
登録事業所名 地区 販売品目 登録事業所名 地区 販売品目

長谷川自動車販売 芝原 自動車・修理 炉ばた　ぽん太 平成 刺身・手羽先・串焼他

スナック　ロマン 芝原 刺身・ドリンク等 art-salon凜華 平成 エステ

ちいさなとんかつやさん106Ⓜ 朝日町 とんかつ ブティック　パリー 平成 婦人洋品

（株）クミタデンキ 朝日町 家庭用電化製品 吉野屋　お菓子の森　平成店 平成 お菓子

台湾料理　食香閣 加茂町 中華料理 テラスフラワー 平成 生花・観葉植物

居酒屋　くろひげ 加茂町 揚げ物・煮物・炒め物等 (株)アルテック 曲路 総合住宅設備

(有)小川プロパン 加茂町 LPガス販売 (有)アルテックサービス 曲路 住宅設備メンテナンスサービス

前野カーテン 加茂町 カーテン・ブラインド他 無痛整体「円心堂」 曲路 整体

台湾料理　華甲園 加茂町 炒飯・ラーメン 長谷川鍼灸院 曲路 鍼灸治療

藤倉自動車（株） 加茂町 車検・整備・自動車用品等 和彩　魚々樂 曲路 和食

十一屋クリーニング店 加茂町 クリーニング メガネの２１北方店 曲路 メガネ

居酒屋　よっちゃん 加茂町 食事・アルコール Olts Café 曲路 パスタ・ピザ・かき氷

進学シューレ 東加茂 学習塾 木野村クリーニング 柱本 クリーニング全般

高橋米穀店 東加茂 精米、餅、赤飯 フランス菓子　マリージョゼ 柱本 洋菓子等

（株）杉本商会 東加茂 自動車整備 メデリン　グローヴァ 柱本 珈琲

エスリハ接骨院 東加茂 腰痛治療 Plus Hair 柱本 理容（サービス）

青木ラジオ店 栄町 家電販売 串焼き　和み家 柱本 串焼き・鉄板焼き・もんじゃ焼き

麺類・お食事処　おかだ 栄町 麺類、丼物 和未　菜 柱本 和食

菓匠　とよだや　栄店 栄町 和菓子 neutral ×　hair 柱本 美容業

大熊ミシン商会 栄町 ミシン ファミリーマート岐阜本巣北方店 柱本 食品・非食品・日用品・免許品

内藤写真館 栄町 写真撮影 手づくりパン　歩絵夢 柱本 手づくりパン、サンドイッチ、玉子、牛乳他

本巣タクシー（株） 栄町 タクシー 菓匠　とよだや　高屋店 高屋白木 和菓子

わかのや 北方 弁当、鰻他 美容室　TSUKASA 高屋白木 美容業全般

長崎屋(有) 北方 和洋菓子・パン 杏林堂漢方薬局鍼灸院 高屋白木 漢方薬・鍼灸

丸栄時計メガネ店 北方 時計・眼鏡・補聴器・宝飾 イタリアン　ヴァレンシア 高屋伊勢田 イタリア料理

(有)東海観光旅行社 北方 旅行 仕出し・割烹　菊水 高屋伊勢田 和食・日本料理

(有)梅田文書堂　仲町店 北方 書籍・文具 手しごと家ダイニング　きんたろう 高屋伊勢田 居酒屋料理

松田はきもの店 北方 靴、はきもの、傘他 LAESSE 高屋伊勢田 エステティック

(株)丸安商店 北方 酒・ギフト とくちゃんラーメン 高屋伊勢田 ラーメン

(有)吉村生花店 北方 生花 カットワーク・リーベ 高屋伊勢田 理容業

すみのや 北方 衣料品 旬味　うえだ 高屋伊勢田 和食

(株)井上ポンプ店 北方 水道工事 Meg English 高屋伊勢田 英会話教室

恵比須屋 北方 和生菓子 居酒屋　ZEN 高屋太子 居酒屋メニュー

(株)松島屋 北方 学生服・洋品 フランボワーズ　北方店 高屋 生菓子・焼菓子

(有)梅田文書堂　俵町本店 北方 雑誌・書籍・文房具他 釜めしの松栄屋 高屋 釜めし・うどん・そば・丼物

寺島書店 北方 本・雑誌・文房具 ドッグサロンHANA 高屋 トリミング・ペット用品

平野屋商店 北方 金物 和み庵　ほのか 高屋 和食

(有)アサヒ堂 北方 スポーツ用品

HAIR ＆ SPA　ファイブスター 北方 美容業全般

林生花店 北方 生花 登録事業所名 地区 販売品目

サンパール 北方 コーヒー・軽食他 ドラッグユタカ北方芝原店 芝原 薬・化粧品・雑貨・食品

ハキモノセンター　かわせ 北方 履物一般 中部薬品　V・drug 北方中央店 加茂町 薬・日用雑貨・食品・化粧品

奥村時計舗 北方 時計・宝石 ゲンキー北方中央店 栄町 医薬品・化粧品・食品・日用雑貨

神原仏壇店(株) 北方 仏壇・仏具 北方接骨院(ボディメンテナンス北方整体院) 北方 施術、健康食品

立木刃物店 北方 刃物 メナード化粧品　曽我屋代行店 春来町 化粧品、健康食品、健康飲料

ウカイ種苗(株) 北方 種苗 フィットハウス北方店 春来町 シューズ・バック・アクセサリー

三鶴堂 北方 荒物雑貨 ユニー(株)アピタ北方店 平成 衣料品、住宅関連品、食料品

ヒロコ美容室 北方 美容業 とりとり亭　岐阜北方店 平成 焼き鳥・その他

お好み　かどかど 北方 お好み焼き 学研CAIスクール岐阜北方校 平成 学習塾

パンの家　Nagaya 天狗堂 パン小売 (株)岐阜イエローハット　北方店 平成 自動車用品

バチェラー 一本松・小柳 あんかけパスタ・パン あみやき亭　北方店 平成 焼肉

定食や　味楽 一本松・小柳 定食 クスリのアオキ　北方中央店 長谷川 ドラッグストア関連

平和写真館 一本松・小柳 写真撮影 岐菱商事(株)本巣北方給油所 曲路 ガソリン・軽油・洗車等

高橋登記事務所 一本松・小柳 登記・測量業務 珈琲屋　らんぷ　北方店 柱本 コーヒー

まいどおおきに　岐阜北方食堂 春来町 食事提供・そうざい販売 ドラッグユタカ北方高屋店 高屋白木 薬・化粧品・雑貨・食品

Glowth coffee 春来町 ドリンク・ランチ・デザート等 メガネ赤札堂　河渡橋店 高屋伊勢田 眼鏡・補聴器

理容　ヤマト 春来町 理容 クスリのアオキ　北方高屋店 高屋伊勢田 ドラッグストア関連

ロエル　ガレージワークス 春来町 自動車部品・用品・エンジンオイル交換　等 (株)メガネの宝月堂　北方店 高屋伊勢田 眼鏡・補聴器

ホームパートナーワカハラ 春来町 家電商品・設備商品 カレーハウスCoCo壱番屋　岐阜北方店 高屋伊勢田 カレー

ヤマニフルーツ 長谷川 果物小売 パスタ・デ・ココ　岐阜北方店 高屋伊勢田 あんかけスパゲッティ・ハンバーグ

and Lab. 平成 コーヒー・生パスタ ホームセンターバロー北方店 高屋 日用品・園芸用品等

【一 般 店】

【量 販 店】 

 

  （令和 2 年 7 月 31 日現在） 


