
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

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



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

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

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



店舗などの名称
利用可能
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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）

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）


