
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

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

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
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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

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


