
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

山竹自動車 中・小 その他 関市下有知1519 0575-23-1755 応援券利用分5％off 8:00～19:00

焼肉 山水苑 中・小 飲食 関市西本郷通1-8 コーポ豊内 0575-24-3756 17:00～22:00

ヤカイヤ帽子店 中・小 買い物 関市本町1-38 0575-22-2108 1,000円以上お買い上げフフフポイント2倍 土日のみ10:00～18:00（不定休）

山の宿 ひおき 中・小 宿泊 関市板取3752-1 0581-57-2756 15：00～10：00

山憲商店 中・小 買い物 関市千年町1-22 0575-23-9018 10：00～20：00

ヤマムラ 関ショールーム 中・小 買い物 関市山王通2-24 0575-22-6437
8：00～17：30（通常）　10：00～17：30
（土・日・祝）

山田電機商会 中・小 買い物 関市本町7-10 0575-22-1108 9：00～19：00

山田石油 中・小 その他 関市上白金1127-1 0575-28-2073 定休日：第１、第３日曜日
7：00～19：30（通常）、8：00～18：00
（日・祝）

山西石油 関北SS 中・小 その他 関市下有知2859-1 0575-22-5202
7：30～20：00（通常）　8：00～19：00
（土・日・祝）

焼肉 ちゃんぐ 中・小 飲食 関市巾141-3 0575-23-0014
17：00～21：30（通常）、17：00～21：00
（日・祝）

やま 中・小 飲食 関市下有知3908-1 0575-24-2225 11：30～14：00、17：30～20：00

山久 中・小 買い物 関市吉田町32 0575-22-0015 定休日：水曜日
9：00～18：00（通常）、9：00～17：00（日
曜、祝日）

焼肉 りんぎゅう関店 中・小 飲食 関市上白金622 0575-28-2989
小学生未満のお子様ソフトドリンク無料。子供イスも用意していま
す。

16：00～22：00（通常）、11：00～22：00
（弁当・テイクアウト）

安田はきもの店 中・小 買い物 関市常盤町57 0575-22-0992 年中無休 9：00～19：00

焼肉 あっちゃん 中・小 飲食 関市洞戸栗原13-1 0581-58-2822 17：00～23：00

山本石油 アーバンSS 中・小 その他 関市大杉559-11 0575-24-6623 定休日：日曜
7：30～19：00（通常）、8：00～18：00
（土・祝日）

焼き肉 章 はなれ 中・小 飲食 関市本町1-28 0575-29-4429 17：00～23：00

焼き肉 章 中・小 飲食 関市円保通1-3-1 0575-23-5454
11：00～13：00（昼）、16：00～21：00
（夜）

柳原茶舗 中・小 買い物 関市本町3-21 0575-22-1278 9：00～19：00

山田接骨院 中・小 その他 関市下有知3422-1 0575-25-1867 8：30～12：00、16：00～19：00

やまや 中・小 買い物 関市上利町17 0575-22-2142 10：00～19：00

焼肉 永楽 中・小 飲食 関市山田365 080-9119-7766 17：00～22：00

山憲商店 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ１Ｆ 0575-29-9990 10：00～20：00

やまひで接骨院 中・小 その他 関市稲口252 0575-46-9111
8：30～12：00、15：30～20：00（通常）8：
30～12：30（土曜日）

夢ふうせん 中・小 買い物・飲食 関市板取4012-1 0581-57-2267 9:00～17:00

ユニクロ マーゴ関店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-6720 10：00～21：00

Ｕ＆Ｉサウンド 中・小 買い物 関市市平賀323-6 0575-24-0244 定休日：火曜 9：30～19：00

遊食空間はるちん家 中・小 飲食 関市西本郷通4-2-7プリマパラッツォ105 0575-29-4070 11：00～14：00、17：30～23：00

有限会社マエノ設備 中・小 その他 関市池尻1253 0575-22-8230 8：00～17：00

ゆか　バランスボール 中・小 その他 関市山田264-4 090-7888-8214 9:30～16：00

ユーカリ 中・小 買い物 関市山王通1-2-19 0575-24-3033 10：00～16：00

ヨシケイ岐阜 関営業所 中・小 買い物 関市戸田56-1 0575-29-3900 新規契約でオリジナルティッシュ 9:00～17:00

洋服のリフォームうえき 中・小 その他 関市伊勢町14 0575-22-1335 9:00～19:00

吉田塗装 中・小 その他 関市市平賀588-3 0575-24-4477 8:00～17:00

洋品のナイトウ 中・小 買い物 関市栄町1-36 0575-22-0972 スタンプ フ・フ・フカード利用できます 9:30～18:00（土　9:30～17:30　日祝定休）



店舗などの名称
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洋服の青山 関店 中・小 買い物 関市緑ケ丘２-4-3-3 0575-23-4573 ぎふっこカードでさらに5％off 10：00～20:00

洋菓子店ミノーヴ 中・小 買い物 関市東新町7-2-2 0575-24-606 10：00～18：30

洋風居酒屋 我も幸 中・小 飲食 関市東新町1-5-2 0575-23-8368 18：30～24：00

洋食屋コックさん 中・小 飲食 関市柳町3-2 0575-23-3593
11：30～14：00、17：00～20：00（平日は昼
のみ、土日は昼・夜営業）

陽気な居酒屋 楽笑 中・小 飲食 関市中福野町5-12 0575-36-2899 17：00～24：00

宵待歩行 花陽 中・小 飲食 関市桜ケ丘3-1-33-101 0575-24-6553 17：00～23：00

吉寿し 中・小 飲食 関市天徳町2-2-24 0575-22-1236 11：30～14：00、17：30～21：00

横浜家系ラーメン こめよし家 大規模 飲食 関市倉知817　マーゴウエスト 0575-29-6633 11：00～24：00

ラステンほらど 中・小 買い物・飲食 関市洞戸菅谷539-3 0581-58-2940 令和5年3月31日（金）まで休館予定

ラパンアジル 中・小 飲食 関市山王通1-9-20 0575-24-5580 パパママドリンク１杯無料 11:30～14:00、17:00～21:00

La Mora 中・小 飲食 関市栄町5-1-77 0575-46-8314 11:30～14:30、17:30～21:30

Ｒｉｇｈｔ－ｏｎ 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0225 10：00～21：00

ラ・セゾン 中・小 買い物 関市旭ケ丘3-1-20 0575-22-6662
10：00～20：00（通常）、10：00～19：00
（時短営業時）

Ｒａｆ ｈａｉｒ’ｚ 中・小 その他 関市栄町3-3-26 0575-22-8312 9：00～19：00

らーめん楽天 中・小 飲食 関市清水町19 0575-25-1376 ツイッターアカウント：@RamenRakuten
11：30～14：00、17：30～21：00（13：30、
20：30L.O.）

ライブリー 中・小 飲食 関市武芸川町谷口932-1 0575-46-3882

ライフヴィークル 中・小 その他 関市小瀬1690-2 0575-22-8322 定休日：第1、第3日曜 9：00～19：00

リラクゼーションサロン氣楽 中・小 その他 関市武芸川町高野14-1 0575-46-3965
応援券特別メニュー（ボディセラピー 80分 4千円、オイルリンパ
セラピー 80分 5千円）

9:00～17:00（日曜定休）

良平商店 中・小 買い物 関市板取2874-3 0581-57-2512 13:00～18::00

リカーマウンテン 関店 中・小 買い物 関市市平賀土蔵洞599-4 0575-23-7575 定休日：火曜日 10：00～20：00

理容エルセット 大規模 その他 関市倉知516　マーゴ3F 0575-21-0784 定休日：木曜日 10：00～20：00

Lila bee -anis- 中・小 その他 関市平成通1-3-28 0575-23-8130 定休日：毎週火曜、第3日曜
13：00～21：00（平日）、10：00～18：00
（土日祝）

理容まつやま 中・小 その他 関市出来町10-4 0575-22-2838
8：30～19：00（通常）、8：00～18：00
（土、日）

理容向山 中・小 その他 関市向山町2丁目11-15 0575-23-1661 定休日：毎週月曜、第1火曜、第3日曜 8：00～18：30

ル・カフェ・ノア 中・小 飲食 関市本町1-26 0575-22-0539 定休日：毎週水曜、第三木曜 8：00～17：00

レガル フタワ 中・小 買い物 関市市平賀327-2 0575-22-2265 120円までのお菓子プレゼント 9:00～19:00

レストラン 幸 中・小 飲食 関市洞戸通元寺204 0581-58-2225 7：30～15：00、17：00～20：00

レストラン ムラヤマ 中・小 飲食 関市梅ケ枝町30-2 0575-22-6710
11：30～14：00（通常）、17：30～20：00
（Ｌ．Ｏ．）

レストラン 山久ロカーレ 中・小 飲食 関市若草通5-1　中濃厚生病院6F 0575-25-2966 8：30～17：30

Restaurant　Lavish（レストラン　ラビッシュ）中・小 飲食 関市小屋名851-6 0575-29-8886
11：00～14：30（LO13：30）、18：00～22：
00（LO20：00）

レストハウス岩門 中・小 飲食 関市洞戸黒谷223-1 0581-58-2240 7：00～17：00

レモネード by レモニカ 大規模 飲食 関市倉知516 マーゴ1F 0575-21-0789 10：00～21：00

ローソン 関小瀬店 中・小 買い物 関市小瀬2757-1 0575-23-1901 24時間

ローソン 長良川鉄道関口駅店 中・小 買い物 関市関口町1-52 0575-23-2302 24時間

ローソン 関小瀬南店 中・小 買い物 関市小瀬1630-1 0575-24-6063 24時間
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Rock'n Roll Café 中・小 その他 関市西神野195-1 0575-29-0057 昼間のみカフェ、夜：絵画教室、ライブ等
13：00～17：00（通常）、18：00～21：00
（ライブ等）

ローソン 関平和通店 中・小 買い物 関市平和通2-8-1 0575-25-2100 24時間営業

ローソン　関西本郷通店 中・小 買い物 関市西本郷通6-62-3 0575-23-0023 24時間営業

わかくさ接骨院 中・小 その他 関市下有知4699 0575-24-7887
骨盤矯正チェア「プリムアップ」のチケットプレゼント、キッズ
ルームでのお子様預かり

8:30～12:00、15:30～19:30（土曜日午後
15:00～18:00）

和菓子処 関市 虎屋 中・小 買い物 関市本町7-25 0575-22-0302 べビチケ利用で菓子1ケサービス 8：30～18：30

ワコールガーデン 関マーゴ店 大規模 買い物 関市倉知516　マーゴ2F 0575-21-0233 10：00～21：00

１シルバー喫茶 中・小 飲食 関市倉知2587-15 0575-22-9545 7：00～19：00

和蕎庵 中・小 飲食 関市小屋名103-2 0575-28-7378
お子様メニューございます。小さいお子様には小さいおそばかうど
んをサービスしております。

11：30～15：00,17：00～20：30

和欧Ｄｉｎｉｎｇ Ｏｌｌｉｅ 中・小 飲食 関市東山1-1-20 0575-25-0639
※5月末までは17：00～20：00　6月より通常営業の予定です。
Instagram（アカウント：ollie15.6.12）で確認できます。

11：00～13：30（ランチ※なくなり次第終
了）、17：30～24：00（Ｌ．Ｏ．23：30）

ワールドスポーツ 中・小 買い物 関市旭ケ丘2-8-36 0575-24-0011
10：00～19：00（通常）、10：00～17：00
（火曜のみ）

和食 植野屋 中・小 飲食 関市清水町61 0575-22-0716
11：00～20：00　仕出し、各種宴会の予約の
みの営業　ランチ営業不可

和食洋食ダイニング 楽 中・小 飲食 関市緑ケ丘2-30 0575-23-6655
11：00～14：30、17：00～23：00（金土日祝
は24：00まで）

和創おもむき 中・小 飲食 関市星ケ丘1-5 090-5008-5159 10：30～14：00、17：00～21：00

和おん 中・小 飲食 関市山王通2-2-31 0575-36-5727 定休日：木曜
11：30～18：00（テイクアウトのみ）、18：
00～22：00（店内飲食）

渡辺菓子店 中・小 買い物 関市向山町2-13-7 0575-23-0172 10：00～19：00

ワタナベ 中・小 買い物 関市東新町2-78-7 0575-22-1898 定休日：土・日・祝日 8：00～18：00

わかくさ・プラザ　Café&Shop　ソルフォーレ中・小 飲食 関市若草通2-1 0575-23-8811 8：00～18：00

若鶏の鳥筆 中・小 飲食 関市吉野町8-8 0575-22-1203 9：00～12：00

若草美容室 中・小 その他 関市緑町2-9-37 0575-22-2403 9:00～17:00


