオン 関店 大規模 買い物 関市倉知516 0575-21-0120
8:00～22:00（食品）、10:00～22:00（食品以
外）

ｉｋｋａ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-3178 10：00～21：00

磯蔵 中・小 飲食 関市平成通2-22 0575-24-6194
11：30～24：00（通常）、11：30～23：00
（土・日・祝）

居食屋 たらふく 中・小 飲食 関市片倉町1-72 0575-22-1013 11：00～14：00、17：00～22：00

一楽 中・小 飲食 関市山王通2-2-30 0575-23-1721 17：00～22：00

いろは支店 中・小 飲食 関市鋳物師屋3-1-1 0575-23-8072 17：00～24：00

インド・ネパール料理 カンティ 中・小 飲食 関市東田原852-1 0575-48-1353 11：00～14：30、17：00～20：00

居食屋 まんざら 中・小 飲食 関市上白金546-2 0575-28-6968 17：30～22：00（21：00ラストオーダー）

10 CAfE by masuya 中・小 飲食 関市本町1-39 0575-22-0024
12：00～22：00（通常）、12：00～17：00
（日曜日）

居酒屋 ふくべ 中・小 飲食 関市東新町5-886-4 0575-46-8430
17：30～23：30（通常）、17：30～24：00
（金・土）

泉味 中・小 飲食 関市旭ケ丘3-2-10-105 0575-24-5836 定休日：木曜 11：30～14：00、17：00～24：45

いけど瓦や 中・小 その他 関市上白金586-1 0575-29-8550 8：00～20：00

板取石油店 中・小 その他 関市板取6549-4 0581-57-2043 7：00～19：30

居酒屋　うさぎ 中・小 飲食 関市西本郷通7-5-15 090-8421-0218 定休日：木曜 17：00～23：00

岩井動物病院 中・小 その他 関市馬場出16-2 0575-29-7659 9：00～12：00、15：30～19：00

居酒屋はべ 中・小 飲食 関市桜ケ丘1-1-6 0575-46-7090 定休日：月曜 17：30～24：00

居酒屋　甚八 中・小 飲食 関市兼永町21番地 090-2139-3113 定休日：月曜日 17：00～22：00

石原楽器工房 中・小 その他 関市下有知348-1 0575-21-2252 チケット利用でピアノ調律3,000円割引 10：00～18：00

居酒屋　ひらの 中・小 飲食 関市伊勢町1-7 090-3301-0895 12：00～21：00

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

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）

魚幸 中・小 買い物 関市弥生町2-2-32 0575-22-0769 8：00～19：00

漆畑商店 中・小 その他 関市富之保2999-3 0575-49-3125 8：00～18：00

鵜の家 足立 中・小 飲食・宿泊 関市小瀬78 0575-22-0799

魚国 中・小 買い物・飲食 関市兼永町20 0575-22-5288 定休日：水曜日 9：00～18：30

鵜匠の家 岩佐 中・小 飲食 関市池尻74 0575-22-1862 11：30～14：00、16：30～21：00

梅寿し 中・小 飲食 関市関口町2-1-1 0575-22-2292 11：00～14：00、17：00～21：30

うまけりゃいいや福佐屋 中・小 飲食 関市洞戸通元寺315 0581-58-2913 8：00～20：00

魚末 中・小 飲食 関市山ノ手1丁目5番地 0575-23-2223 11：00～14：30、17：00～22：00

SV家具 スーパーバリュー 大規模 買い物 関市西福野町1-10-11 0575-29-7331 毎週土曜日に激安チラシで超お買い得。 HPでも見られます。 10:00～20:00

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

エディオン 関店 大規模 買い物 関市池田町1 0575-21-5051 10:00～20:00



店舗などの名称
利用可能
チケット
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ＡＢＣマート 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-29-8723 10：00～21：00

エステール 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0212 10：00～21：00

江戸手打 そば輝 中・小 飲食 関市星ケ丘10-13 0575-23-2637 定休日：月曜日　月曜日が祝日の場合翌日休業
11：00～14：00（通常）、11：00～14：00
17：00～20：00（土曜、日曜）無くなり次第

江戸一ラーメン 中・小 飲食 関市小瀬949-1 0575-28-5333 11:00～15：00、16：30～21：00

栄黒屋商店 中・小 買い物 関市板取1987-1 0581-57-2020 営業日・営業時間は変更の場合があります。
7：00～20：00（通常）、6：00～20：00（鮎
釣時）

エンジェル・ワード 中・小 飲食 関市西田原622-1 0575-24-0335 7：00～19：00

ゑびすや花鰹店 中・小 買い物 関市出来町27 0575-22-0721 9：00～19：00

F-FACTORY 中・小 買い物 関市若草通1-8　中濃公設地方卸売市場内 0575-29-3954 令和3年5月10日オープン 9：00～18：00

ELEMENT 中・小 その他 関市稲口282-1 0575-23-6055
特典：カット＆カラー＆トリートメントを選ばれた方は
　　　　1,100円引き

9：30～18：30

SOT 中・小 遊ぶ 関市関口町4丁目7-1 0575-29-3650
10：00～22：00（通常）、9：00～22：00
（土・日・祝）

MTサロン　岐阜関店 中・小 その他 関市片倉町1-67 0575-29-4588 9：30～18：30

エスティ和蘭 中・小 その他 関市平成通1-6-18 0575-25-6237 9：00～20：00

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

おおのや バロー緑ケ丘店 大規模 買い物 関市緑ケ丘1-1-55 0575-24-1686 STAMP フ・フ・フカードポイント３倍 9:00～21:00

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）

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

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）

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

恩田接骨院 中・小 その他 関市肥田瀬2755-5 0575-29-6780 酸素カプセル1回1,200円→1,000円
月～土：8:30～12：00/16：00～20：00（木曜
午前のみ、土曜は～17:00）

お米のアトリエ 中・小 買い物 関市竪切北20-6 0575-24-3731 9：30～20：00

オートバックス 関店 大規模 買い物 関市倉知685-1 0575-25-0707 10：00～19：00

大戸屋ごはん処 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴシネマ館1F 0575-21-0786 11：00～23：00

ＯＷＮＤＡＹＳ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0788 10：00～21：00

オリビア 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0778 10：00～21：00

お食事処 はなぞの 中・小 飲食 関市栄町3-8-33 0575-22-5774
11：00～15：00（オーダーストップ平日14：
00、日・祝日14：30）、　17：00～21：00

お料理家まごろく 中・小 飲食 関市小瀬1355-3 0575-22-5756 定休日：火曜日 11：00～13：30、17：00～21：00

欧風懐石 膳 中・小 飲食 関市下有知43-1 0575-25-2187 11：30～13：30、17：30～19：30

ＯＳモータース 中・小 その他 関市西田原135-4 0575-23-3065 粗品プレゼント！　定休日：水曜日 9：00～18：00

小瀬鵜飼 関遊船 中・小 その他 関市小瀬76-3 0575-22-2506
18：00～21：00（鵜飼観覧）、10：00～16：
00（予約受付）

音楽創庫 中・小 その他 関市西本郷通3-6-36 0575-36-4018
トランペット、ギター教室、みかげ石のステージ、レンタルいかが
ですか。

10：00～21：00

オートライン 中・小 買い物 関市神野2-4 0575-29-0334 定休日：月曜日
9：00～18：00（通常）、10：00～17：00（日
曜）

お好み焼 道とん堀 関店 中・小 飲食 関市東福野町5-7 0575-23-6468 11：30～23：00
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おがわ接骨院 中・小 その他 関市栄町3-7-28ローズビル1F 0575-29-8111
チケットご利用で、骨盤矯正を¥2,500⇒¥2,000　施術30分\3,000円
⇒40分　60分¥5,000⇒70分

8：30～12：00、16：30～21：00

岡部石油 中・小 その他 関市下之保5159-1 0575-49-2074 7：00～19：00

大塚自動車 中・小 その他 関市東新町1-2-6 0575-22-0019 8：30～17：30

おかしの里もりや 関店 中・小 買い物 関市栄町5-16-1 0575-25-0848 定休日：水曜日（但し祝日の場合は営業） 10：00～19：00

オンセンド　関店　 大規模 買い物 関市小瀬首次2837-1 0575-21-3188 10：00～19：00

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

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）

カインズ 関店 大規模 買い物 関市小屋名字竹之腰1627 0575-28-5588 9：30～20：00（通常）

カネサン浅野屋呉服店 中・小 買い物 関市本町7-27 0575-22-0237 9：00～19：00

カレーハウスCoCo壱番屋 関緑ケ丘店 中・小 飲食 関市小瀬2731-1 0575-24-4058 11：00～23：00

カレーハウスCoCo壱番屋 関山田店 中・小 飲食 関市山田71-4 0575-29-7511 11：00～23：00

カレーハウスCoCo壱番屋 関鋳物師屋店 中・小 飲食 関市鋳物師屋4-2-16　ホワイトウッド1F 0575-25-0147 11：00～23：00

ｃａｆｅ ＹＡＺＡＷＡ Ｍ 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0238 10：00～21：00

カルディコーヒーファーム 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ1F 0575-21-0278 10：00～22：00

カレット 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-24-7477 10：00～21：00

かっぱ寿司 カインズモール関店 中・小 飲食 関市小屋名字五反田1467 0575-27-1037
11：00～23：00（通常）　10：00～23：00
（土曜日・日曜日）

かたぎり接骨院 中・小 その他 関市大杉422-3 0575-46-9192
9：00～12：00　15：30～19：00（月～金曜）
8：30～12：00（土曜）　日曜・祝日休診

ｃａｌｍ 中・小 その他 関市上之保1082-4 0575-47-2140 8：30～18：00

かみのほゆず 中・小 買い物 関市上之保15060 0575-47-2256 8：00～17：00

角丸 中・小 飲食 関市東門前町21 0575-22-0415 11：00～20：30

金子金蔵商店 中・小 買い物 関市相生町18 0575-22-0102 9：00～17：30

カフェ庵樹 中・小 飲食 関市北福野町1-3-23エルニド1F 0575-21-3252 8：30～17：00

カフェ・アダチ 中・小 飲食 関市小瀬1833 0575-23-0539 コーヒー豆、テイクアウトにもご利用いただけます。
9：00～18：00（ラストオーダー17：30　金曜
定休）

ｃａｆｅ＆ｒｅｓｔ 花時計 中・小 飲食 関市小瀬2734 0575-29-3809 7：30～17：00　火曜定休日

カフェテラス エンジェル 中・小 飲食 関市星ケ丘10-21 0575-24-0227 定休日：日曜日 8：00～19：00

CAFE SIESTA 幸 中・小 飲食 関市西田原118-1 0575-29-8115 8：00～18：00

カンエイ事務機 中・小 買い物 関市山王通2-1-13 0575-22-6228 定休日：日曜日、祝日　不定休あり
8：00～19：00（月～金曜日）、8：00～12：
00（土曜日）

開化珈琲 中・小 買い物 関市倉知3261-1 0575-22-1995 珈琲豆売専門店 9：30～18：30（月曜定休日）



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

カフェぷらな 中・小 飲食 関市肥田瀬310-1 0575-21-3121
8：00～17：00、　　18：00～22：00（予約時
のみ）

cafe茶々丸 中・小 飲食 関市志津野2672-1 0575-29-0189 7：00～13：00

唐揚げの達人 関緑ケ丘店 中・小 飲食 関市北福野町1-1-39 0575-36-5605 10：00～19：00

カフェ マビッシュ 中・小 飲食 関市西木戸町7 0575-23-6353 9：00～18:00

カフェ・茶房 宗休 中・小 飲食 関市西日吉町35 0575-46-9739 11：00～17：00

Cafe Shiranui 中・小 飲食 関市下之保3884 090-7619-3928 10：00～15：00（日曜日のみ営業）

COWCOW GRILL 中・小 飲食 関市下有知4240(やまへい農場内） 090-1562-7774 都合により休業する場合がございます。
11：00～14：00、16：30～19：30（土日のみ
営業）

かとれあ 中・小 飲食 関市洞戸黒谷104-1

cutspace KATO 中・小 その他 関市下之保2828-1 0575-49-2888 8：00～19：00

髪美師ーKAMIYA－ 中・小 その他 関市中之保6074 0575-49-3312 9：00～18：00

カフェ コタシオ 中・小 飲食 関市市平賀731-3 0575-48-0289 8：00～17：00

カーショップマジック 中・小 買い物 関市上白金602-7 0575-28-4108 10：00～19：00

川島建設 中・小 その他 関市平賀町3-1-1 0575-22-6705 定休日：日曜 8：00～17：00

CAFE&BAR PiENiTORi 中・小 飲食 関市巾3-22-1 備考欄参照
お問合せはInstagram、LINE（ID:@bqi1904z)、HPにてお願いしま
す。

12：00～17：00（木・金・土・日）、19：00
～23：00（金・土）

Cafe 藍 中・小 飲食 関市肥田瀬3074-1 0575-46-8837 定休日：日・月・祝日 9：00～15：00

カフェポイント ブルバン 中・小 飲食 関市小瀬1787-1 0575-24-3641 8：00～16：30

カリスボーテ 中・小 その他 関市池田町94 0575-24-5075
10：00～20：00（通常）、10：00～19：00
（月・水曜）

角鍬商店 中・小 買い物 関市本町8-36 0575-22-0556 8：30～19：00

カレーショップZAZA 中・小 飲食 関市本町3-24 0575-24-1221 11：00～14：00、17：00～20：00

カラオケ喫茶 火の鳥 中・小 飲食 関市池尻759 0575-24-0964 12：00～18：00

カーム・モア（理容室） 中・小 その他 関市上白金556-3 0575-28-5708 9：00～19：00

ガスト 関店 中・小 飲食 関市栄町4-1-54 0575-21-0282
9：00～23：30（通常）、8：00～23：30
（土・日・祝日）

家族葬庵 わかくさ 中・小 その他 関市西本郷通4-4-1 0575-21-2369 年中無休　24時間受付

カラオケJOYJOY 岐阜関店 中・小 飲食・遊ぶ 関市巾2-150-1 0575-24-5888
【月～木】11：00～翌6：00、【金・祝前】
11：00～、【土・特日】24時間営業、【日・

カフェ＆バー TIME 中・小 飲食 関市板取2780-2 0581-57-2502 8：00～17：00、18：00～23：00

カラオケ喫茶奈加美 中・小 遊ぶ 関市中之保2052-1 0575-49-2535 15：00～22：00

粥川洋服店 中・小 買い物 関市美園町15 0575-22-2353 9：00～19：00

カイロプラクティック　Luana 中・小 その他 関市山田665-2 090-8135-0960 不定休
9：30～16：00（通常）、13：00～16：00（土
曜日）

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 定休日：水曜日 10：00～22：00

貝新 中・小 買い物 関市西旭ケ丘4-19 0575-23-1697 11：00～18：30

菓子畑 中・小 飲食 関市雄飛ケ丘1-1 0575-24-5698 10：00～18：00

（有）カーアンドユー 中・小 その他 関市稲河町3番17号 0575-22-8878 9：00～19：00

cafe mof 中・小 飲食 関市武芸川町高野218-4 0575-46-2893
8：00～18：00（通常）8：00～22：00（金・
土曜日）

岐阜関刃物会館 中・小 買い物 関市平和通4-12-6 0575-22-4941 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



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

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

岐阜乗合自動車株式会社　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、岐阜バスながら会ツアー
9：30～18：00、9：30～17：30（土曜日）
定休日：日曜日・祝日

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

キッチンひつじや 中・小 飲食 関市下有知4017-1 0575-23-1787 11：30～22：00

岐阜交通東部株式会社 中・小 その他 関市本町6-1 0575-22-2222 6:00～26：00

キッチングラート 中・小 飲食 関市東山1-4-27 0575-22-1436 インスタグラム　kitchengrato.10.19
11：30～14：30（ラストオーダー14：00）、
17：30～22：00（ラストオーダー21：30）

喜好屋 中・小 飲食 関市西本郷通7-6-39 0575-36-5005
18：00～25：00（通常）、18：00～26：00
（金・土）

木村屋商店 中・小 買い物・飲食 関市池尻1562 0575-22-2804 8：00～19：00　（火曜定休）

喫茶 苺 中・小 飲食 関市古屋敷町1-3 0575-23-3915
応援券利用のお子様に限り、おかし又はアイスクリームをプレゼン
ト

7：00～17：00　（日曜定休）

キクチメガネ 関店 中・小 買い物 関市片倉町1-27 0575-24-2110 定休日：毎週水曜日（祝日を除く） 10：00～18：30

キッチン杉 中・小 飲食 関市下有知2828-1 0575-24-0211 11：30～14：00、17：30～20：20（Ｏ．Ｓ）

喫茶 ユートピア 中・小 飲食 関市円保通1-3-16 0575-23-2596 定休日：月曜日 7：00～17：00

京寿し 中・小 飲食 関市西本郷通3-8-1 0575-23-3443 11：00～14：00、17：00～22：00

キッチンａｋｉｍｏ 中・小 飲食 関市千年町1-7 0575-24-5955 定休日：月曜、他不定休あり 11：00～15：00

喫茶 カムアロング 中・小 飲食 関市武芸川町跡部1098-1 0575-46-2918
8：30～17：00（通常）、8：30～12：00（日
曜）

CATTLE CALL 中・小 買い物 関市下有知187 0575-23-4566 10：00～19：00

貴宝堂 中・小 買い物 関市市平賀79-15 0575-24-2722 定休日：木曜 8：30～19：00

喫茶・ママンヌ 中・小 飲食 関市豊岡町2-1-18 090-4185-0134
9：30～17：00　毎月15日～27日まで営業（そ
の間は休みなし）

kirsten美容室 中・小 その他 関市小瀬1151-24 0575-36-2605 10：00～20：00

キッズベース 中・小 遊ぶ・その他 関市稲河町7-3 080-8269-8624 8：00～18：00

喫茶アイ 中・小 飲食 関市本町8-26 0575-22-3048 6：45～15：00

北村酒店 中・小 買い物 関市小柳町8 0575-22-0127 定休日：日曜 8：00～20：00

喫茶散歩路 中・小 飲食 関市南出22-1 0575-23-2359 7：00～22：00

喫茶ひろみ 中・小 飲食 関市広見360 090-5031-8619 8：00～21：00

喫茶アイフル 中・小 飲食 関市豊岡町4-3-38 0575-24-0970
7：30～17：00（通常）、7：30～14：00
（日・祝）

岐阜名鉄タクシー株式会社　関営業所 中・小 その他 関市栄町2-57 0575-22-3211（配車センター）関営業所事務所（0575）22-4169 5：30～22：00

北尾石油　関給油所 中・小 買い物 関市東田原1083-1 0575-23-5712 9：00～16：45

喫茶　ドルシェン 中・小 飲食　 関市山王通1-5-1 0575-24-9501 7：00～22：00

CURE 中・小 その他 関市武芸川町高野500-4 0575-46-3708 8：30～18：30

喫茶　いっぷく 中・小 飲食 関市黒屋3326番地 0575-29-7778 定休日：月曜日（祝祭日の場合は翌日）
8：30～16：30、8：30～11：50（木曜日の
み）

岐阜県補聴器センター関店 中・小 その他 関市緑ヶ丘2-5-48 0575-21-4133 9：00～18：00

倉知温泉 マーゴの湯 大規模 その他 関市倉知516 0575-21-4126 10:00～24:00（土・日・祝　9:00～24:00）

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

クスリのアオキ 下有知店 大規模 買い物 関市下有知4074-1 0575-29-3701
「いつも身近なおつきあい」ドラッグストア、調剤はクスリのアオ
キ。ぜひお越しください

9：00～22：00

クスリのアオキ 鋳物師屋店 大規模 買い物 関市笠屋1-75 0575-46-7188
「いつも身近なおつきあい」ドラッグストア、調剤はクスリのアオ
キ。ぜひお越しください

9：00～22：00



店舗などの名称
利用可能
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クスリのアオキ 稲口店 大規模 買い物 関市稲口523-1 0575-46-7870
「いつも身近なおつきあい」ドラッグストア、調剤はクスリのアオ
キ。ぜひお越しください

9：00～22：00

グランサックス 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-3770 10：00～21：00

熊沢自動車 中・小 その他 関市上之保968-1 0575-47-2628 8：00～18：00

くすりの共立 中・小 買い物 関市古屋敷町10-5 グランドハイツ春日105 0575-46-7145 定休日：月曜日 9：00～19：00

クロロフイル美顔教室ますだや 中・小 買い物 関市富本町3 0575-22-0957 10：00～19：00

くすりのはるか 中・小 買い物 関市西神野198-1 0575-29-0556 9：00～18：00

栗田表具店 中・小 その他 関市北福野町1-4-5 0575-23-9502 8：00～17：00

クルマ買取.COM 関店 中・小 その他 関市下有知4089 0575-22-6212 定休日：日曜 10：00～19：00

くらま　関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1F 0575-21-0762 10：00～22：00

クールカレアン 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0768 10：00～21：00

クリーニング中京 中・小 その他 関市池田町35 0575-22-0929 9：00～19：00

curasion_yoga 中・小 その他 関市南天神2-2-8 070-2303-0289 営業変更することも有り 10：00～16：00

ゲンキー 稲口店 大規模 買い物 関市稲口289 0575-21-7010 9:00～21:00

ゲンキー 美濃インター南店 大規模 買い物 関市下有知1663-1 0575-21-1101 9:00～21:00

ゲンキー 関東新店 大規模 買い物 関市東新町6-314-1 0575-21-5610 9:00～21:00

ゲンキー 広見店 大規模 買い物 関市広見120 0575-29-6200 9:00～21:00

軽食・喫茶 こぶし 中・小 飲食 関市下之保2503-2 0575-49-3004 9:00～18:00（12月・1月　9:00～17:00）

ゲンキー 武儀店 大規模 買い物 関市下之保2183-1 0575-49-3950 9:00～21:00

ゲンキー 洞戸店 大規模 買い物 関市洞戸通元寺261-4 0581-58-2220 9：00～21：00

ゲンキー 西本郷店 大規模 買い物 関市西本郷通6-6-47 0575-29-7800 9：00～21：00

ケーズデンキ 関店 大規模 買い物 関市倉知613 0575-21-6633 10：00～20：00

けいちゃん・からあげ 香月 中・小 飲食 関市志津野2672-1 0575-36-4678 定休日：火曜 11：30～14：00

ゲンキー 小屋名店 大規模 買い物 関市小屋名字神明前1311-1 0575-29-8720 9：00～21：00

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）

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

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）

こみかるはうす 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0247 10：00～21：00

呉服の広瀬屋 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0226 10：00～21：00

コンタクトのアイシティ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-5460 10：00～21：00

小島衣料 中・小 買い物 関市本町3-3 0575-22-4377 9：00～18：00



店舗などの名称
利用可能
チケット
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コメリハードアンドグリーン 武儀店 大規模 買い物 関市下之保2208 0575-40-0881
9:00～19:30（通常）　　9：00～19：00（10
月度より）

コメリハードアンドグリーン 関市広見店大規模 買い物 関市広見16 0575-21-7227 9：00～19：00

珈琲すずらん 中・小 飲食 関市上之保15063 0575-47-3377
8:00～16:00（通常）　8：00～13：00（冬
期）

ごはんや喜〇 中・小 飲食 関市小屋名1041-1 090-1891-3827 11：30～14：00、17：00～22：00

コメダ珈琲 関池田店 中・小 飲食 関市池田町2352-4 0575-46-8701
7:00～24:00（通常）、7：00～20：00（時短
営業時）

コーヒーハウス マチヤ 中・小 飲食 関市平和通8-1-9 0575-23-1200 8：00～14：00

個別指導学院ヒーローズ関校 中・小 その他 関市一ツ山町25 0575-22-5475 16：00～22：30

好味 中・小 飲食 関市洞戸高見2283-3 0581-58-2372 13：00～22：00

ごっつおぅや えびす（マーゴの湯） 大規模 飲食 関市倉知516 倉知温泉マーゴの湯内 0575-21-7787 11：00～22：00（L.O.21:00）

cocu cafe 中・小 飲食 関市上白金997-1 0575-28-2214
9：00～11：00、12：00～15：00　※11時～12
時までは休み

珈琲螺房 中・小 買い物 関市肥田瀬1238-1 0575-22-1224 11：00～18：00

こうむら接骨院/コンディショニングサロン中・小 その他 関市西本郷128-1 0575-29-4030
8：30～12：00、15：30～19：00（通常）
8：00～12：00（土曜）

珈琲館おんさい 中・小 飲食 関市千疋725-2 0575-28-4387
7：30～17：00（通常）、7：30～11：30（祝
祭日）

こぶしの里　神野店 中・小 飲食 関市神野292-1 0575-29-0100 定休日：火曜日 8：30～16：00

こめこ工房　楓 中・小 飲食 関市小屋名123-1 0575-29-3920 定休日：日曜　その他休み有 11：00～17：00

高賀ふれあいらうんじ　珈琲　似兒草 中・小 飲食 関市洞戸高賀658-1 0581-78-4256 定休日：火・水 9：00～16：00

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

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

佐藤商店 中・小 その他 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）

サワセイ 関店 中・小 買い物 関市小瀬南池田2538 0575-22-1011 応援券利用でヘルシーオイル（350g)プレゼント 10：00～19：00

サンライズ家電シノダ 中・小 買い物 関市本町3-25 0575-22-0587 9:00～19:30

サイゼリヤ 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴシネマ館1F 0575-21-1536 11：00～23：00

サーティワンアイスクリーム 関マーゴ本館店大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0243 10：00～22：00

サンヘルス 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0244 10：00～21：00

サンリペア 関マーゴ店 大規模 その他 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0228 10：00～21：00

酒やビック 関店 中・小 買い物 関市倉知字寺前619 0575-22-6986 10：00～20：00

栄屋 中・小 飲食 関市上之保15170 0575-47-2010 11：00～14：00、17：00～19：00

サン ジェルマン 中・小 飲食 関市小屋名45-2 0575-28-2701 定休日：水曜日 7：30～18：30

さくら川 中・小 飲食 関市下有知154-5 0575-24-6260
11：15～14：30、17：00～21：30（日・祝日
は21：00まで）

里山カフェ Universal 中・小 飲食 関市迫間3142 090-6091-5935 定休日：月曜日 8：00～17：00

サガミ 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知817 マーゴウエスト 0575-46-7360 11：00～21：00

三洋堂書店 せき東店 大規模 買い物 関市東新町6-328-1 0575-21-5734 10：00～23：00

三洋堂書店 新関店 大規模 買い物 関市小瀬字東長池2660 0575-24-6034 10：00～24：00



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

サンライズ家電こがね 中・小 買い物 関市小屋名145 0575-28-2852 9：00～19：00

さとう理容 中・小 その他 関市西田原635-2 0575-22-5541 8：00～19：00

Sunday_Monday 中・小 飲食 関市旭ケ丘2-9-20 0575-25-2573 11：30～15：00、18：30～22：30

サイクルステーション林 中・小 買い物 関市西木戸町24 0575-22-0511 9：00～18：00

寝装のわた勇 中・小 買い物 関市明生町1-1-8 0575-22-2289 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）

シネックスマーゴ 大規模 遊ぶ 関市倉知516 0575-21-5351
10：00～24：00（通常）　9：00～24：00
（土・日・祝）※(土)のみ26：00

ＪＡＣＫ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0256 10：00～21：00

ＳＨＯＯ・ＬＡ・ＲＵＥ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-24-2821 10：00～21：00

シュベール 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0214 10：00～21：00

しらゆり美容室 中・小 その他 関市上之保15016-6 0575-47-2144 8:00～18:00

食事処まねき 中・小 飲食 関市中之保5424-2 0575-49-2144 11：00～20：00

車検のコバック 関店 中・小 その他 関市小瀬2846-7 0575-22-1362
8：30～19：00（通常）、8：30～17：30（日
曜・祝日）

神明温泉 湯元 すぎ嶋 中・小 飲食・宿泊 関市板取4838 0581-57-2532
11：00～15：00（飲食）、15：00～10：30
（宿泊・チェックインとチェックアウト）

食彩 こうせん 中・小 飲食 関市下有知3708-1 0575-24-0977 11：30～14：00、17：30～21：30

酒肆肴処 やまなみ 中・小 飲食 関市西本郷通4-6-16 0575-22-2140 11：00～14：30、17：00～22：00

島内製作所 関工場 中・小 買い物 関市尾太町74 0575-29-9966 8：15～17：15

SHAMPOO HOUSE DOGGY 中・小 その他 関市清水町18 090-3482-5400 9：00～18：00

四季の味 割烹まつ前 中・小 飲食 関市桜本町2-32-11 0575-23-7880
（昼の部）11：30～14：30、（夜の部）17：
30～21：00

島史子寝具店 中・小 買い物 関市東志摩781-4 0575-24-4118 9：00～17：00

酒菜八笑 中・小 飲食 関市栄町4-5-54 0575-23-0015 17：30～23：00

松月堂栗田表具店 中・小 その他 関市平和通8-10-2 0575-22-3615
8：30～19：00（通常）、10：00～16：00
（土、祝）

しげ吉 中・小 飲食 関市山王通1-3-29 0575-22-9566 定休日：火曜日、水曜日 11：00～13：30、17：00～18：30

Shiny Park（バランスボール） 中・小 その他 関市下有知4192-7 080-2612-8317 9：30～15：30

シャトレーゼ　関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知817　マーゴウエスト 0575-21-6678 令和4年2月17日グランドオープン 10：00～21：00

じゆうダイニング　関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1F 0575-21-0295 10：00～22：00

junco park 中・小 その他 関市平賀町1-63-7 080-3662-7986 9：00～17：00

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）

炭火串焼 串吉 中・小 飲食 関市武芸川町高野499 0575-46-2033 17：00～23：30



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

スーパー三心 関店 大規模 買い物 関市小瀬首次2837-1 058-255-5222 10：00～20：00

スギドラッグ 関店 大規模 買い物 関市倉知字祭場下423 0575-25-6220
9：00～21：00　　　　※調剤受付（月～金）
10：00～19：00　（土）10：00～15：00

鈴木自転車商会 中・小 買い物 関市仲町11-21 0575-22-0583 10：00～20：00

スーパーセンターオークワ 関店 大規模 買い物 関市笠屋2-20 0575-21-5501 9：00～22：30

スターバックスコーヒー 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1F 0575-21-0240 10：00～21：00

スガキヤ 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0232
10：00～22：00　オーダーストップは閉店30
分前

スプーン＆カシュカシュ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0263 10：00～21：00

スクールショップK2 中・小 買い物 関市末広町5 0575-22-0604
12：00～18：30（通常）　10：00～18：30
（12～5月間）

スーパーセンタートライアル 関店 大規模 買い物 関市片倉町1-3 0575-21-5878 問合せ：092-626-5590（本社） 24時間営業

鮨 紺乃 中・小 飲食 関市南出12-1 0575-21-7050 完全予約制 11：00～14：00、17：00～21：00

助六 中・小 飲食 関市本町8-27 0575-22-2526 11：30～14：00（※売り切れじまい）

鮨 あうん 中・小 飲食 関市北福野町1-3-23　エルニド1F 0575-23-8899 11：30～14：00、18：00～21：00

スイーツほまれ 中・小 買い物 関市鋳物師屋4-2-16 0575-23-6225
定休日：月・火　ケーキがなくなり次第閉店する場合がございま
す。

10：00～20：00（通常）、10：00～18：30
（時短営業時）

寿し辰 中・小 飲食 関市本町6-17 0575-24-2072 11：30～14：00、17：00～22：00

炭火きらく 中・小 飲食 関市山田58-2 0575-27-0707 17：00～23：00

寿し処栄 中・小 飲食 関市東田原裏川852-8 0575-22-3213 11：00～13：30、17：00～20：30

すみれ助産院 中・小 その他 関市武芸川町八幡810-1 080-6918-6314 予約制 9：00～12：00、13：00～18：00

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

関サービスエリア 飛騨路の和食 かごの屋大規模 飲食 関市小瀬2832 0575-21-5101
11：00～21：00（週末・祝日11：00～22：
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）

せきレディースクリニック 中・小 その他 関市段下28-2 0575-22-5553
9：00～12：00（通常）　　16：00～19：00
（月・火・木・金）

世界のナイフショールーム 山秀 中・小 買い物 関市西境松町46 0575-24-5000 定休日：土曜日、祝祭日
9：00～17：00（通常）　10：00～17：00（日
曜日）

関サービスエリア みちの市 大規模 買い物 関市小瀬2832 0575-21-5101 0：00～24：00

千賀スポーツ 中・小 買い物 関市大門町1-9 0575-22-1594 8：30～20：00

セブン・イレブン 関市下有知北店 中・小 買い物 関市下有知5265-1 0575-23-8177 5：00～25：00

セブン・イレブン 関市平和通8丁目店 中・小 買い物 関市平和通8-15 0575-22-2055 24時間

セブン・イレブン 関市東新町店 中・小 買い物 関市東新町1-5-1 0575-24-1944 24時間

セブン・イレブン 関市山王通店 中・小 買い物 関市山王通2-14-11 0575-23-6002 0：00～24：00

千家 中・小 飲食・宿泊 関市板取6372-1 0581-57-2708 8：00～17：00

関印房 中・小 買い物 関市常盤町32 0575-22-1584 9：00～19：00

鮮魚専門店 お食事処 魚 中・小 飲食 関市千疋1065-1 0575-28-7022
営業時間10：00～22：00　お食事11：00～
14：00、17：00～22：00

関タクシー 中・小 その他 関市栄町1-53 0575-22-2130
7：00～24：00（日～木）、7：00～25：00
（金・土）

関ボウリングセンター 中・小 遊ぶ 関市柳町33-2 0575-22-4922 10：00～23：00

西洋飲食館Ｆｕｊｉｉ 中・小 飲食 関市千年町2-11 0575-24-9888 モーニングは8：00～11：00まで営業しています。
11：30～14：00、18：00～20：00（ディナー
は要予約）



店舗などの名称
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SEN LEATHER WORKS 中・小 その他 関市迫間2082-1 0575-46-9917 定休日：月曜日 13：00～19：00

セブン・イレブン 関高校前店 中・小 買い物 関市明生町2-2-8 0575-24-8078

select salon quest 中・小 その他 関市黒屋865-3 0575-24-7676 8：00～19：00

関自動車学校 中・小 その他 関市十六所21-1 0575-22-1491
9：00～20：30（通常）、9：00～17：10（日
曜）

セリア 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-29-3008 10：00～20：00

関洋品組合 中・小 買い物 関市本町1-34 0575-24-9292 土・日休み 10：00～17：00

seki bounce park 中・小 その他 関市山田947-1 備考欄参照 0575-36-2979/080-5359-2541（携帯） 9：00～12：00

関観光ホテル 中・小 宿泊・飲食 関市池尻91-2 0575-29-3151 11：00～20：00

そばのカフェ おくど 中・小 飲食 関市下之保1119-1 0575-36-5542 定休日：火曜日、祝日
8：30～18：00（通常）　11：30～14：00
（土、日）

ＳＯ ＧＯＯＤ 中・小 飲食 関市千疋690-1 050-3575-3615 11：00～16：00（火、水、木曜のみ営業）

そば処 山久 中・小 飲食 関市西町15 0575-22-0128 新型コロナウイルス収束まで、月・火曜日定休です。 11：30～14：30

蕎麦＆カフェ 善兵衛 中・小 飲食 関市笠屋2-104 0575-25-2353 8：30～17：00、17：00～20：00（要予約）

田下石油店 中・小 その他 関市武芸川町八幡846 0575-46-2229 7:30～19:30

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）

たんぽぽ薬局 関店 中・小 買い物 関市西本郷字笹島130-1 0575-21-6131
8：30～18：00（通常）　9：00～11：00（土
曜日）

たんぽぽ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0207 10：00～21：00

タイヤショップサカイ 中・小 買い物 関市上白金1216-5 0575-28-2543
8:00～18:00（通常）　9：00～16：00（日曜
日）

Diningぷっくり 中・小 飲食 関市武芸川町八幡435-2 0575-46-3557 定休日：月曜日、第一火曜日 9：00～17：00

タカラヤ 中・小 買い物 関市仲町2-1 0575-22-7151 9：00～19：00

たけや 中・小 飲食 関市本町1-32 0575-22-0613 9：30～18：30（火曜定休日）

だるまや食堂 中・小 飲食 関市東福野町5-23 0575-22-0797 11：00～19：30

台湾家庭料理 味味 中・小 飲食 関市西本郷通7-5-13 0575-23-6858 11：00～14：30、17：00～24：00

ダイニング酒場りょりょ 中・小 飲食 関市本町3-21-3 090-7316-3636 18：00～24：00

たかふじ接骨院 中・小 その他 関市巾1-53-1 0575-24-0510 定休日：日曜日　祝日は不定休 9：00～20：00、9：00～12：00（土曜日）

たんぽぽ 中・小 飲食 関市池尻522 0575-23-2989 8：00～12：00、17：00～21：00

高橋商店 中・小 飲食 関市栄町3-7-30 0575-25-0680 18：00～23：00

だいえい 中・小 飲食 関市山王通2-2-20 0575-22-6988 11：30～14：00、17：30～21：00

タイ式リラクゼーションSUNPAYATI 中・小 その他 関市下之保2909 090-7695-2571
10：00～17：00（通常）、10：00～18：00
（土曜）

タカセ自販 中・小 その他 関市武芸川町跡部1133 0575-36-1167 9：00～18：00

大洋石油 中・小 その他 関市西本郷通5-2-22 0575-24-2166
7：00～19：00（通常）、8：00～18：00（祝
日）

駄菓子屋カフェ CHABU 中・小 飲食 関市本町2-18 080-6911-0847 土日祝は気まぐれ営業 14：00～18：00（月～金）

ダスキン 関稲口支店 中・小 買い物 関市稲口534-1 0575-22-7674 9：00～16：30

髙井ラジオ店 中・小 買い物 関市旭ケ丘2-9-9 0575-22-1091 9：00～20：00



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

大勝建設 中・小 その他 関市上之保95 0575-47-2046 8：00～18：00

TAKAKO PARK 中・小 その他 関市山田947-1 備考欄参照 0575-36-2979/080-5359-2541（携帯） 9：00～15：00

台湾料理　龍泉　関店 中・小 飲食 関市山田22-1 0575-28-4998
11：00～15：00、17：00～25：00（年中無
休）

TAP　HOA　SEKI　DUONG　ANH 中・小 買い物 関市下有知1213-1 080-4525-8999 10：00～20：00

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）

中華料理 にいはお 中・小 飲食 関市円保通3-4-23-106 0575-23-8510 定休日：水曜日 11：30～13：30（通常）、17：30～21：00

小さなお菓子やさん Nano 中・小 飲食 関市広見1926-5 0575-36-4075 定休日：土・日・祝・月
10：00～19：00（通常）　、10：00～17：50
（水曜日）

チェコ共和国の味と香りの店 四季路とTriKocky中・小 飲食 関市板取6534-4 0581-57-2836
本年度のみ　1グループ4名様まで、ランチタイム4名様3組まで　7
月からセットご注文でお菓子詰合せプレゼント

7：00～16：00（通常）、7：00～15：00
（2020年度のみ）

中華料理 東呉 中・小 飲食 関市武芸川町高野47-1 0575-36-1393
11：00～14：30、17：00～23：00（ラスト
オーダー30分前）

近松屋 中・小 飲食 関市緑町1-2-6 0575-23-1203 9：30～17：30

中濃自動車学校 中・小 その他 関市市平賀773 0575-22-2083 夜間及び日曜日は会計事務は行っておりません。 10：00～18：00、9：00～16：30（日曜日）

中華料理しょうりゅう 関店 中・小 飲食 関市平和通2-18 0575-23-4520 準備中：14：30～17：00 11：00～21：00（通常）

中日新聞 青木新聞店 中・小 買い物 関市宮地町4-22 0575-22-1423 9：00～17：00

地域活動支援センター みんなの小路 ＜花ノ木＞中・小 飲食 関市武芸川町谷口2401 0575-37-2132 9：00～13：00

中華食房 味蔵 中・小 飲食 関市古屋敷町1-4 0575-24-0898 定休日：木曜 11：00～14：00、17：00～23：00

中華料理　友好飯店 中・小 飲食 関市東山27-13 0575-23-8865 定休日：水曜 11：30～14：00、17：30～23：00

ちゃんぽん亭総本家 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1F 0575-46-7520 10：00～22：00

ちあき鍼院 中・小 その他 関市向山町3-5-8 090-5852-2951 7：30～15：00

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）

土屋ふとん店 中・小 買い物 関市富之保4598 0575-49-3143 9：00～19：00

つちや自動車 中・小 その他 関市富之保2160 0575-49-2488 8：00～18：00

つるや 中・小 飲食 関市武芸川町谷口1223 0575-46-1391 11：00～15：00

津田健整院 中・小 その他 関市東本郷通3-2-15 0575-25-1534
9：30～19：30（通常）、9：30～12：00（日
曜）

月のうさぎ 中・小 買い物 関市稲口250-2 0575-22-0960 定休日：火曜、和菓子製造・販売 8：00～18：00

手打うどん・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

ディッパーダン 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0259 10：00～22：00

でんきハウスにしだ 中・小 買い物 関市武芸川町跡部1101-11 0575-46-2028 8：30～20：30

天ぷら すずき 中・小 飲食 関市山ノ手1-13 0575-22-2900 11：30～14：00、17：00～20：00

ＴＣＰＢｌａｃｋ 中・小 買い物・その他関市小瀬1022-1 0575-28-6011 9：30～19：00

TENTらーめん 杉ちゃん 中・小 飲食 関市武芸川町高野337 0575-46-3743 11：00～14：00、17：00～21：00

出逢いの森 カフェ ボスコリーノ 中・小 飲食 関市小瀬872-7 0575-46-7788 定休日：木曜日、金曜日 11：00～18：00

ｔｅｔｓｕｋｕｒｉｔｅ 中・小 買い物 関市旭ケ丘3-1-13 0575-29-6886 10：00～17：00（平日、第２土曜）

出逢いの森 中・小 遊ぶ・その他 関市小瀬872-7 0575-46-8965 10：00～17：00

電化ショップ・シラキ 中・小 買い物 関市春里町2丁目3-33 0575-22-0440 定休日：日、祝日 9：00～19：00



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

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）

とれったひろば 関店 大規模 買い物 関市小屋名1436 0575-27-1255 9:00～17:00

ドラッグユタカ 関旭ケ丘店 中・小 買い物 関市旭ケ丘3-16-1 0575-21-6830 9:00～23:00

ＴＯＭ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0229 10：00～21：00

ドラッグストアーズショップ 関マーゴ店大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0229 10：00～21：00

東海北陸自動車道 長良川サービスエリア中・小 買い物・飲食 関市下有知字重竹962 0575-23-4422
売店　24時間営業／レストラン　7：00～15：
00　18：00～21：00（ラストオーダー20：

とんかつの太田家 中・小 飲食 関市観音前48 0575-29-4237 定休日：毎週水曜、第四木曜 11：30～14：00、17：30～20：30

徳兵衛茶屋 中・小 飲食 関市板取5882-1 0581-57-2440 11：00～16：00

東栄事業 関マーゴ前給油所 中・小 その他 関市倉知673-1 0575-23-9583 7：00～23：00

TRAINING STUDIO ウゴクー 中・小 その他 関市巾1-53-1 0575-24-0510 定休日：日曜　祝日不定休
9：00～20：00（通常）、9：00～12：00（土
曜日）

とんかつ冨士 中・小 飲食 関市下有知115 0575-23-5335 11：30～14：00、18：00～20：00

とんちゃん渡辺 中・小 買い物 関市東町1-4-57 0575-22-3491 15：30～21：00

東京靴流通センター関店 中・小 買い物 関市緑ケ丘2-55 0575-22-5463 10：00～20：00

朱鷺乃屋 中・小 飲食 関市本町1丁目28 0575-29-4429 定休日：木曜日、水曜日AM
11：00～22：00、17：00～22：00（水曜日の
み）

長良川パソコン 中・小 買い物 関市山王通西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）

なごや食堂 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0221 10：00～22：00

中津屋薬局 中・小 買い物 関市仲町14-8 0575-22-0257
8：30～20：30（通常）　9：00～19：00（祝
日）

長沼水道工業所 中・小 その他 関市宝山町62 0575-22-0205 8：00～17：00

名代うなぎの辻屋 中・小 飲食 関市本町5-14 0575-22-0220 11：00～14：00、17：00～20：00

ながたや 中・小 飲食 関市植野323 0575-28-2700 9：00～22：00

ＮＡＴＵＲＡＬ・ＬＥＡＦ103 中・小 買い物 関市巾2-136-5 090-9123-8843

和み処 れいん 中・小 飲食 関市山田176-1 0575-28-7988 17：00～22：00

長良観光バス 中・小 その他 関市下有知1648-1 0575-23-6000 9：00～18：00

長尾寝装 中・小 買い物 関市西日吉町18 0575-22-1274 9：00～19：00

和み処 〇さん 中・小 飲食 関市西本郷通7丁目6-9 0575-23-5825 11：00～13：00、17：00～22：00

尚次商店 中・小 買い物 関市板取1690-3 0581-57-2752 8：00～19：00

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

西松屋チェーン 関店 大規模 買い物 関市池田町163-1 0575-23-2270 10：00～20：00

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）

２３区・ＭＩＸ-О 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0245 10：00～21：00

肉匠坂井 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知817　マーゴウエスト 0575-29-3329
17：00～24：00（月～金）　16：00～24：00
（土・日・祝）

日本調剤関薬局 中・小 買い物 関市東本郷名無木177-4 0575-21-6145 8：30～18：00



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

西部商店 中・小 買い物 関市富之保2814-1 0575-49-3108
8：30～20：00（通常）　10：30～20：00
（火・木・土）

二代目 白神 中・小 飲食 関市小瀬2611-1 0575-23-9120 11：00～14：00、18：00～21：00

ニトリ マーゴ関店 大規模 買い物 関市倉知817　マーゴウエスト 0120-014-210 10：00～20：00

二光代行 中・小 その他 関市下有知3955-1 080-6906-2500
19:00～26:00（通常）、19：00～22：00（時
短中）

西村仏壇店 中・小 買い物 関市大門町2-20 090-7855-1713 8：30～18：00

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 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）

ネオビストロ フレンチマスタード 中・小 飲食 関市小瀬2725-1 0575-23-2616 定休日：月曜日、火曜日の夜 11：30～22：00

ネギラーメン小晴 中・小 飲食 関市池田町8 　Gサイト内 0575-21-5088 11：00～15：00、18：00～23：00

ネイルサロン　ｌamie.jog 中・小 その他 関市小瀬982-1 080-2614-9931 9：30～17：00

呑み処 かくれんぼ 中・小 飲食 関市下有知3979 0575-23-6639 17：00～22：00

濃州関所茶屋 中・小 買い物・飲食 関市南春日町9-1 0575-23-9922 9：00～16：30

農産物直売所 あっちゃん 中・小 買い物・飲食 関市塔ノ洞1256 0575-29-3567
8：00～17：00（通常）、8：00～18：00（夏
季）

呑み喰い処 にしき 中・小 飲食 関市西本郷通7-11-5 0575-22-3703 17：00～26：00

農園ごはんカフェ ちぼり 中・小 飲食 関市大杉567-10 0575-23-5277
１テーブル2名様まででの営業とさせていただいております。
（2020.6.11現在）

9：00～16：00

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

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

はり・きゅう・あんま まさ治療院 中・小 その他 関市武芸川町跡部1069 0575-46-3702
9：30～20：30（通常）、14：00～20：00（火
曜日）

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

バロー 関緑ケ丘店 大規模 買い物 関市緑ケ丘1-1-55 0575-24-2111 9：00～21：00

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）

八神屋洋品店 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

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

バロー 関ひがし店 大規模 買い物 関市市平賀字鹿塚88 0575-21-6710 9:00～21:00

ＢＢＱハウス 四季の森 中・小 飲食 関市板取2255 0581-57-6722 定休日：水曜日、木曜日 10：00～16：00

ＢＡＲＮＳ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0206 10：00～21：00

バロー 武芸川店 大規模 買い物 関市武芸川町高野510-1 0575-45-0099
10：00～20：00（通常）　9：00～20：00
（土、日）

刃物屋三秀 関刃物ミュージアム 中・小 買い物 関市小瀬950-1 0575-28-5147 8：30～17：00

爆王 中・小 飲食 関市倉知4344-1 0575-23-8006 11：00～14：00、18：00～21：00

葉菜 中・小 飲食 関市小瀬1815 0575-24-8712
11：30～17：00（通常）、18：00～21：00
（金曜、土曜、日曜、祝日）

パン工房 平成 中・小 買い物 関市下之保2503-2 080-6955-1178
9：00～17：00、9：00～16：00（自粛期間
中）



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

ハレルヤ 中・小 買い物・飲食 関市春里町2-2-32 090-7318-0307 定休日：日・月 8：00～14：00

晴ル屋 中・小 その他 関市北天神1-2-18 0575-22-0310 9：00～17：30

はりきゅう接骨の小川屋 中・小 その他 関市東町5-4-17 0575-46-9061 休診日：木曜・日曜 8：30～12：00、14：00～19：00

バラエティショップ ポポ 中・小 買い物 関市栄町1-7 0575-22-0537 9：30～17：00

はなまるうどん 岐阜関店 中・小 飲食 関市山田649 0575-28-7388 11：00～21：00

はな美容室 中・小 その他 関市向山町1-2-8 0575-23-1131 定休日：月曜、第一火曜、第三日曜 8：00～18：00

ハヤシ事務器 中・小 買い物 関市旭ケ丘2-9-6 0575-23-2358 7：30～19：00

Hanel Cafe 中・小 飲食 関市西本郷通6-5-5 0575-46-7110 定休日：木曜
月、火、水11：00～17：00（L.O.）、金、土
11：00～15：00　18：00～22：00

花の坂井　関口店 中・小 買い物 関市関口町2-1-5 0575-22-6575 10：00～17：00

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
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

Beauty style Y's 中・小 その他 関市東門前町6　サンパティオ3D 090-9663-1986 キッズギフトプレゼント 9:00～22:00、（日曜日 9:00～12:00）

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

ビジュトリーヨシダ 中・小 買い物 関市朝倉町9 0575-22-0655 １級ジュエリーコーディネーターの指輪店
10：00～19：00（通常）　10：00～21：00
（予約時）

ヒマラヤ マーゴ関店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-2177 10：00～21：00

美容室 oveR 中・小 その他 関市肥田瀬3118-2 0575-36-4169 9：00～19：00

ビューティサロン ＴＥＲＵ 中・小 その他 関市吉野町6-35 0575-24-2128 9：00～17：00

ひかり寿し 中・小 飲食 関市巾136-4 0575-24-2200 12：00～14：00、17：00～22：00

Ｂ’ｓ Ｃａfe 中・小 飲食 関市稲口253-1 0575-23-7311 定休日：月・火・水・日曜日 11：30～17：30

佰華 中・小 飲食 関市弥生町3-1-13 0575-24-7451 17：30～24：00　月曜定休＋不定休あり

ピザアンドパスタアニス 中・小 飲食 関市池田町167 0575-24-8564
8：30～14：30、18：00～21：00（月～金）、
17：30～21：00（土日祝） 昼夜ともＯ.Ｓ30

ヒーリング エステサロン ステラ 中・小 その他 関市上白金1051-2 レインボーソシア2D 090-8334-6348 前日までにご予約ください。 9：30～19：30（受付）

平田建設 中・小 買い物・その他関市迫間404 0575-22-5424 8：00～18：00

ひまわり美容室 中・小 その他 関市西福野町1-3-9 0575-23-0518 9：00～18：00

美容室 エデュー 中・小 その他 関市下有知3971-1 0575-21-6236
『美は女性の永遠のテーマ』自分に合った「美しさ」を一緒に見つ
けましょう。

10：00～19：00

美容室 ニワ 中・小 その他 関市小屋名864-3 0575-28-2529 9：00～18：00

ピースヘアメイク 中・小 その他 関市平成通2-3-7 0575-24-4890
9：00～18：00（通常）、9：00～17：00（土
曜・日曜）

美容の小川屋 中・小 その他 関市東町5-4-17 0575-46-9061 営業日：第１，３，５日曜日のみ 10：00～17：00

ピアノプラザオオノ 武儀音楽センター 中・小 その他 関市富之保2305 090-8079-0198 9：00～18：00

広瀬茶華道美術 中・小 買い物 関市西神野232-2 0575-29-0876 9：00～17：00

美容室 Mako 中・小 その他 関市緑ケ丘2-7-20 0575-24-3030 9：00～18：00

ヒューレストトラベル 中・小 宿泊 関市関口町4丁目7-1 0575-29-3677
10：00～20：00（通常）、9：00～20：00
（土・日・祝）



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

bistro adachi 中・小 飲食 関市桜本町2丁目32-4 0575-30-8383 11：30～14：30、17：30～22：00

美食永年胡麻や 中・小 飲食 関市上白金546-2 0575-36-4031 17：00～24：00

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

V-drug 関寿店 大規模 買い物 関市寿町2-4-23 0575-21-0161 10:00～21:00

V-drug 関緑ケ丘店 大規模 買い物 関市緑ケ丘2-4-7 0575-21-3561 9:00～22:00

V-drug 関ひがし店 大規模 買い物 関市市平賀字鹿塚85 0575-21-5468 9:00～21:00

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

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

V-drug 武儀店 大規模 買い物 関市下之保2253 0575-40-1611 9:00～21:00

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 関市迫間字栄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

V-drug 中濃厚生病院前店 大規模 買い物 関市西本郷131-1 0575-25-6080 9:00～21:00

ファミリーマート 関市西田原店 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 関黒屋店 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。

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

V-drug 武芸川店 大規模 買い物 関市武芸川町高野425-1 0575-45-2650 9：00～20：00

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 関市倉知字東藤谷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）

ファッションセンター しまむら 関店 大規模 買い物 関市南出17-1 0575-21-1160 10：00～19：00



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

ファッションジュアン 中・小 買い物 関市西町25 0575-22-7995 10：00～17：00

ファッションアダ 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0211 10：00～21：00

ファインフォート 大規模 その他 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0210 10：00～21：00

フット＆ボディ 癒樂 大規模 その他 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0234 10：00～21：00

プライムトラベル 大規模 その他 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0222 10：00～20：00

ファミリーショップマルヘイ 中・小 買い物 関市大門町1-12 0575-22-0397 8：00～18：00

FUKUTA TIRE 中・小 買い物 関市肥田瀬2722-1 0575-25-6218
8：00～19：00（通常）、10：00～17：00（祭
日）

富久鮨 中・小 飲食 関市弥生町1-4-3 0575-24-0969 17：00～22：00

Ｐｌａｚａ Ａ Ｍａｒｕｇｏ 関店 中・小 買い物 関市平和通8-10-1 0575-21-6173 定休日：火曜日、水曜日 10：00～18：30

プレーゴ 中・小 その他 関市池田町117 0575-21-2065
10：00～19：00（通常）、10：00～18：00
（日曜）

Boulanger ペイザン 中・小 買い物 関市池田町66 0575-23-5557 10：00～19：00

不二家 岐阜関店 中・小 買い物・飲食 関市市平賀76-3 0575-24-1519
9：00～21：00（通常）、9：00～20：00（自
粛期間中）

フラワーショップ美樹園 大規模 買い物 関市緑ケ丘1-1-55 0575-24-0180
10：00～19：00（通常）、9：00～19：00（土
日）

Ｈｕ－ 中・小 買い物 関市武芸川町跡部1289-3 0575-46-2839
11：00～17：30　6月中は喫茶休業中のため
11：00～13：00、15：30～17：30

フラワーショップ四季 中・小 買い物 関市片倉町1-67 0575-23-3400 10：00～18：30

Boulangerie et café Lapin 中・小 買い物 関市倉知3000-3 0575-46-9037 定休日：火・水　　パン屋さんです 10：00～16：00

ふうせん薬局 関店 中・小 買い物 関市平成通1-3-28　サンライズ21 0575-21-5512
9：00～18：30（月～金）、9：00～17：30
（土）

ふうせん薬局 田原店 中・小 買い物 関市西田原1322-2 0575-25-0039
9：00～19：15（月、火、水、金）、9：00～
18：00（木）、9：00～13：00（土）

FOOT　PLUS 中・小 その他 関市寿町1-3-16 090-9947-7547 10：00～20：00

family脱毛 kiki 中・小 その他 関市平成通1丁目3-28 080-9738-3100 9：00～19：00

BREK luce 中・小 その他 関市弥生町3-1-13 0575-46-7555 8：00～21：00、8：00～23：00（金・土）

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）

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

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

ベイシア 関店 大規模 買い物 関市小屋名1630 0575-27-1011
9：30～20：00（通常）、9：00～20：00
（2019ＧＷ）

BELLUNA マーゴ関店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0754 10：00～21：00

ヘア＆ネイル ARch・NAILER'ｓ 関マーゴ店大規模 その他 関市倉知516　マーゴシネマ館1F 0575-21-0759 定休日：木曜日 10：00～19：00

ヘアーサロン（HairSalon）ますい 中・小 その他 関市中之保6272-3 0575-49-3035 8：00～19：00

ヘアーサロン ツチヤ 中・小 その他 関市本町2-3 0575-22-0271 9：00～19：00

ヘアアトリエ ルフュージュ 中・小 その他 関市下有知3497-11 0575-46-9058
9：00～19：00（通常）、9：00～18：00
（日、祝）

hair design Libero 中・小 その他 関市下有知2854-11 0575-23-7686 9：00～18：00

HAIR SPACE CLiP 中・小 その他 関市旭ケ丘1-1-10 0575-21-2040
9：00～19：00（通常）、9：00～18：00（日
曜）

hair salon OluOlu 中・小 その他 関市上白金1079-2 0575-29-8122
9：00～18：00（通常）、9：30～15：00（土
曜日）

Hair Atelier CASTOFF TAKADA 中・小 その他 関市下有知4063-7 070-1623-1892
個室型プライベートサロンで男女問わず、ファミリー層にも人気で
す。

9：00～19：00（通常）、8：00～18：00
（日・祝日）

Hair Salon BLESSED 中・小 その他 関市小瀬南1-7-22 0575-48-0482 9：00～17：00



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

HAIR MAKE FLAP 中・小 その他 関市下有知3061-2 0575-25-2780 9：00～19：00

ヘアクリニック　さくら 中・小 その他 関市桜本町2丁目19番地 055-22-2336 定休日：第一月・火曜、第三火曜日 9：00～19：00

宝石・メガネ・時計・補聴器のハヤシ 中・小 買い物 関市山王通1-6-1 0575-22-4101 9:30～19:00

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

ホームセンターバロー 関緑ケ丘店 大規模 買い物 関市緑ケ丘1-1-64 0575-23-8151 9:00～20:00

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

星井商店 中・小 その他 関市市平賀355-8 0575-23-1680
7：30～20：00（通常）　8：00～19：00（日
曜・祝日）

ホットエクラ（Hot ｅｃｌａｔ） 中・小 その他 関市武芸川町小知野16-2 0575-46-3747 9：30～19：00（通常）　9：00～17：00

ボディーメイク Ｓｔｕｄｉｏ 中・小 その他 関市大杉422-3 0575-46-9192 9：00～12：00　15：30～19：00（月～金曜）

ほっとこ 中・小 飲食 関市大門町2-13 0575-46-9239 不定休 11：00～14：00、17：00～22：00（通常）

ボディーケア 独楽 中・小 その他 関市桜台1-4-12 090-7303-0421 不定休 9：00～18：00（完全予約制）

ホームメイトＦＣ関店 中・小 その他 関市栄町5-1-95 0575-21-2103 キッズコーナー有ります。 10：00～18：00

POLA Alve 中・小 その他 関市旭ケ丘3-1-18 0575-23-8686 9：30～19：30

ポーラ化粧品　エスティ幸営業所　関店 中・小 その他 関市明生町1-4-15 090-7950-2549 9：00～20：00（不定休）

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 関大平町店 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 その他 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

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

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）

Mac-House S.S.F.関店 中・小 買い物 関市池田町138 0575-23-5921 10：00～20：00

マクドナルド 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1F 0575-24-6923 10：00～22：00

マーゴクッキングスタジオ 大規模 その他 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0750
10：00～20：00（火～土）　10：00～17：00
（月）　10：00～20：00（日）

マツモトキヨシ ヘルスバンク武芸川店 中・小 買い物 関市武芸川町高野字西枠の手519-3 0575-45-3045 10：00～20：00

マツモトキヨシ ヘルスバンク小瀬店 中・小 買い物 関市十三塚北18-1 0575-21-7364 9：00～21：00

丸吉寿司 中・小 飲食 関市本町1-18 0575-22-0123 11：30～22：00

まいどおおきに食堂 関緑ケ丘店 中・小 飲食 関市緑ケ丘1-1-53 0575-21-2552
10：00～22：00、10：00～20：00（時短営業
時）

まつ毛専門店 ＳＥＶＥＮ ＣＯＬＯＲＳ 中・小 その他 関市黒屋3544-2 090-3445-6866 ご新規の方、アイシャンプー＆まつ毛トリートメント１回無料 9：00～18：00（月曜～土曜）　完全予約制

まつ寿し 中・小 飲食 関市小屋名1146-1 0575-28-3974
17：00～22：00（通常）、11：00～13：00
（出前のみ）

丸美 中・小 飲食 関市本町3-17 0575-22-3323 11：30～13：30、17：30～21：00



店舗などの名称
利用可能
チケット
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孫六煎餅本舗 中・小 買い物 関市本町3-6-2 0575-22-0718 8：30～19：30

丸正自動車 中・小 その他 関市大杉882-1 0575-22-1675 9：00～17：00

丸しん 中・小 飲食 関市東山1-1-5 0575-24-0943
11：00～14：00、16：30～22：00（通常）
16：30～18：00（自粛期間中）

mai・kai サロン ハタノ 中・小 その他 関市稲河町6-10 0575-22-7757 9：00～19：00

松山燃料店 中・小 その他 関市東福野町3-3 0575-22-0778 8：00～17：00

前村新聞店 中・小 その他 関市倉知2587-10 0575-23-6788 9：00～18：00

まるせ舟戸商店 中・小 買い物 関市武芸川町谷口2347 0575-37-2735 9：00～18：00

丸登屋 中・小 飲食 関市下之保2932-2 0575-49-2005 定休日：火曜日、オーダーストップ20：00 11：00～14：00、16：00～21：00

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）

道の駅むげ川 中・小 買い物・飲食 関市武芸川町跡部1810 0575-46-2696 お買い物とレストランの両方でご利用頂けます。 令和5年3月31日（金）まで休館予定

道の駅平成 売店「ふる里」 中・小 買い物 関市下之保2503-2 0575-49-3750
9：00～18：00（通常）　9：00～17：00（12
月、1月）

美濃路 関店 中・小 飲食 関市栄町3-3-20 0575-21-1129 17：00～0：00

味里 中・小 飲食 関市池田町109 0575-24-4649
11：15～14：00（13：45オーダーストップ）
17：00～21：30

ミスタードーナツ 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-3160 10：00～22：00

三河屋酒店 中・小 買い物 関市富本町１ 0575-22-0039 8：00～19：30

三ツ丸食料品店 中・小 買い物 関市旭ケ丘3-2-24 0575-22-1716 10：00～19：00

みさき装飾 中・小 買い物 関市本町1-12-1 0575-22-5454 9：00～19：00

未来ファームサービス 中・小 買い物 関市中之保5555-2 090-3484-0741

みやこ鮨 中・小 飲食 関市弥生町2-3-18 0575-22-9691
11：00～13：45、17：00～21：30（通常）、
11：00～13：45、17：00～20：30（日・祝

水と緑のふる里森の駅 中・小 飲食 関市板取6527-1 0581-57-7066 11：00～14：00

宮部建設 中・小 その他 関市下有知1546-2 0575-24-0123 9：00～18：00

水野自動車 中・小 その他 関市巾1-6-1 0575-22-4899 定休日：日曜、祝日
8：30～17：30（通常）、8：30～15：30
（土）

みよし亭 中・小 飲食 関市西本郷通7-11-9 0575-23-0777 食材がなくなり次第終了します。早く閉める日もあります。 11：00～13：30、17：00～18：30

路美容院 中・小 その他 関市小屋名1376-5 0575-28-2649 定休日：月曜日 8：30～16：00

美濃関麦酒 中・小 買い物 関市若草通1丁目8番地 9：00～12：00（土・日のみ営業）

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

武芸川温泉 中・小 その他 関市武芸川町八幡1558-7 0575-45-3011 9：00～23：00

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 超薄型レンズ付3,800円、2本目半額　補聴器半額 10:00～19:30

MEGAドンキホーテ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知817 0575-21-1611 9：00～26：00

メリービーンズ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-46-9500 10：00～21：00

メガネの愛眼 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0230 10：00～21：00



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

麺屋 白神 中・小 飲食 関市巾2-144-6 はばコーポ1F 0575-25-0656 11：00～14：00、17：30～21：00

明治牛乳 ミルクやまだ宅配センター 中・小 買い物 関市東町3-1-1 0575-24-1155
定休日：日曜　G.W.、お盆、正月はお休み　祝・祭日は営業してい
ます

9：00～17：00

メモワール関 中・小 その他 関市池田町148 0575-25-6060 年中無休　24時間受付

モア＆パンポーラ 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0771 10：00～21：00

モイスティーヌ関サロン アン・ジュール中・小 その他 関市関口町4-10-2 0575-29-8010
10：00～20：00（通常）　10：00～17：00
（土曜日）

モリツネ 中・小 買い物 関市倉知1735-2 0575-28-5075 9：00～18：00

餅松屋 中・小 買い物 関市洞戸菅谷644-1 0581-58-2610 9：00～17：00

森の茶や 中・小 飲食 関市武芸川町跡部1071 0575-46-3922 チケット利用でランチ時の抹茶にお菓子付き 10：00～17：00（金・土・日）

餅又 中・小 買い物 関市武芸川町八幡758-1 0575-46-2057 7：30～19：30

森塗料店 中・小 買い物 関市西本郷通2-2-13 0575-22-0213
8：00～17：30（通常）　8：00～17：00（土
曜日）

MOLZA美の紙工房 株式会社 中・小 買い物 関市武芸川町八幡64番地 0575-46-1281 来店対応時間9：00～16：00 8：30～17：30

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）

山の宿 ひおき 中・小 宿泊 関市板取3752-1 0581-57-2756 15：00～10：00

山憲商店 中・小 買い物 関市千年町1-22 0575-23-9018 10：00～20：00

ヤマムラ 関ショールーム 中・小 買い物 関市山王通2-24 0575-22-6437
8：00～17：30（通常）　10：00～17：30
（土・日・祝）

山田電機商会 中・小 買い物 関市本町7-10 0575-22-1108 9：00～19：00

山田石油 中・小 その他 関市上白金1127-1 0575-28-2073 定休日：第１、第３日曜日
7：00～19：30（通常）、8：00～18：00
（日・祝）

山西石油 関北SS 中・小 その他 関市下有知2859-1 0575-22-5202
7：30～20：00（通常）　8：00～19：00
（土・日・祝）

焼肉 ちゃんぐ 中・小 飲食 関市巾141-3 0575-23-0014
17：00～21：30（通常）、17：00～21：00
（日・祝）

やま 中・小 飲食 関市下有知3908-1 0575-24-2225 11：30～14：00、17：30～20：00

山久 中・小 買い物 関市吉田町32 0575-22-0015 定休日：水曜日
9：00～18：00（通常）、9：00～17：00（日
曜、祝日）

焼肉 りんぎゅう関店 中・小 飲食 関市上白金622 0575-28-2989
小学生未満のお子様ソフトドリンク無料。子供イスも用意していま
す。

16：00～22：00（通常）、11：00～22：00
（弁当・テイクアウト）

安田はきもの店 中・小 買い物 関市常盤町57 0575-22-0992 年中無休 9：00～19：00

焼肉 あっちゃん 中・小 飲食 関市洞戸栗原13-1 0581-58-2822 17：00～23：00

山本石油 アーバンSS 中・小 その他 関市大杉559-11 0575-24-6623 定休日：日曜
7：30～19：00（通常）、8：00～18：00
（土・祝日）

焼き肉 章 はなれ 中・小 飲食 関市本町1-28 0575-29-4429 17：00～23：00

焼き肉 章 中・小 飲食 関市円保通1-3-1 0575-23-5454
11：00～13：00（昼）、16：00～21：00
（夜）

柳原茶舗 中・小 買い物 関市本町3-21 0575-22-1278 9：00～19：00

山田接骨院 中・小 その他 関市下有知3422-1 0575-25-1867 8：30～12：00、16：00～19：00

やまや 中・小 買い物 関市上利町17 0575-22-2142 10：00～19：00

焼肉 永楽 中・小 飲食 関市山田365 080-9119-7766 17：00～22：00

山憲商店 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ１Ｆ 0575-29-9990 10：00～20：00

やまひで接骨院 中・小 その他 関市稲口252 0575-46-9111
8：30～12：00、15：30～20：00（通常）8：
30～12：30（土曜日）



店舗などの名称
利用可能
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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

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

ユニクロ マーゴ関店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-6720 10：00～21：00

Ｕ＆Ｉサウンド 中・小 買い物 関市市平賀323-6 0575-24-0244 定休日：火曜 9：30～19：00

遊食空間はるちん家 中・小 飲食 関市西本郷通4-2-7プリマパラッツォ105 0575-29-4070 11：00～14：00、17：30～23：00

有限会社マエノ設備 中・小 その他 関市池尻1253 0575-22-8230 8：00～17：00

ゆか　バランスボール 中・小 その他 関市山田264-4 090-7888-8214 9:30～16：00

ユーカリ 中・小 買い物 関市山王通1-2-19 0575-24-3033 10：00～16：00

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２-4-3-3 0575-23-4573 ぎふっこカードでさらに5％off 10：00～20:00

洋菓子店ミノーヴ 中・小 買い物 関市東新町7-2-2 0575-24-606 10：00～18：30

洋風居酒屋 我も幸 中・小 飲食 関市東新町1-5-2 0575-23-8368 18：30～24：00

洋食屋コックさん 中・小 飲食 関市柳町3-2 0575-23-3593
11：30～14：00、17：00～20：00（平日は昼
のみ、土日は昼・夜営業）

陽気な居酒屋 楽笑 中・小 飲食 関市中福野町5-12 0575-36-2899 17：00～24：00

宵待歩行 花陽 中・小 飲食 関市桜ケ丘3-1-33-101 0575-24-6553 17：00～23：00

吉寿し 中・小 飲食 関市天徳町2-2-24 0575-22-1236 11：30～14：00、17：30～21：00

横浜家系ラーメン こめよし家 大規模 飲食 関市倉知817　マーゴウエスト 0575-29-6633 11：00～24：00

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 令和5年3月31日（金）まで休館予定

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

La Mora 中・小 飲食 関市栄町5-1-77 0575-46-8314 11:30～14:30、17:30～21:30

Ｒｉｇｈｔ－ｏｎ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0225 10：00～21：00

ラ・セゾン 中・小 買い物 関市旭ケ丘3-1-20 0575-22-6662
10：00～20：00（通常）、10：00～19：00
（時短営業時）

Ｒａｆ ｈａｉｒ’ｚ 中・小 その他 関市栄町3-3-26 0575-22-8312 9：00～19：00

らーめん楽天 中・小 飲食 関市清水町19 0575-25-1376 ツイッターアカウント：@RamenRakuten
11：30～14：00、17：30～21：00（13：30、
20：30L.O.）

ライブリー 中・小 飲食 関市武芸川町谷口932-1 0575-46-3882

ライフヴィークル 中・小 その他 関市小瀬1690-2 0575-22-8322 定休日：第1、第3日曜 9：00～19：00

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

リカーマウンテン 関店 中・小 買い物 関市市平賀土蔵洞599-4 0575-23-7575 定休日：火曜日 10：00～20：00

理容エルセット 大規模 その他 関市倉知516　マーゴ3F 0575-21-0784 定休日：木曜日 10：00～20：00

Lila bee -anis- 中・小 その他 関市平成通1-3-28 0575-23-8130 定休日：毎週火曜、第3日曜
13：00～21：00（平日）、10：00～18：00
（土日祝）

理容まつやま 中・小 その他 関市出来町10-4 0575-22-2838
8：30～19：00（通常）、8：00～18：00
（土、日）

理容向山 中・小 その他 関市向山町2丁目11-15 0575-23-1661 定休日：毎週月曜、第1火曜、第3日曜 8：00～18：30



店舗などの名称
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ル・カフェ・ノア 中・小 飲食 関市本町1-26 0575-22-0539 定休日：毎週水曜、第三木曜 8：00～17：00

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

レストラン 幸 中・小 飲食 関市洞戸通元寺204 0581-58-2225 7：30～15：00、17：00～20：00

レストラン ムラヤマ 中・小 飲食 関市梅ケ枝町30-2 0575-22-6710
11：30～14：00（通常）、17：30～20：00
（Ｌ．Ｏ．）

レストラン 山久ロカーレ 中・小 飲食 関市若草通5-1　中濃厚生病院6F 0575-25-2966 8：30～17：30

Restaurant　Lavish（レストラン　ラビッシュ）中・小 飲食 関市小屋名851-6 0575-29-8886
11：00～14：30（LO13：30）、18：00～22：
00（LO20：00）

レストハウス岩門 中・小 飲食 関市洞戸黒谷223-1 0581-58-2240 7：00～17：00

レモネード by レモニカ 大規模 飲食 関市倉知516 マーゴ1F 0575-21-0789 10：00～21：00

ローソン 関小瀬店 中・小 買い物 関市小瀬2757-1 0575-23-1901 24時間

ローソン 長良川鉄道関口駅店 中・小 買い物 関市関口町1-52 0575-23-2302 24時間

ローソン 関小瀬南店 中・小 買い物 関市小瀬1630-1 0575-24-6063 24時間

Rock'n Roll Café 中・小 その他 関市西神野195-1 0575-29-0057 昼間のみカフェ、夜：絵画教室、ライブ等
13：00～17：00（通常）、18：00～21：00
（ライブ等）

ローソン 関平和通店 中・小 買い物 関市平和通2-8-1 0575-25-2100 24時間営業

ローソン　関西本郷通店 中・小 買い物 関市西本郷通6-62-3 0575-23-0023 24時間営業

わかくさ接骨院 中・小 その他 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 べビチケ利用で菓子1ケサービス 8：30～18：30

ワコールガーデン 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0233 10：00～21：00

１シルバー喫茶 中・小 飲食 関市倉知2587-15 0575-22-9545 7：00～19：00

和蕎庵 中・小 飲食 関市小屋名103-2 0575-28-7378
お子様メニューございます。小さいお子様には小さいおそばかうど
んをサービスしております。

11：30～15：00,17：00～20：30

和欧Ｄｉｎｉｎｇ Ｏｌｌｉｅ 中・小 飲食 関市東山1-1-20 0575-25-0639
※5月末までは17：00～20：00　6月より通常営業の予定です。
Instagram（アカウント：ollie15.6.12）で確認できます。

11：00～13：30（ランチ※なくなり次第終
了）、17：30～24：00（Ｌ．Ｏ．23：30）

ワールドスポーツ 中・小 買い物 関市旭ケ丘2-8-36 0575-24-0011
10：00～19：00（通常）、10：00～17：00
（火曜のみ）

和食 植野屋 中・小 飲食 関市清水町61 0575-22-0716
11：00～20：00　仕出し、各種宴会の予約の
みの営業　ランチ営業不可

和食洋食ダイニング 楽 中・小 飲食 関市緑ケ丘2-30 0575-23-6655
11：00～14：30、17：00～23：00（金土日祝
は24：00まで）

和創おもむき 中・小 飲食 関市星ケ丘1-5 090-5008-5159 10：30～14：00、17：00～21：00

和おん 中・小 飲食 関市山王通2-2-31 0575-36-5727 定休日：木曜
11：30～18：00（テイクアウトのみ）、18：
00～22：00（店内飲食）

渡辺菓子店 中・小 買い物 関市向山町2-13-7 0575-23-0172 10：00～19：00

ワタナベ 中・小 買い物 関市東新町2-78-7 0575-22-1898 定休日：土・日・祝日 8：00～18：00

わかくさ・プラザ　Café&Shop　ソルフォーレ中・小 飲食 関市若草通2-1 0575-23-8811 8：00～18：00

若鶏の鳥筆 中・小 飲食 関市吉野町8-8 0575-22-1203 9：00～12：00

若草美容室 中・小 その他 関市緑町2-9-37 0575-22-2403 9:00～17:00


