
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

田下石油店 中・小 その他 関市武芸川町八幡846 0575-46-2229 7:30～19:30

大門精肉店 中・小 買い物 関市大門町2-17-2 0575-22-0433 特製味付きレバー1袋進呈 9:00～19:00

タルヤ雑貨店 中・小 買い物 関市本町6-23 0575-22-0061 STAMP フ・フ・フカードポイント２倍 9:00～20:00

大映ミシン 中・小 買い物 関市貸上町52-1 0575-22-0705 新品の家庭用ミシン5％off、中古の家庭用ミシン3％off
9:00～18:00（定休日：日曜、祝祭日、第２土
曜）

たんぽぽ薬局 関店 中・小 買い物 関市西本郷字笹島130-1 0575-21-6131
8：30～18：00（通常）　9：00～11：00（土
曜日）

たんぽぽ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0207 10：00～21：00

タイヤショップサカイ 中・小 買い物 関市上白金1216-5 0575-28-2543
8:00～18:00（通常）　9：00～16：00（日曜
日）

Diningぷっくり 中・小 飲食 関市武芸川町八幡435-2 0575-46-3557 定休日：月曜日、第一火曜日 9：00～17：00

タカラヤ 中・小 買い物 関市仲町2-1 0575-22-7151 9：00～19：00

たけや 中・小 飲食 関市本町1-32 0575-22-0613 9：30～18：30（火曜定休日）

だるまや食堂 中・小 飲食 関市東福野町5-23 0575-22-0797 11：00～19：30

台湾家庭料理 味味 中・小 飲食 関市西本郷通7-5-13 0575-23-6858 11：00～14：30、17：00～24：00

ダイニング酒場りょりょ 中・小 飲食 関市本町3-21-3 090-7316-3636 18：00～24：00

たかふじ接骨院 中・小 その他 関市巾1-53-1 0575-24-0510 定休日：日曜日　祝日は不定休 9：00～20：00、9：00～12：00（土曜日）

たんぽぽ 中・小 飲食 関市池尻522 0575-23-2989 8：00～12：00、17：00～21：00

高橋商店 中・小 飲食 関市栄町3-7-30 0575-25-0680 18：00～23：00

だいえい 中・小 飲食 関市山王通2-2-20 0575-22-6988 11：30～14：00、17：30～21：00

タイ式リラクゼーションSUNPAYATI 中・小 その他 関市下之保2909 090-7695-2571
10：00～17：00（通常）、10：00～18：00
（土曜）

タカセ自販 中・小 その他 関市武芸川町跡部1133 0575-36-1167 9：00～18：00

大洋石油 中・小 その他 関市西本郷通5-2-22 0575-24-2166
7：00～19：00（通常）、8：00～18：00（祝
日）

駄菓子屋カフェ CHABU 中・小 飲食 関市本町2-18 080-6911-0847 土日祝は気まぐれ営業 14：00～18：00（月～金）

ダスキン 関稲口支店 中・小 買い物 関市稲口534-1 0575-22-7674 9：00～16：30

髙井ラジオ店 中・小 買い物 関市旭ケ丘2-9-9 0575-22-1091 9：00～20：00

大勝建設 中・小 その他 関市上之保95 0575-47-2046 8：00～18：00

TAKAKO 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） 9：00～15：00

台湾料理　龍泉　関店 中・小 飲食 関市山田22-1 0575-28-4998
11：00～15：00、17：00～25：00（年中無
休）

TAP　HOA　SEKI　DUONG　ANH 中・小 買い物 関市下有知1213-1 080-4525-8999 10：00～20：00

中濃代行 中・小 その他 関市肥田瀬2542-3 090-5000-3356 19:00～26:00（時間外は要予約）

中華レストラン わかたけ 中・小 飲食 関市神明町1-2-10 0575-22-2887 11:00～22:00（日曜日 11:00～21:00）

中華料理 にいはお 中・小 飲食 関市円保通3-4-23-106 0575-23-8510 定休日：水曜日 11：30～13：30（通常）、17：30～21：00

小さなお菓子やさん Nano 中・小 飲食 関市広見1926-5 0575-36-4075 定休日：土・日・祝・月
10：00～19：00（通常）　、10：00～17：50
（水曜日）

チェコ共和国の味と香りの店 四季路とTriKocky中・小 飲食 関市板取6534-4 0581-57-2836
本年度のみ　1グループ4名様まで、ランチタイム4名様3組まで　7
月からセットご注文でお菓子詰合せプレゼント

7：00～16：00（通常）、7：00～15：00
（2020年度のみ）

中華料理 東呉 中・小 飲食 関市武芸川町高野47-1 0575-36-1393
11：00～14：30、17：00～23：00（ラスト
オーダー30分前）

近松屋 中・小 飲食 関市緑町1-2-6 0575-23-1203 9：30～17：30

中濃自動車学校 中・小 その他 関市市平賀773 0575-22-2083 夜間及び日曜日は会計事務は行っておりません。 10：00～18：00、9：00～16：30（日曜日）
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中華料理しょうりゅう 関店 中・小 飲食 関市平和通2-18 0575-23-4520 準備中：14：30～17：00 11：00～21：00（通常）

中日新聞 青木新聞店 中・小 買い物 関市宮地町4-22 0575-22-1423 9：00～17：00

地域活動支援センター みんなの小路 ＜花ノ木＞中・小 飲食 関市武芸川町谷口2401 0575-37-2132 9：00～13：00

中華食房 味蔵 中・小 飲食 関市古屋敷町1-4 0575-24-0898 定休日：木曜 11：00～14：00、17：00～23：00

中華料理　友好飯店 中・小 飲食 関市東山27-13 0575-23-8865 定休日：水曜 11：30～14：00、17：30～23：00

ちゃんぽん亭総本家 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1F 0575-46-7520 10：00～22：00

ちあき鍼院 中・小 その他 関市向山町3-5-8 090-5852-2951 7：30～15：00

津保川 長瀬 中・小 買い物・飲食 関市神野1578-1 0575-29-0302 1,000円以上お買い上げでドリンク又は釣り具の貸出しサービス 7:00～19:00（水曜定休）

土屋ふとん店 中・小 買い物 関市富之保4598 0575-49-3143 9：00～19：00

つちや自動車 中・小 その他 関市富之保2160 0575-49-2488 8：00～18：00

つるや 中・小 飲食 関市武芸川町谷口1223 0575-46-1391 11：00～15：00

津田健整院 中・小 その他 関市東本郷通3-2-15 0575-25-1534
9：30～19：30（通常）、9：30～12：00（日
曜）

月のうさぎ 中・小 買い物 関市稲口250-2 0575-22-0960 定休日：火曜、和菓子製造・販売 8：00～18：00

手打うどん・そば処 喜家 中・小 飲食 関市孫六町10 0575-22-0095 1グループ食事代8％off 11:00～14:00、17:00～20:00

ディッパーダン 関マーゴ店 大規模 飲食 関市倉知516　マーゴ1Ｆ 0575-21-0259 10：00～22：00

でんきハウスにしだ 中・小 買い物 関市武芸川町跡部1101-11 0575-46-2028 8：30～20：30

天ぷら すずき 中・小 飲食 関市山ノ手1-13 0575-22-2900 11：30～14：00、17：00～20：00

ＴＣＰＢｌａｃｋ 中・小 買い物・その他関市小瀬1022-1 0575-28-6011 9：30～19：00

TENTらーめん 杉ちゃん 中・小 飲食 関市武芸川町高野337 0575-46-3743 11：00～14：00、17：00～21：00

出逢いの森 カフェ ボスコリーノ 中・小 飲食 関市小瀬872-7 0575-46-7788 定休日：木曜日、金曜日 11：00～18：00

ｔｅｔｓｕｋｕｒｉｔｅ 中・小 買い物 関市旭ケ丘3-1-13 0575-29-6886 10：00～17：00（平日、第２土曜）

出逢いの森 中・小 遊ぶ・その他 関市小瀬872-7 0575-46-8965 10：00～17：00

電化ショップ・シラキ 中・小 買い物 関市春里町2丁目3-33 0575-22-0440 定休日：日、祝日 9：00～19：00

トヨタレンタリース岐阜 関店 中・小 その他 関市下有知4099-1 0575-21-0707
一部の車両を除き、基本料金20％off（クレジットカード支払いの
み割引併用可）

8:00～20:00（1/1～1/3は 9:00～17:30）

とれったひろば 関店 大規模 買い物 関市小屋名1436 0575-27-1255 9:00～17:00

ドラッグユタカ 関旭ケ丘店 中・小 買い物 関市旭ケ丘3-16-1 0575-21-6830 9:00～23:00

ＴＯＭ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0229 10：00～21：00

ドラッグストアーズショップ 関マーゴ店大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0229 10：00～21：00

東海北陸自動車道 長良川サービスエリア中・小 買い物・飲食 関市下有知字重竹962 0575-23-4422
売店　24時間営業／レストラン　7：00～15：
00　18：00～21：00（ラストオーダー20：

とんかつの太田家 中・小 飲食 関市観音前48 0575-29-4237 定休日：毎週水曜、第四木曜 11：30～14：00、17：30～20：30

徳兵衛茶屋 中・小 飲食 関市板取5882-1 0581-57-2440 11：00～16：00

東栄事業 関マーゴ前給油所 中・小 その他 関市倉知673-1 0575-23-9583 7：00～23：00

TRAINING STUDIO ウゴクー 中・小 その他 関市巾1-53-1 0575-24-0510 定休日：日曜　祝日不定休
9：00～20：00（通常）、9：00～12：00（土
曜日）

とんかつ冨士 中・小 飲食 関市下有知115 0575-23-5335 11：30～14：00、18：00～20：00

とんちゃん渡辺 中・小 買い物 関市東町1-4-57 0575-22-3491 15：30～21：00
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東京靴流通センター関店 中・小 買い物 関市緑ケ丘2-55 0575-22-5463 10：00～20：00

朱鷺乃屋 中・小 飲食 関市本町1丁目28 0575-29-4429 定休日：木曜日、水曜日AM
11：00～22：00、17：00～22：00（水曜日の
み）


