
令和4年度北方町生活応援商品券2022取扱店リスト（7月28日現在　順不同）

スナックロマン 芝原 飲食店 090-4858-0001

オオノデンキ 芝原 家電製品 058-323-3738

ドラッグユタカ北方芝原店 芝原 ドラッグストア 058-323-7323

ミニストップ北方町芝原中町店 芝原 コンビニエンスストア 058-323-8065

⾧谷川自動車販売 芝原 自動車販売・保険 058-323-1718

ちいさなとんかつやさん106Ⓜ 朝日町 とんかつ専門店 058-323-5911

学研　芝原教室 朝日町 学習塾 058-323-6210

株式会社　クミタデンキ 朝日町 家電販売 058-324-7615

オクアキ（株） 朝日町 食品卸 058-324-3188

台湾料理　食香閣 加茂 中華料理 058-227-9871

　　十一屋クリーニング店 加茂 クリーニング 058-324-1720

前野カーテン 加茂 カーテン・カーペット・ブラインド類 058-324-3206

居酒屋　くろひげ 加茂 ランチ・定食・揚げ物・刺身・串物・その他 058-324-0960

有限会社　小川プロパン 加茂  LPガス・ガス器具・灯油 058-324-0239

V・drug　北方中央店 加茂  ドラッグストア（医薬品他） 058-320-3827

藤倉自動車（株） 加茂 自動車販売・整備等 058-324-6021

台湾料理　華甲園 加茂 台湾料理 058-323-1786

喫茶　ニューハイライト 加茂 コーヒー・軽食・その他 058-324-2022

居酒屋　よっちゃん 加茂 居酒屋 058-324-3696

ファミリーマート北方加茂店 東加茂  コンビニエンスストア 058-320-3110

高橋米穀店 東加茂 米穀小売全般・精米・餅・赤飯・灯油等 058-324-0514

株式会社　日本タクシー 東加茂 タクシー 058-246-1212

 合同会社Cloverエスリハ整骨院 東加茂 整体（骨盤調整・マッサージ等） 058-323-3123

株式会社　杉本商会 東加茂 自動車車検・整備 058-324-5161

お食事処　おかだ 栄町 麺類・お食事処 058-324-0775

大熊ミシン商会 栄町 ミシン・糸 058-324-0026

菓匠　とよだや 栄店 栄町 和菓子製造販売 058-324-0557

青木ラジオ店 栄町 家電販売 058-324-0226

内藤写真館 栄町 写真業 058-324-0139

本巣タクシー株式会社 栄町 タクシー 058-324-4155

ゲンキー北方中央店 栄町 ドラッグストア 058-322-6870

 KAZOKU　HALAL　インドネシアレストラン 栄町 インドネシアレストラン＆小売店 058-216-7780

恵比須屋 北方 和菓子製造販売 058-324-0208

アサヒ堂 北方 スポーツ用品 058-324-0112

丸栄時計メガネ店 北方 メガネ 058-324-0455

サンパール 北方 コーヒー・ランチ 058-324-0258

(有)東海観光旅行社 北方 旅行業 058-324-8111

お好み　かどかど 北方 焼きそば・たこ焼き・串かつ 080-5166-5354

三鶴堂 北方  荒物雑貨(農作業用品・清掃用品等） 058-324-0264

(有)梅田文書堂　仲町店 北方 書籍販売・文房具 058-324-1925

神原仏壇店（株） 北方 仏壇・仏具 058-324-0301

創菜びすとろ　音彩～ねいろ～ 北方 居酒屋 058-372-7707

（株）松島屋 北方  制服・体操服一式・肌着 058-324-0171

サラダ館北方店[丸安商店] 北方 食品・酒類・ギフト 058-323-7231

立木刃物店 北方  刃物（鋏・鎌・鋸切・剪定鋏各） 058-324-0556

平野屋商店 北方 金物業 058-324-0154

プリンセスゴルフガーデン 北方 ゴルフ練習場 058-323-3885

寺島書店 北方 書籍・雑誌・文房具 058-324-0058

奥村時計舗（有） 北方 時計・宝石・貴金属　販売・修理 058-324-0056

有限会社　梅田文書堂　俵町店 北方  書籍・文具・教科書・教材 058-324-0144

有限会社　吉村生花店 北方  生花・胡蝶蘭・観葉植物・ソープフラワー等 058-324-0335

わかのや 北方 鰻　他 058-324-1255

登録事業所名・店名 地区 業種・販売品目 電話番号
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⾧崎屋有限会社 北方  菓子製造販売(カステラ・ケーキ・パン） 058-324-0209

廣瀬自転車店 北方 自転車販売・修理 058-324-0407

桜ラーメン北方店 北方 ラーメン 058-322-6515

松田はきもの店 北方  くつ・はきもの類・傘　他 058-324-5772

ヒロコ美容室 北方 美容業 058-323-4840

ウカイ種苗株式会社 北方 花、野菜の種・苗、園芸用品の販売 058-324-0137

Restaurant SANO 北方 フランス料理 058-324-0793

林生花店 北方 生花・胡蝶蘭・観葉植物等 058-323-2928

北方接骨院 北方 整体・美容 058-323-2545

美容室　FIVE　STAR 北方 美容業 058-324-1241

焼肉　大鵬 北方 焼肉 058-324-1070

スナック　ハッピー 北方 飲食店 090-7602-2337

おつまみBAR　プルタン 北方 飲食店 090-3858-7506

パンの家　Nagaya 天狗堂  そうざいパン・フルーツサンド等 058-322-7752

森薬局　グリーンロード店 一本松・小柳  薬局(医薬品・化粧品・雑貨) 058-323-4567

定食や　味楽 一本松・小柳 みそかつ・からあげ 090-6467-2847

バチェラー 一本松・小柳  喫茶・あんかけパスタ 058-324-8330

高橋登記事務所 一本松・小柳  土地・建物登記手続 058-324-7001

平和写真館 一本松・小柳  記念写真・各種証明写真 058-324-0102

 セブン-イレブン北方町小柳店 一本松・小柳 コンビニエンスストア 058-323-4451

理容　ヤマト 春来町  カット・顔剃り・女性顔剃り 058-324-0074

Glowth　coffee 春来町  珈琲豆・モーニング・ランチ・デザート 058-320-3951

力寿司（北方店） 春来町 寿司 058-323-1632

フィットハウス北方店 春来町 靴・鞄 058-323-3993

 メナード化粧品　曽我屋代行店 春来町 化粧品・健康食品 058-260-6123

ワカハラデンカ（株） 春来町 家電販売 058-324-2973

あすか北方店 春来町 化粧品 058-324-4507

クロップスプーン 春来町 パスタ・オムライス等 058-324-8507

まいどおおきに　岐阜北方食堂 春来町 食堂（焼き魚・煮物・玉子焼き等） 058-323-5015

マックハウス岐阜北方店 春来町 衣料品 058-323-9170

胡座 春来町 海鮮と炭火焼き居酒屋 058-323-5289

焼肉てっちゃん　北方店 春来町 焼肉 058-323-6363

ローソン北方町庁舎前店 ⾧谷川 コンビニエンスストア 058-323-0117

ヤマニフルーツ ⾧谷川 果物・果物加工品 058-324-6412

 クスリのアオキ北方中央店 ⾧谷川 ドラッグストア 058-322-6162

Larire 平成 エステ・アイラッシュ・脱毛・痩身・化粧品 058-208-2635

 ユニー株式会社　アピタ北方店 平成 衣料品・住居関連品・食料品 058-323-8511

 吉野屋　お菓子の森　平成店 平成 お菓子 058-323-2213

スガキヤ　アピタ北方店 平成 ラーメン・ソフトクリーム 080-6993-9534

モンタボー　アピタ北方店 平成 インストアベーカリー 058-323-4699

 新宿とんかつ　さぼてん　アピタ北方店 平成 和惣菜 058-323-5680

ダンゴズ　アピタ北方店 平成 お好み焼き・だんご 058-323-4947

美濃味匠　アピタ北方店 平成 和惣菜 058-323-5683

麺`s　アピタ北方店 平成 ラーメン 058-323-5269

キクチメガネ　アピタ北方店 平成 メガネ 058-323-5770

ツネトミヤ　アピタ北方店 平成 クリーニング 058-324-3021

サンリペア　アピタ北方店 平成 靴直し・鍵の作製 058-323-0994

BARNS アピタ北方店 平成 シューズ 058-322-4350

SHOO ・LA・RUE　アピタ北方店 平成 レディース服・子供ベビー服・ライフグッズ 058-322-3941

ボルサ　アピタ北方店 平成 喫茶 058-323-4785

ロッテリア　アピタ北方店 平成 ハンバーガー・フードコート 058-323-4379

いけだ書店　アピタ北方店 平成 書籍 058-323-4286
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TAISEIKAN　アピタ北方店 平成 リラクゼーション 058-322-6762

と～たる　アピタ北方店 平成 宝飾・ブランド品・リサイクルショップ 058-324-0530

ミルフローラ　アピタ北方店 平成 宝飾 058-323-4898

オリビア　アピタ北方店 平成 レディースファッション 058-323-4793

GRACE　アピタ北方店 平成 レディースファッション 058-323-9066

タツミヤ　アピタ北方店 平成 レディースファッション 058-324-7470 

ジュアン　アピタ北方店 平成 レディースファッション 058-320-3050

 クラフトハートトーカイ　アピタ北方店 平成 手芸用品 058-324-1772

大垣さし源　アピタ北方店 平成 宝飾・結納用品 058-323-6218

サンリフォーム　アピタ北方店 平成 洋服のお直し 058-323-4854

BANKAN　アピタ北方店 平成 きもの・和装雑貨・アクセサリー 058-320-4810

寿司御殿　アピタ北方店 平成 寿司 058-323-7624

 トンボショップ立川　アピタ北方店 平成 学生服 058-323-3008

セリア　アピタ北方店 平成 百円ショップ 058-324-8755

パンダ 平成 喫茶・飲食 090-7317-3168

高田商会 平成 自動車販売・整備 058-323-1358

テラスフラワー 平成 生花店 058-323-9722

ピッツェリア　カーポダンノ 平成 ピザ・パスタ等 058-323-8976

 株式会社岐阜イエローハット北方店 平成  自動車用品販売・車検整備 058-323-5502

とりとり亭　岐阜北方店 平成 居酒屋（焼き鳥） 058-320-2025

炙りや　藤庵 平成 焼肉・鍋 058-320-2911

あみやき亭　北方店 平成 焼肉 058-323-1139

つけ麺　天下 平成 つけ麺屋 058-374-5119

⾧谷川鍼灸院 曲路 鍼灸治療 058-320-3388

株式会社　アルテック 曲路 総合住宅設備業 058-324-0084

有限会社　アルテックサービス 曲路 住宅設備機器販売・メンテナンス 058-324-0084

メガネの21　北方店 曲路 眼鏡小売 058-324-8884

円心堂（整体・陶盤浴） 曲路 整体・陶盤浴 058-323-7556

 岐菱商事株式会社　本巣北方給油所 曲路 ガソリンスタンド 058-324--2224

クアトロヘア 曲路 美容室 058-323-3837

 株式会社トヨタレンタリース岐阜　北方店 曲路 レンタカー 058-320-0120

Linda Lindo SWEETS 曲路  ケーキ・焼き菓子・かき氷等 058-260-6377

趣肴　公のり 曲路 和食 058-324-7999

XIN-FU　hair（シンフーヘア） 曲路 美容室 058-323-2028

和彩　魚々樂 曲路 和食 058-323-3053

手づくりパン　歩絵夢 柱本  パンの製造及び販売 058-323-7031

珈琲屋らんぷ　北方店 柱本 モーニング・ワッフル・シフォンケーキ等 058-324-8817

カーショップ エスティーオート 柱本 車関連商品 058-323-5311

和未　菜 柱本南 和食 058-323-8171

木野村クリーニング 柱本南 クリーニング業 058-324-2766

フランス菓子　マリージョゼ 柱本南  ケーキ・焼菓子・ソルベ 058-324-9628

メデリン　グローヴァ 柱本南 喫茶店 058-324-9677

 neutral×hair(ニュートラルバイヘア） 柱本南 美容業 058-320-0388

カフェ　シンミアロッソ 柱本南  喫茶店・かき氷・パスタ 058-324-1243

串焼き　和み家 柱本南  焼き鳥・もんじゃ焼き・ケイちゃん焼き・ビール・酒 058-323-3901

Agio 柱本南 イタリアンレストラン 058-323-8858

中国料理　敦煌 柱本南  中華料理(エビチリ・酢豚) 058-323-4688

Plus Hair 柱本南 理容 058-323-3604

 ファミリーマート岐阜本巣北方店 柱本南 コンビニエンスストア 058-320-2500

旨いもの台所　南風 柱本南 沖縄料理・お好み焼き・窯焼きピッツァ 058-323-4560

馳走Dining集楽 高屋白木 創作居酒屋 058-323-3664

美容室　TSUKASA 高屋白木 美容業 058-323-6848
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菓匠　とよだや　高屋店 高屋白木 和菓子製造販売 058-323-3035

北方町障がい福祉サービス事業所　もちの木 高屋白木 お菓子・軍手・EMボカシ 058-323-3244

かにの華　北方店 高屋白木 蟹、豆富料理店 058-323-1546

杏林堂漢方薬局鍼灸院 高屋白木  医薬品・健康食品・はりきゅう治療 058-323-4860

なまずや北方分店 高屋白木 うなぎ屋 058-323-2633

ドラッグユタカ北方高屋店 高屋白木 ドラッグストア 058-323-9660

ミニストップ北方町高屋白木店 高屋白木 コンビニエンスストア 058-323-8175

ONLIed-Hair Design- 美肌脱毛サロン　アトリエオンリエド 高屋伊勢田 美容室・脱毛サロン・エステ 058-216-8115

カットワーク・リーベ 高屋伊勢田 理容店 058-324-8188

Meg　English 高屋伊勢田  英会話教室（入会時初回金） 090-6581-8150

香琲家　クレール 高屋伊勢田 喫茶 058-323-6284

 手しごと家ダイニング　きんたろう 高屋伊勢田  絶品もつ鍋と旨い肴の店 058-324-3882

メガネ赤札堂（眼鏡・補聴器） 高屋伊勢田 眼鏡・補聴器 058-322-9161

仕出し割烹　菊水 高屋伊勢田 和食・懐石料理 058-323-7001

 クスリのアオキ北方高屋店 高屋伊勢田 ドラッグストア 058-320-1011

ドッグサロン　シュテフィ 高屋伊勢田 トリミングサロン 058-324-4004

円満個室ダイニング　まるえん 高屋伊勢田 焼き鳥 058-323-3789

 カレーハウスCoCo壱番屋　岐阜北方店 高屋伊勢田 カレー 058-324-8450

 パスタ・デ・ココ岐阜北方店 高屋伊勢田 スパゲッティ・ハンバーグ 058-320-2635

イタリアン　ヴァレンシア 高屋伊勢田 イタリアン 058-324-6548

 （株）メガネの宝月堂　北方店 高屋伊勢田 眼鏡・補聴器販売 058-324-4116

旬味　うえだ 高屋伊勢田 和食 058-322-0033

和食さと　本巣北方店 高屋伊勢田 和食・しゃぶしゃぶ 058-324-1150

とくちゃんラーメン 高屋伊勢田 ラーメン 058-323-6975

焼肉　KIRAKU 高屋伊勢田 焼肉・ピビンバ・冷麺 058-323-2999

焼肉　髙木 高屋伊勢田 焼肉店 058-323-1298

レディースタイル　すぎやま 高屋太子 美容室 080-3074-8214

中華レストラン　味盛苑 高屋太子 中華料理 058-323-1528

居酒屋　ZEN 高屋太子 居酒屋 058-320-0285

釜めしの松栄屋 高屋 釜めし・うどん・そば 058-323-0108

ドッグサロンHANA 高屋  トリミング・フード販売 058-323-0793

 うどん・天ぷら　金のつる銀の亀 高屋  うどん・天ぷら・定食 058-260-7088

フランボワーズ　北方店 高屋  焼菓子・手作りケーキ 058-323-3875

 （株）ホームセンターバロー北方店 高屋  日用品・薬・家電・ペット用品・資材・工具等 058-320-3522
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