
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

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
応援券利用でコーヒーチケット（10枚4,000円）ご購入のお客様に
次回使えるサービス券プレゼント。

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）

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
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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

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
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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

CAST OFF 中・小 その他 関市下有知124-11 0575-22-1419 9：00～18：00

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

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
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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 関稲口店 大規模 買い物 関市稲口286-2 0575-21-7010 9:00～21:00

ゲンキー 関下有知店 大規模 買い物 関市下有知1666 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

Cake＆Cafe Bande 中・小 飲食 関市大杉541-1 0575-24-8108
11：00～20：00　　（ランチ　11：00～15：
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

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）



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

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


