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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

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）

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
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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：水・日曜日、6/1からパン販売が中心 11：00～17：00

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）

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



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

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
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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

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）


