
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

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

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）
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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

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
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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

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
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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


