
▼下呂市 ▼不破郡垂井町 ▼不破郡関ケ原町

▼中津川市 ▼加茂郡七宗町 ▼加茂郡八百津町

▼加茂郡川辺町 ▼可児市 ▼可児郡御嵩町

▼各務原市 ▼土岐市 ▼多治見市

▼大垣市 ▼大野郡白川村 ▼安八郡神戸町

▼山県市 ▼岐阜市 ▼恵那市

▼揖斐郡大野町 ▼揖斐郡池田町 ▼本巣市

▼本巣郡北方町 ▼海津市 ▼瑞浪市

▼瑞穂市 ▼美濃加茂市 ▼美濃市

▼羽島市 ▼羽島郡岐南町 ▼羽島郡柳津町

▼羽島郡笠松町 ▼郡上市 ▼関市

▼飛騨市 ▼養老郡養老町 ▼高山市

[岐阜県岐阜県]
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

食品館やましげ 下呂市 小川１２３６－１ ショッピング

ヤマカワ 招猫店 下呂市 幸田１１６３－１ ショッピング

ヤマカワ 本店 下呂市 幸田１３９６－１ ショッピング

Aコープ下呂店 下呂市 森８００－１ ショッピング

下呂魚介 下呂市 森９７９－４ ショッピング

GEROGEROバタースタンド 下呂市 湯之島５７１ ショッピング

GEROGEROみるくスタンド 下呂市 湯之島８５０ ショッピング

酒アルコ萩原店 下呂市 萩原町上呂１４６８－１ ショッピング

暮らしの衣料マツオカ 萩原店 下呂市 萩原町上呂堂前１６６０ ショッピング

緑の館珈琲焙煎所 下呂市 萩原町花池１２３ ショッピング

Aコープ萩原店 下呂市 萩原町萩原１８５３ ショッピング

暮しの衣料マツオカ 金山店 下呂市 金山町下原町協和５４９－１ ショッピング

Aコープ金山店 下呂市 金山町金山１９０９－１ ショッピング

奥飛騨酒造 下呂市 金山町金山１９８４ ショッピング

グルマンヴィタル垂井本店 不破郡垂井町 宮代４４１ 飲食店

TAG hair 不破郡垂井町 栗原２４３－１ サービス

ヤナギ園芸 不破郡垂井町 綾戸４２６ ショッピング

焼肉しょみん 不破郡垂井町 表佐４９２２－１ 飲食店

パティスリーソレイユブラン 不破郡垂井町 表佐東小柳５０２８－１ 飲食店

Growth Ring 不破郡垂井町 表佐東小柳５０２８－３ ショッピング

ココス垂井店 不破郡垂井町 表佐西小柳４９７０－１ 飲食店

幸山 不破郡関ケ原町 野上１６７３－３８ 飲食店

アミカ中津川店 中津川市 中一色町３－１６ ショッピング

スマイル中村店 中津川市 中津川２９４６－２ ショッピング

懐しお好み焼 だいじろう 中津川市 中津川２９９６－１ 飲食店

七福 中津川市 中津川３０２２－１８ ショッピング

ショッピングセンターサノヤ 中津川市 付知町６８１２－４８ ショッピング

スマイル付知店 中津川市 付知町８５９３－２０ ショッピング

肉のくまざき本店 中津川市 千旦林１０４１－１ ショッピング

川上屋駅前店 中津川市 太田町２－３－５ 飲食店

川上屋手賀野店 中津川市 手賀野２７７－１３ 飲食店

JAひがしおの 中津川グリーンセンター 中津川市 手賀野３４０－１ ショッピング

うなぎ料理山品 中津川市 新町１－１ 飲食店

中山道大鋸 中津川市 本町１－２－９ ショッピング

2 / 24

[岐阜県岐阜県]



川上屋 中津川市 本町３－１－８ 飲食店

KISAKU 中津川市 桃山町６２－１９ 飲食店

清水屋 中津川店 中津川市 淀川町３－８　バロー中津川店内 ショッピング

みかわや 中津川市 田瀬９４３－５ ショッピング

恵那北グリーンセンター 中津川市 福岡９２７－１１ ショッピング

Aコープ福岡店 中津川市 福岡９２７－１１ ショッピング

満天星一休 苗木店 中津川市 苗木２５３１－１ 飲食店

暮しの衣料マツオカ 苗木店 中津川市 苗木４８９７－２ ショッピング

あみやき亭 中津川店 中津川市 茄子川１９８３－１１ 飲食店

ら－めんえびす 中津川 中津川市 茄子川１９８８－１ 飲食店

スマイルなすび川店 中津川市 茄子川２０４８－１７ ショッピング

スマイル駒場店 中津川市 駒場４５６－１ ショッピング

白川園本舗　七宗御殿 加茂郡七宗町 中麻生１１４６－１ 飲食店

暮しの衣料マツオカ 八百津店 加茂郡八百津町 和知１０９３ ショッピング

全日食 長栄軒 加茂郡八百津町 和知１５９０－１ ショッピング

Cave 渡辺屋 加茂郡八百津町 和知１６１３－１ ショッピング

おりじなる大福御菓子処養老軒 加茂郡川辺町 下川辺２７３－１ ショッピング

Luscious 加茂郡川辺町 下川辺５９７－２ サービス

花美蔵 加茂郡川辺町 中川辺２８ ショッピング

ペンマート可児株式会社 可児市 下恵土１９５６－１ ショッピング

コープぎふ可児店 可児市 下恵土２８１７－１ ショッピング

ガレリアエレガンテ 可児店 可児市 下恵土２９２４－１ サービス

ギフトギャラリー すぎもと 可児市 下恵土３０１０－１ ショッピング

可児かまど　本店 可児市 下恵土５２６－１ 飲食店

昭和食堂可児店 可児市 下恵土５６１４－１　昭和食堂可児店 飲食店

TJ天気予報 1コ可児店 可児市 下恵土８０７－１ サービス

フィットハウス 可児店 可児市 下恵土８６７ ショッピング

リカーマウンテン 可児店 可児市 下恵土字中西８６４番１ ショッピング

恵那川上屋 可児店 可児市 下恵土字古川１９５６ 飲食店

酒やビック可児店 可児市 下恵土字野区路２８７５－１ ショッピング

ココス可児店 可児市 下恵土野林２９９１ 飲食店

bob INTERNATIONAL 可児市 中恵土２１４１－４ サービス

フレッシュライフ中恵土店 可児市 中恵土寺廻１９５２ ショッピング

綿半スーパーセンター可児店 可児市 今渡８４０－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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あみやき亭 可児店 可児市 今渡字金星１７１７－１ 飲食店

リリアーヌ 可児市 土田４３８４ 飲食店

KISTYダイビングサ－ビス 可児市 土田５０３３－１　フレンズハイツ１０２ ショッピング

とれったひろば 可児店 可児市 坂戸５９ ショッピング

Shuna 可児市 坂戸６２０－１ ショッピング

レイフィールド可児店 可児市 坂戸７８４ サービス

魚錠 可児店 可児市 坂戸字前田６００番１ 飲食店

ピッツェリア マリノ 可児店 可児市 坂戸字前田６０２番地 飲食店

アミカ可児店 可児市 坂戸字西ノ川原７６２ ショッピング

フレッシュライフ西可児本店 可児市 帷子新町３－５２ ショッピング

株式会社サカエ屋 可児市 広見２００７－１ ショッピング

風来坊　可児店 可児市 広見２０５７－１　ロイヤルマンション 飲食店

サワセイ 可児店 可児市 広見５－３２ ショッピング

味菜館 可児市 広見５－９３ ショッピング

宝島 可児店 可児市 広見６－９８ ショッピング

絶好鶏 可児市 広見６３０－３　ビレッジ元町 飲食店

リビング イチハラ 可児市 広見８４８－１０ ショッピング

恵那川上屋咲久舎可児御嵩インター店 可児市 柿田８４４ー１ 飲食店

可児ッテ 可児市 柿田杉坪４１６－１ ショッピング

肉のキング 可児郡御嵩町 中１０００－１ ショッピング

酒やビック各務原那加店 各務原市 入会町２－５３ ショッピング

カルコス各務原店 各務原市 小佐野町１－１１ ショッピング

フィットハウス 各務原店 各務原市 小佐野町１－２４ ショッピング

とんかつ屋かつ秀　各務原店 各務原市 小佐野町２－２４－１ 飲食店

ブックオフ PLUS 各務原インター店 各務原市 小佐野町２－６ ショッピング

コープぎふ尾崎店 各務原市 尾崎西町５－３０ ショッピング

琴川 各務原市 川島松倉町２４６８ 飲食店

ヴォーグヘア ハヤシ 各務原市 成清町４丁目１１５ サービス

馬喰一代 各務原店 各務原市 蘇原宮代町３－３６ 飲食店

スーパーサカイ 各務原市 蘇原島崎町２－２２ ショッピング

さかい珈琲ヒルズ店 各務原市 蘇原東島町４－４５ 飲食店

BREKPENTA 各務原市 蘇原東島町４－４５ サービス

和牛焼肉 中嶋屋本店 各務原市 蘇原東島町４－６１ 飲食店

炭火 焼肉屋さかい 各務原店 各務原市 蘇原東栄町２－１３０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ル・スリジェダムール蘇原店 各務原市 蘇原瑞穂町２－５７－１ 飲食店

レイフィールド各務原店 各務原市 蘇原花園町１－１９－１ サービス

スーパー三心 蘇原店 各務原市 蘇原花園町３－１６ ショッピング

豆工房コーヒーロースト各務原店 各務原市 蘇原野口町１－８０－１ ショッピング

再良市場各務原店 各務原市 那加前洞新町３－７６ ショッピング

なまずや 各務原市 那加前洞新町３－７８ 飲食店

TJ天気予報 7コ 各務原市 那加前洞新町４－１９５ サービス

アミカ各務原店 各務原市 那加巾下町１１－１ ショッピング

ピッツェリア マリノ 各務原店 各務原市 那加巾下町８１－１ 飲食店

ギフトギャラリーやまだ 各務原本店 各務原市 那加巾下町８６－１ ショッピング

からやま岐阜各務原店 各務原市 那加巾下町８８－３ 飲食店

アクイラ 各務原店 各務原市 那加日新町３－１２ ショッピング

本家豆大福 だるま堂 各務原市 那加東那加町１７－３ 飲食店

やきにく喜咲 各務原市 那加甥田町１６ 飲食店

ファミリーファッションいしはら各務原店 各務原市 那加野畑町１－１１３ ショッピング

MonkeySpice 各務原市 那加門前町３丁目３９　シャトウ８８－１Ｆ－
Ｄ 飲食店

ぎふ初寿司各務原分店 各務原市 鵜沼三ツ池町１－１４１ 飲食店

美濃の郷 各務原店 各務原市 鵜沼三ツ池町２－１９５－１ 飲食店

伊木山ガーデン伊木清兵衛 各務原市 鵜沼丸子町３－１５ ショッピング

ホットロード 各務原店 各務原市 鵜沼各務原町１－２２６ ショッピング

ヤマワ 各務原市 鵜沼各務原町５－２９０ ショッピング

Salon is this 各務原市 鵜沼山崎町６－８－１　テラスノバ鵜沼　１Ｂ サービス

浪漫遊 各務原店 各務原市 鵜沼川崎町２－１９６ ショッピング

うな神 各務原市 鵜沼東町２－９４ 飲食店

かつや 各務原鵜沼 各務原市 鵜沼東町５－２－１ 飲食店

あみやき亭 鵜沼店 各務原市 鵜沼東町６－２－１ 飲食店

旬菜和心棗 各務原市 鵜沼東町７－１ 飲食店

ル・スリジェダムール鵜沼店 各務原市 鵜沼東町７－４ 飲食店

ぎふ初寿司　鵜沼店 各務原市 鵜沼羽場町３丁目１０－１ 飲食店

うなぎ屋たむろ－grue－ 各務原市 鵜沼羽場町５－１６４ 飲食店

HAIR MAKE fleur 鵜沼店 各務原市 鵜沼西町３－１６１ サービス

オオマツフード 下石店 土岐市 下石町８８８－６ ショッピング

ラコステ 土岐 土岐市 土岐ヶ丘１－２ ショッピング

ティファールストア 土岐 土岐市 土岐ヶ丘１－２－２０２５区画 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サンマート 土岐口店 土岐市 土岐津町土岐口１７８０－１ ショッピング

サンタの創庫 土岐市店 土岐市 土岐津町土岐口１８８８ ショッピング

ファーマーズキッチン 土岐市 土岐津町高山８３－１ 飲食店

株式会社 志野・織部 土岐市 泉北山町２－１３－１ ショッピング

喜楽庵 土岐市 泉北山町２－２　オリベビルズ内 ショッピング

liberta hair design 土岐市 泉寺田町１－２７－１ サービス

うなぎ横綱 土岐市 泉島田町３－４１ 飲食店

サンマート本店 土岐市 泉町久尻４０ ショッピング

沢田酒店 土岐市 泉町大富１５２８－７ ショッピング

サントレーム バロー土岐店 土岐市 肥田浅野梅ノ木町１－２３ ショッピング

魚錠 多治見店 多治見市 上山町１－１２１ 飲食店

VOGUELOGIC 多治見市 上野町３－１－１ サービス

ピッツェリアカフェバンク 多治見市 京町２－１５８ 飲食店

七輪炭火焼肉 和や 多治見市 京町２－１８５ 飲食店

コープぎふ多治見店 多治見市 京町４－１０９ ショッピング

びっくりドンキー多治見住吉店 多治見市 住吉町１－１－１ 飲食店

赤から 多治見店 多治見市 住吉町４－２６－１ 飲食店

あみやき亭 多治見店 多治見市 光ヶ丘２－１－１ 飲食店

オオマツフード 光ヶ丘店 多治見市 光ヶ丘２－３０ ショッピング

買取王国 多治見店 多治見市 光ヶ丘２－７８ ショッピング

ラ・メール・ブランシュ 多治見市 前畑町３－３１ 飲食店

ラ・メ－ル・ブランシュ 多治見市 前畑町３丁目３１　 ショッピング

ハードオフ 多治見店 多治見市 太平町４－１５ ショッピング

イタメシ居酒屋ボンジョル豚 多治見市 太平町４－２０　コクブビル１Ｆ 飲食店

食房まさら 多治見市 太平町５－１１－１ 飲食店

支留比亜珈琲店 多治見太平店 多治見市 太平町６－１６８－１ 飲食店

パティスリー・エ・カフェグランディール 多治見市 宝町１０－２４ 飲食店

TJ天気予報5t 多治見市 宝町１０－７８ サービス

モンリーヴ 多治見市 宝町３－１０３ ショッピング

HAIRMAKE NYNY 多治見店 多治見市 宝町３－１０４－１ サービス

酒ゃビック多治見店 多治見市 宝町３－１７５－１ ショッピング

串もんず 多治見市 宝町５－９８ 飲食店

wath’z 多治見市 宝町６－２０－５ ショッピング

con affetto 多治見市 宝町７－３６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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個別焼肉ジャスト肉 多治見市 宝町９－２３－１ 飲食店

ピッツェリアマリノ 多治見店 多治見市 宝町９－４８－１ 飲食店

ルイールアイ 多治見市 小名田町　３－３４ サービス

炭火焼肉華炎 多治見市 幸町２－６４ 飲食店

リカーマウンテン 旭ケ丘店 多治見市 旭ヶ丘１０－６－２３ ショッピング

イタリアン酒場Borco 多治見市 本町２－４３　佐藤ビル２Ａ 飲食店

アドミニオン101 多治見市 本町３－１５０－１　クリスタルプラザアネッ
クス多治見 サービス

池のや 多治見市 本町４－１７ ショッピング

コドモ楽園 多治見市 本町４丁目６０ ショッピング

澤千 多治見市 本町５－２４ 飲食店

そば処 井ざわ 多治見市 本町５－２４ 飲食店

アルティジャーノオリベストリート店 多治見市 本町５－３４－１ 飲食店

美濃焼和食割烹 二代目 浪花 多治見市 栄町１－４６ 飲食店

炭火焼肉仙龍 多治見市 池田町７－１１ 飲食店

リカーマウンテン 多治見滝呂店 多治見市 滝呂町６－１１６ ショッピング

Aboo 多治見市 白山町２－２２２　織部ビル　２Ｆ　Ｂ サービス

クラフト 多治見店 多治見市 白山町３－１２１ ショッピング

マルナカストアー 多治見市 笠原町２１１４－１ ショッピング

サカエ屋 笠原店 多治見市 笠原町２４６９－２　マイン笠原ショッピング
プラザ内 ショッピング

オオマツフード 笠原店 多治見市 笠原町神戸２７４３－１ ショッピング

ミカワヤレッツ 多治見市 若松町１－４３ ショッピング

宝島 多治見店 多治見市 若松町２－２３－１ ショッピング

トーカイ 多治見店 多治見市 若松町２－４０－１ ショッピング

サンドール 多治見市 虎渓山町７－１４－１８ 飲食店

焼肉きんぐ 多治見店 多治見市 金岡町１－３４－１ 飲食店

ボルボカー 多治見 多治見市 金岡町３－８４－１ ショッピング

うな千 多治見市 青木町１ 飲食店

原宿 南国酒家 多治見店 多治見市 音羽町１丁目２２６中之郷ビルディング２Ｆ 飲食店

志ば仙　おとわ 多治見市 音羽町３－６１ 飲食店

Alice 多治見市 音羽町４－１０４－１０３ サービス

GRANDDESIGN大垣店 大垣市 三塚町１０９１－２　兵頭ビル１Ｆ サービス

TABOO 大垣市 中ノ江２－３６－１ サービス

ポンメール 大垣市 中ノ江２－６－１ 飲食店

Aguhairnico大垣 大垣市 中川町１－６３－１　中村第十二ビル　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブックオフ 大垣バイパス店 大垣市 中野町５－１４８－１ ショッピング

ハードオフ大垣バイパス店 大垣市 中野町５－１４８－１ ショッピング

たち川珈琲 大垣市 今宿３丁目１０－１　 飲食店

酒やビック大垣店 大垣市 今宿４－２１－１ ショッピング

COCO大垣店 大垣市 俵町１４６　アイリス壱番館１Ｆ サービス

リカーマウンテン 大垣店 大垣市 八島町１０－１ ショッピング

ピッツェリア マリノ 大垣店 大垣市 加賀野５－１－４ 飲食店

平 家具 大垣市 墨俣町二ツ木２０９ ショッピング

サンタの創庫 墨俣店 大垣市 墨俣町墨俣１１０２－１ ショッピング

ボスレフィル 大垣市 宮町１－１　ライオンズ大垣駅前ローレルタ
ワー　１Ｆ サービス

やきとり 大吉 室町店 大垣市 宮町２－２５ 飲食店

ボスコレクション 大垣市 寺内町２－３５－１ サービス

吉田ハム 吉田本店 大垣市 寿町１－１ ショッピング

和モダンフレンチたかはし 大垣市 御殿町１－１０ 飲食店

みやこ屋本今店 大垣市 本今１－１２９－１ 飲食店

ブランチ　ヒロノヤ 大垣市 本町１－７７ 飲食店

ビーアンビシャス 大垣市 本町２丁目２４　 飲食店

JAにしみの ファーマーズマーケット 大垣市 東前町９５５－１ ショッピング

株式会社　ファイブセンスキッチン 大垣市 東外側町１－１８－１ 飲食店

アミカ大垣店 大垣市 東町２－９０ ショッピング

RAG 大垣市 林町１０－１３０８－１ サービス

アミカ大垣北店 大垣市 林町１０－５ ショッピング

フィットハウス アクアウォーク大垣店 大垣市 林町６－８０－２１　アクアウォーク大垣　２
Ｆ ショッピング

La Bouquet大垣店 大垣市 林町７－６４２ サービス

しろはと美容室 大垣市 林町７－７６１－２ サービス

あみやき亭 大垣21号バイパス店 大垣市 林町９－７９ 飲食店

豚肉専門店　豚光 大垣市 栗屋町９　 飲食店

かつや岐阜大垣店 大垣市 楽田町１－６２ 飲食店

零式書店大垣店 大垣市 楽田町３－７４ ショッピング

ココス大垣バイパス店 大垣市 楽田町４－３１－１ 飲食店

ぎふ初寿司　大垣店 大垣市 楽田町４－３３ 飲食店

ザ・アミーゴス大垣店 大垣市 河間町１－６５ ショッピング

la vie 大垣市 深池町４９９－１ サービス

HAIR ARVO 大垣市 熊野町５－１５６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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和創味作家楽 大垣市 禾森町５－１０３ 飲食店

ゆず庵 大垣店 大垣市 禾森町５－１７６ 飲食店

焼肉まぁちゃん 大垣市 笠木町５６８－１ 飲食店

びっくりドンキー大垣南店 大垣市 築捨町３－１２９－１ 飲食店

焼肉きんぐ 大垣店 大垣市 築捨町３－１３３ 飲食店

BOOKOFF 258号大垣インター店 大垣市 築捨町４－８２ ショッピング

焼肉てっちゃん 大垣店 大垣市 築捨町４－９６－１ 飲食店

リカーマウンテン大垣258店 大垣市 築捨町５－１１２ ショッピング

TABOO i 大垣市 築捨町５－３３ サービス

あみやき亭 大垣インター店 大垣市 築捨町５－７９ 飲食店

大垣城サルーン 大垣市 郭町１丁目４８　 飲食店

楽餐 つじ川 大垣市 郭町東１－２２ 飲食店

珈琲屋らんぷ 大垣北店 大垣市 領家町１－８３ 飲食店

や台ずし 大垣駅前町 大垣市 高屋町１－３ 飲食店

お食事処いろり 大野郡白川村 荻町３７４－１ 飲食店

ラ　パティスリー　ダリオール 安八郡神戸町 柳瀬１０５１－２ 飲食店

Yamami 山県市 中洞３８８－１　 飲食店

マルキ 山県市 富永６９０－２ ショッピング

飛騨牛焼肉武蔵 山県市 高富１７３３ 飲食店

心の味のむら 岐阜市 三番町１ 飲食店

酒やビック岐阜長良店 岐阜市 上土居１－６－７ ショッピング

とんかつ田なか屋 長良店 岐阜市 上土居２－１－１　エアーズビル　ＢＦ 飲食店

アミカ長良店 岐阜市 上土居２丁目４－８１ ショッピング

ココス岐阜長良店 岐阜市 上土居長池８２－１ 飲食店

飛騨牛　かわい 岐阜市 上茶屋町２９ 飲食店

LAP．S 岐阜市 下土居２－１２－２ サービス

焼肉きんぐ 岐阜鷺山店 岐阜市 下土居２－１７－１２ 飲食店

ピッツェリア マリノ 岐阜長良店 岐阜市 下土居２－１８－１ 飲食店

松福さぎやま店 岐阜市 下土居２－７－３７ 飲食店

職人の店 岐阜店 岐阜市 下土居２－８－１ ショッピング

おんさい広場 鷺山 岐阜市 下土居２１２－２ ショッピング

ユートピア 岐阜市 下太田町１ 飲食店

aim of garnet 岐阜市 下奈良３－２－１ サービス

TJ天気予報3ページ 岐阜市 下奈良３－３－１７ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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松福 工場直売店 岐阜市 中西郷５－６４ 飲食店

日本料理 稲穂 岐阜市 中鶉１－１１１－５ 飲食店

更科 岐阜市 京町３－４ 飲食店

元祖台湾もつ鍋仁 岐阜駅前店 岐阜市 住田町１－２２ 飲食店

花串庵住田店 岐阜市 住田町１－９－２ 飲食店

個室居酒屋　すみ田 岐阜市 住田町１丁目９－２　 飲食店

文化屋 岐阜市 元浜町３５ 飲食店

さかい珈琲本店 岐阜市 入舟町１－３－１ 飲食店

からやま岐阜入舟町 岐阜市 入舟町４－１１ 飲食店

めいらく苑 岐阜市 入舟町５－４ 飲食店

日和 岐阜市 八ツ寺町１丁目４　シェラトン八ツ寺ビルＢ１ 飲食店

馬喰一代　長良本家 岐阜市 八代２－７－１０ 飲食店

COCO岐阜店 岐阜市 八幡町８　ながらビル２Ｆ サービス

酒飯烹成 岐阜市 八幡町９ 飲食店

ViVi 岐阜店 岐阜市 六条北３－２０－１７　パピルス１０３ サービス

創味庵 岐阜市 六条南２－１８－１８ 飲食店

ゆず庵 岐阜六条店 岐阜市 六条大溝１－１７－５ 飲食店

四季 岐阜市 六条片田２－１８－１３　１０１ 飲食店

ブックオフ 岐阜則武店 岐阜市 則武１２２－１ ショッピング

イーストハムアネーロ 岐阜市 則武６３６ サービス

リサイクルマート岐阜則武店 岐阜市 則武中１－２６－４ ショッピング

ル・スリジェダムール則武店 岐阜市 則武中２－１９－１５ 飲食店

とんかつ蔵屋 岐阜市 則武中３－１９－８ 飲食店

美容室 chelsea 岐阜市 則武東３－５－５ サービス

朝日屋精肉店 則武店 岐阜市 則武西１－２０－１８ 飲食店

add－Lamp則武店 岐阜市 則武西２－７ サービス

一松精肉店前一色支店 岐阜市 前一色１－８－６ ショッピング

cyan 岐阜市 前一色１－８－６ サービス

焼肉かわしま 岐阜市 前一色２－２２－６ 飲食店

AQUA 岐阜市 加納新本町３－１－１　SPAZIO１Ｆ サービス

あられ松福 加納店 岐阜市 加納朝日町２－４８ 飲食店

イーストハムヘッドショップ 岐阜市 加納栄町通３－６ サービス

桔梗苑 岐阜市 加納矢場町２－２９ 飲食店

桔梗苑 別館 岐阜市 加納矢場町２－３２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒やビック岐阜加納店 岐阜市 加納竜興町２－８ ショッピング

VOGUE 本店 岐阜市 北一色２－１０－２２ サービス

ル・スリジェダムール北一色店 岐阜市 北一色４－４－３０ 飲食店

ココス北一色店 岐阜市 北一色４－９－１ 飲食店

焼肉 香林 岐阜市 北一色５－６－２　メゾンフォレスト 飲食店

鮨とも成 岐阜市 北一色９－２０－６ 飲食店

ビーナス＆マーズ 岐阜市 北島２－２－６ 飲食店

赤身とタンの店 焼肉よろにく 島店 岐阜市 北島７－１３－９ 飲食店

焼肉よろにく島店 岐阜市 北島７丁目１３－９　 飲食店

esthetic　velis 岐阜市 北鶉１丁目６２－１　 サービス

金華山ロープウェー 売店 岐阜市 千畳敷下２５７ ショッピング

スーパー三心 さぎ山店 岐阜市 南蝉２－２５ ショッピング

道とん堀　岐阜南店 岐阜市 南鶉５－６－１ 飲食店

かつや 岐阜南鶉 岐阜市 南鶉６－６ 飲食店

焼肉 マルコウ 岐阜市 又丸宮東５４－３ 飲食店

pand 岐阜市 吉野町３－１７ ショッピング

VOIS 岐阜市 城東通６－３６ サービス

創作串揚げと季節のごはん　Cutta 岐阜市 学園町２丁目１　 飲食店

BOOKOFF 岐阜うさ店 岐阜市 宇佐南１－８ ショッピング

ハードオフ岐阜うさ店 岐阜市 宇佐南１－８ ショッピング

びっくりドンキー岐阜六条店 岐阜市 宇佐南２－６－１０ 飲食店

マルシェ BAKURO ICHIDAI 岐阜市 宇佐南３－３－１７ ショッピング

アップガレージ 岐阜店 岐阜市 宇佐南４－１－１７ ショッピング

キャトルセゾンMORI 岐阜市 宇佐南４－５－２ 飲食店

luccicare 岐阜市 島田１－１３－１４ ショッピング

十一屋クリーニング 岐阜市 市橋１－１４－８ ショッピング

ピッツェリア マリノ 岐阜市橋店 岐阜市 市橋２－３－５ 飲食店

インテリアショップ マリアージュ 岐阜市 市橋２－４－７ ショッピング

ル・スリジェダムール市橋店 岐阜市 市橋２－５－４ 飲食店

リカーステーション オオノヤ 岐阜市 市橋２－８－６ ショッピング

魚菜料理　長濱 岐阜市 市橋４－４－７ 飲食店

いちおしや伝五郎 岐阜市橋店 岐阜市 市橋４－５－６ 飲食店

すし拓 幟 岐阜市 弥八町５ 飲食店

すし卓 岐阜市 弥八町７－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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匠味　平野 岐阜市 御浪町１０　御浪ビル　１Ｆ 飲食店

洋食 つばき 岐阜市 打越５９－２ 飲食店

創作すし　酒房　卓 岐阜市 折立９０９－１ 飲食店

EUREKA 岐阜市 敷島町６－２－２ ショッピング

ＫＯＭＥ米ＨＯＵＳＥ 本荘店 岐阜市 敷島町７－７－３ ショッピング

ぎふ初寿司　高島屋前店 岐阜市 日ノ出町２－１２ 飲食店

鮪しゃぶしゃぶ専門店かじ木 岐阜市 日ノ出町２丁目８　 飲食店

アジアン倶楽部 岐阜市 日ノ出町４－１１－２　ウエストサイドビル　
４Ｆ 飲食店

丸福商店 岐阜市 日ノ本町３－９ ショッピング

丸福寿司 岐阜市 日置江５－７２ 飲食店

タックメイト 市川店 岐阜市 旦島中１－１２－５ ショッピング

ルシノワ かわで 岐阜市 早田川向１９７４－２ 飲食店

ラヴファミリー 岐阜市 早田東町１０－４７－１ ショッピング

ぎふ初寿司　金華橋店 岐阜市 早田栄新町２－４６　ぎふ初寿司第４ビル１Ｆ 飲食店

ラ-メンハウスYOU YOU 岐阜市 早田栄町２丁目２４瑞穂ビル１階 飲食店

旬菜和創　つじ 岐阜市 早田栄町２丁目４５－１　ホワイトマンション
１Ｃ 飲食店

Louvre 岐阜市 本荘中ノ町３－１０　宇佐ガーデンプレイス　
２Ｆ サービス

桜梅桃李 岐阜市 本荘西３－１７　メゾンドカサイ　１Ｆ 飲食店

たか田八祥 岐阜市 杉山町１７－２　八祥ビル 飲食店

リカーマウンテン 東島店 岐阜市 東島３－６－７ ショッピング

rustico3 岐阜市 東川手２－４４ 飲食店

リカーマウンテン東栄店 岐阜市 東栄町３－１１ ショッピング

RINK 岐阜市 東栄町４－１２ サービス

ノリカビューティーヘアメイク 岐阜市 東金宝町１－２０ サービス

クロシェ 岐阜市 東金宝町１－７－２ ショッピング

うずらベーカリー 岐阜市 東鶉１－６４ 飲食店

シェリッシュ102 岐阜市 東鶉３－４９－１ サービス

スーパー三心 うずら店 岐阜市 東鶉３－８２－１ ショッピング

もつ鍋信長岐阜城本店 岐阜市 松ヶ枝町３　リヴコートモウリ１Ｆ 飲食店

居酒屋 村さ来 柳ケ瀬店 岐阜市 柳ヶ瀬通１－１８　ビクタービル　２Ｆ 飲食店

KUISHINBO 柳ケ瀬店 岐阜市 柳ヶ瀬通１－３　石神会館２Ｆ 飲食店

田なかや 岐阜市 柳ヶ瀬通り５－１３ 飲食店

有限会社 アトラス 岐阜市 柳津町丸野２－２３－３ ショッピング

フィットハウス カラフルタウン岐阜店 岐阜市 柳津町丸野３－３－６　カラフルタウン岐阜　
２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アルティザン（ALTISAN） 岐阜市 柳津町宮東３丁目１３８番地 サービス

お好み焼本舗　柳津店 岐阜市 柳津町本郷４－１－３３ 飲食店

炭焼きうなぎ 喜多川 岐阜市 柳津町東塚３－２５ 飲食店

TABOO 岐阜店 岐阜市 柳津町東塚３丁目８０ サービス

（株）安田商店 柳津店 岐阜市 柳津町流通センター１－２－４ ショッピング

石窯パン工房ドゥマン 岐阜市 柳津町蓮池２－３８ 飲食店

かにの華　柳津店 岐阜市 柳津町蓮池３－４５－１ 飲食店

和牛焼肉 牛源 岐阜市 柳津町蓮池３－４５－１ 飲食店

肉市場ドラゴンミート柳津店 岐阜市 柳津町蓮池５－５ 飲食店

和食処　ゆき 岐阜市 栄新町２丁目４６　 飲食店

花ざくろ 岐阜市 栗矢田町１－５ 飲食店

うを仁 岐阜市 梅河町２－３１ 飲食店

駅市場DODA－GIFU 岐阜市 橋本町１－１０－１ ショッピング

円相くらうど 岐阜市 橋本町１－１０－１ 飲食店

鮮魚直営回転寿司魚喜 岐阜市 橋本町１－１０－１ 飲食店

ACTIVE G 東京とんかつ きらら 岐阜市 橋本町１－１０－１ 飲食店

エリックサウス 岐阜市 橋本町１－１０－１ 飲食店

鮮魚直営あぶり焼き魚喜水産 岐阜市 橋本町１－１０－１ 飲食店

駅市場DODA岐阜 岐阜市 橋本町１－１０－１ ショッピング

カフェドクリエアクティブG 岐阜市 橋本町１－１０－１　アクティブＧ 飲食店

ナリスビューティスタジオアイコ 岐阜市 橋本町１丁目１０－１アクティブＧ３Ｆ サービス

古風人 岐阜駅前 岐阜市 橋本町２－１１ 飲食店

とんかつ田なか屋岐阜シティタワー店 岐阜市 橋本町２－５２ 飲食店

かつや岐阜正木店 岐阜市 正木１３１ 飲食店

イズム バイ メイク 岐阜市 正木中２－４－８ サービス

肉匠坂井 岐阜正木店 岐阜市 正木北町１３－１ 飲食店

salonne　Regina 岐阜市 殿町１丁目１３－３　 サービス

焼肉禅 岐阜市 殿町６－６０４－１１ 飲食店

アトリエジーデー岐阜東 岐阜市 水海道４－２４－２３ サービス

炭焼　うなぎの政虎 岐阜市 河渡３丁目２２－１　 飲食店

シェリッシュ ルーチェ 岐阜市 河渡４－１５０ サービス

PIZZERIASPADA 岐阜市 河渡４－８７ 飲食店

ストロベリーフィールズ 岐阜市 清住町１－６－２ ショッピング

La　Nouvelle　Lune 岐阜市 玉井町１１番地　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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rustico4 岐阜市 玉井町１２－１２ 飲食店

レザック北川 岐阜市 玉宮町１－１５ ショッピング

藤澤肉店 岐阜市 玉宮町２－１０ 飲食店

プリモルーチェ 岐阜市 玉宮町２－１０　サンタマミヤビル　１Ｆ 飲食店

mer 岐阜市 玉宮町２－９－４ サービス

焼肉ばあ場 岐阜市 玉森町６ 飲食店

Plesic 岐阜市 琴塚２－１－１８ 飲食店

めいらく苑 岐阜市 瑞穂町２５－２ 飲食店

アミカ岐阜真砂店 岐阜市 真砂町１２－１０ ショッピング

Wine Bar URACORK 岐阜市 真砂町１２－１９　真砂町共同ビル１Ｆ 飲食店

足にやさしい靴店 広瀬本店 岐阜市 神室町２－１３ ショッピング

五味喜楽 岐阜市 神室町５－１８ 飲食店

ハンコ卸売センター岐阜市役所前店 岐阜市 神田町１－１０　正陽ビル　１Ｆ ショッピング

天ぷら処わか杉 岐阜市 神田町３－１　村瀬ビル 飲食店

焼鳥 みずき 岐阜市 神田町３－９　岐阜屋ビル　２Ｆ 飲食店

横山精肉店 岐阜神田町店 岐阜市 神田町６－１０－７ ショッピング

イタリアンの風 うれし野 岐阜市 神田町６－１１－２ 飲食店

かに将軍　岐阜店 岐阜市 神田町６－１１－８ 飲食店

ESPRIT FEMME 岐阜市 神田町６－２　富田家総本家ビル　１Ｆ ショッピング

クリヤハウス 岐阜店 岐阜市 神田町６－２２－２ ショッピング

馬喰一代　神田町店 岐阜市 神田町７－７ 飲食店

馬肉専門てん おうま 岐阜市 神田町８－１９　笠原ビル　１Ｆ 飲食店

LIAN 岐阜市 福住町１－２１　福住田中町ビル サービス

なまずや分店 岐阜市 福住町１－２３ 飲食店

中国料理老虎 岐阜市 福住町１丁目２　Ｇ・ＳＴＥＰ１Ｆ 飲食店

コープぎふ長良店 岐阜市 福光南７ ショッピング

Hairartscissorsn－fla 岐阜市 福光南町１－８ サービス

ふらんす風菓子 プレリュード 福光店 岐阜市 福光南町１６－１９ 飲食店

花串庵MIYABI 岐阜市 福光南町３－１ 飲食店

WORKS HAIR 岐阜市 福光東２－１３－２ サービス

焼肉まつうら 岐阜市 福光東２－１４－３ 飲食店

そば居酒屋 樂 岐阜市 福光西２－１２－１ 飲食店

あみやき亭 岐阜福光店 岐阜市 福光西２－６－１２ 飲食店

かきや 岐阜市 福富町田２３５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ひら井 岐阜市 米屋町２５ 飲食店

飛騨牛GRILLばくろ 岐阜市 米屋町９ 飲食店

サムソン＆デリラplezier 岐阜市 粟野東５－１９７ サービス

オフハウス 三田洞店 岐阜市 粟野東５－９３ ショッピング

後藤家 岐阜市 美園町２－１１ 飲食店

美殿町　くまのゐ 岐阜市 美殿町１３　アークビル　１Ｆ 飲食店

川島 岐阜市 美殿町１７　 ショッピング

Myu2 岐阜市 美殿町２１番地　ホワイトヒルズビル１Ｆ 飲食店

石井果実店 岐阜市 芥見１－２７９ ショッピング

ロディオラウンドアップ 岐阜市 芥見３－３３５ 飲食店

花ギャラリー沙羅 岐阜市 芥見南山２－１－８　Ｖタウン芥見 ショッピング

コープぎふ芥見店 岐阜市 芥見南山３－２－１７ ショッピング

ふぐ料理 あきら 岐阜市 若宮町３－１２　レジデンスワカミヤ 飲食店

にかく 岐阜市 若宮町３－３ 飲食店

わかみや八祥 岐阜市 若宮町４－１０－２ 飲食店

山本屋本店 岐阜柳ヶ瀬店 岐阜市 若宮町４－１９　宮房ビル　１Ｆ 飲食店

HaVaNa　Club 岐阜市 若宮町５丁目４　ＹＵＳＥＩビル１Ｆ 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ岐阜店 岐阜市 茜部中島３－５８ 飲食店

千成寿司 茜部支店 岐阜市 茜部大川１－１１０－２ 飲食店

から揚げ専門店 から助 茜部店 岐阜市 茜部大川１－５５－１ ショッピング

レイフィールド茜部店 岐阜市 茜部大川１－７－１ サービス

バイクワールド岐阜店 岐阜市 茜部大川２－１０－１ ショッピング

リカーマウンテン茜部店 岐阜市 茜部新所４－１４４－１ ショッピング

Ciel 岐阜市 茜部本郷３－６９ サービス

からやま岐阜茜部店 岐阜市 茜部菱野１－１０３ 飲食店

焼肉きんぐ 岐阜茜部店 岐阜市 茜部菱野１－１１－１ 飲食店

和食レストラン銀のさら 茜部店 岐阜市 茜部菱野１－１２－２ 飲食店

サンタの創庫 岐阜南店 岐阜市 茜部菱野１－１３１－１ ショッピング

ユーロオート 岐阜 岐阜市 茜部菱野３－１２２－１ ショッピング

アミカ岐阜店 岐阜市 茜部菱野４－５２ ショッピング

アメリカンスクエアマツヤ 岐阜店 岐阜市 茜部野瀬１－１－１ ショッピング

aimer La Paix 岐阜市 茶屋新田４丁目６７－１ ショッピング

サロンのりか 岐阜市 菅原町２－１１ サービス

とんかつ田なか屋 岐阜店 岐阜市 菅生２－７－９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ルシュカ 102 岐阜市 菅生７－１－１６ サービス

炭火焼肉 名玉 岐阜市 菅生８－２－１３ 飲食店

カルコス本店 岐阜市 菅生８－７－２１ ショッピング

リカーマウンテン 加納西店 岐阜市 菊地町２－２６ ショッピング

金寿司 岐阜市 蕪城町１０－４ 飲食店

なまずや県庁前店 岐阜市 薮田南１－１３－９ 飲食店

はんこ屋さん21岐阜県庁前店 岐阜市 薮田南１－４－１６　井上ビル　１Ｆ ショッピング

PATISSERIEATTACHER 岐阜市 薮田南４－１４－１７ 飲食店

Bee－msTotalBeauty 岐阜市 西中島５－１－１ サービス

コムデ ギャルソン 岐阜 岐阜市 西玉宮町１－３－２ ショッピング

nailsalon RICHE 岐阜市 西玉宮町２－５－３　コーポクリタ２０１ サービス

工具買取王国西岐阜店 岐阜市 西荘１－１２－１５ ショッピング

スーパー三心 鏡島店 岐阜市 西荘２－５－８ ショッピング

花井屋酒店 岐阜市 西野町１－１８－１ ショッピング

あみやき亭 西鶉店 岐阜市 西鶉１－１７－１ 飲食店

micora 岐阜市 都通５－２ サービス

LIM 岐阜市 野一色６－１０－１２ サービス

日本料理　徳専 岐阜市 金園町１－４ 飲食店

餅太 岐阜市 金園町１０丁目３０ ショッピング

EASTHAMNEO 岐阜市 金園町９－６ サービス

underbar 岐阜市 金宝町１－１５－２ ショッピング

キッドブルー ギフ 岐阜市 金宝町１－２　宇野ビル　１Ｆ ショッピング

RIDGE 岐阜市 金宝町２－２ 飲食店

BIS HAIR＆MAKE 岐阜市 金宝町２－２　ＬＥＯビル　２Ｆ サービス

こがね八祥 岐阜市 金町１－１２－３ 飲食店

株式会社丸大大熊果実店 岐阜市 金町２ー１６ ショッピング

平光商店 岐阜市 金町４－２９ ショッピング

ザ・ラゲージ The Luggage 岐阜市 金町５－１２－１　第２丸保ビル１　２Ｆ ショッピング

リストランテイルプレジデンテ 岐阜市 金町８丁目１０　荒井ビル１Ｆ 飲食店

とんかつ家かつ秀　鏡島店 岐阜市 鏡島南１－１０－１ 飲食店

Aguhairgold岐阜 岐阜市 鏡島精華３－１８－１１ サービス

酒やビック岐阜鏡島店 岐阜市 鏡島西２－４－１８ ショッピング

パティスリー＆ブラッスリールベッタ 岐阜市 長住町３－１８ 飲食店

千成寿司 本店 岐阜市 長住町４－２－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

16 / 24

[岐阜県岐阜県]



belle chambre 岐阜市 長住町５丁目４－３ラアリスビル２階 サービス

潜龍 岐阜市 長良１４ 飲食店

ル・スリジェダムール長良店 岐阜市 長良５－２６ 飲食店

長良園芸 岐阜市 長良９０３ ショッピング

ラーモニー・ドゥ・ラ・ルミエール 岐阜市 長良丘１－４　メゾンパール５Ｆ 飲食店

リカーマウンテン 長良店 岐阜市 長良井田４７ ショッピング

BHM’S cafe 岐阜市 長良井田５０ 飲食店

ホームアンドガーデンバムズインテリア 岐阜市 長良井田５０－１ ショッピング

ESPRIT 岐阜市 長良東１－２９ ショッピング

おすし処　鮨健 岐阜市 長良東１－５－２ 飲食店

滋味うめ邑 岐阜市 長良白妙町２丁目６　 飲食店

アストロプロダクツ 岐阜店 岐阜市 雲井町４－７ ショッピング

LUCIDO STYLE BOGL 岐阜市 須賀４－１８－１ サービス

ヘア デザイン Luz 岐阜市 領下１－５５ サービス

ふしぎなおみせZAKZAK領下店 岐阜市 領下４－９４ ショッピング

Felicita 岐阜市 領下６丁目８３　 飲食店

小菜中華hiro 岐阜市 鷹見町１３－７　ＯＫＡＭＯＴＯビル　１Ｆ 飲食店

開化亭 岐阜市 鷹見町２５－２ 飲食店

ギフトギャラリーやまだ 正木店 岐阜市 鷺山新町５－２５ ショッピング

サントレーム 鷺山店 岐阜市 鷺山東２－２－２７ ショッピング

シューズ ステージ 岐阜市 鷺山東２－４－１ ショッピング

岩島屋 恵那市 大井町２２７－６ ショッピング

恵那 川上屋 恵那峡本社 恵那市 大井町２６３２－１０５ 飲食店

焼肉道楽 恵那市 岩村町２３８６－２ 飲食店

暮しの衣料マツオカ 岩村店 恵那市 岩村町飯羽間字松割２３００－２ ショッピング

焼肉ひーさん家武並本店 恵那市 武並町竹折１６９６－２７ 飲食店

フレッシュライフ恵那店 恵那市 長島町中野２－１－３ ショッピング

コープぎふ恵那店 恵那市 長島町中野２－５－１ ショッピング

ココス恵那店 恵那市 長島町中野３－３－２ 飲食店

フィットハウス 恵那店 恵那市 長島町正家２－６－１ ショッピング

恵那川上屋 中央店 恵那市 長島町正家３－３－４ 飲食店

よってみーな大野 揖斐郡大野町 中之元１１２５ ショッピング

よってみーな池田店 揖斐郡池田町 上田１２９０ ショッピング

酒やビック池田店 揖斐郡池田町 八幡１４９６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉もりもり池田店 揖斐郡池田町 八幡２３５０－１ 飲食店

池田温泉 郷土料理 たち川 揖斐郡池田町 片山１９７０－１ 飲食店

atrium102モレラ店 本巣市 三橋１１００　モレラ岐阜　２Ｆ ショッピング

タイヤショップ 早野 本巣市 三橋３－１１１ ショッピング

糸貫農産物販売所 本巣市 三橋糸貫川通１０４４－１ ショッピング

BOOK OFF 北方店 本巣市 上真桑２２１８－１ ショッピング

リカーマウンテン 北方店 本巣市 上真桑２２４０－１４８ ショッピング

株式会社吉村ニット 本巣市 下真桑１１５４ ショッピング

おんさい広場 真正 本巣市 宗慶４６７－１ ショッピング

Gift 本巣市 曽井中島１４１４－８ サービス

あみやき亭 北方店 本巣郡北方町 平成２－９０ 飲食店

吉野屋お菓子の森北方平成店 本巣郡北方町 平成５－３６－２７ 飲食店

焼肉のかるび庵 本巣郡北方町 平成７－３１ 飲食店

焼肉てっちゃん 北方店 本巣郡北方町 春来町１－１９３ 飲食店

フィットハウス 北方店 本巣郡北方町 春来町１－１９３ ショッピング

aquaripple 本巣郡北方町 柱本南３－１　ロイヤル木野村Ａ サービス

JOUeN 本巣郡北方町 高屋伊勢田２－１１４ サービス

焼肉高木 本巣郡北方町 高屋伊勢田２－７２ 飲食店

Clipper L 本巣郡北方町 高屋伊勢田２－９４ サービス

ラピアスマンダイ ギフテン 本巣郡北方町 高屋太子１－１１ ショッピング

暮らしの衣料マツオカ 高屋店 本巣郡北方町 高屋太子２－２７　カネスエ北方店敷地内 ショッピング

かにの華 北方店 本巣郡北方町 高屋白木２－７１ 飲食店

ファーマーズマーケット南濃店 海津市 南濃町羽沢５７２－１ ショッピング

ココス海津南濃店 海津市 南濃町駒野３１０－１ 飲食店

ブティック・マユミ 海津市 平田町三郷１１０８　 ショッピング

ごまの蔵お千代保稲荷店 海津市 平田町三郷１１９１－１ ショッピング

フィットネスクラブ　レスポ海津 海津市 平田町今尾１６１０　 ショッピング

焼肉 まるこう 海津市 平田町蛇池２０６１－３ 飲食店

ファーマーズマーケット海津店 海津市 海津町馬目３７３－２ ショッピング

海津 宙乃台所 海津市 海津町鹿野１２７３－１ 飲食店

ココス瑞浪店 瑞浪市 一色町４－８０ 飲食店

ル・ブションジャポン 瑞浪市 一色町５－８ ショッピング

フレッシュマーケット ワンダー 瑞浪市 土岐町２６－１ ショッピング

みわ屋 瑞浪市 土岐町３３６８－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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きなぁた瑞浪 瑞浪市 土岐町６０５９ ショッピング

森田屋 瑞浪市 寺河戸町１１４６－２１　 ショッピング

あみやき亭 瑞浪店 瑞浪市 益見町３－１１２ 飲食店

恵那 川上屋 瑞浪店 瑞浪市 薬師町１－１ 飲食店

焼肉ひ－さん家　瑞浪店 瑞浪市 薬師町２丁目７８　 飲食店

西川チェーン　釜戸ふとん 瑞浪市 釜戸町１２５７－３　 ショッピング

柳家 瑞浪市 陶町猿爪５７３－２７ 飲食店

ルーミス・バズヘアー 瑞穂市 別府２０７３－３ サービス

イーストハムアール 瑞穂市 別府２７７－２ サービス

リカーマウンテン穂積店 瑞穂市 別府７３２－１ ショッピング

御菓子所吉野屋瑞穂店 瑞穂市 只越９１７－１ 飲食店

PLANT－6 瑞穂店 瑞穂市 犀川５－３８ ショッピング

焼肉 勝美 瑞穂市 生津内宮町２－８３ 飲食店

カルコス穂積店 瑞穂市 稲里６５１－１ ショッピング

ぱくPaQ 瑞穂市 穂積１５９６－４　 飲食店

フジワ・カーサービス 瑞穂店 瑞穂市 穂積１８４８ ショッピング

丸善 朝日大学売店 瑞穂市 穂積１８５１－１ ショッピング

ココス穂積店 瑞穂市 穂積東原５９３ 飲食店

手打めん処みふく 瑞穂市 重里１８５４－１ 飲食店

かつや 岐阜瑞穂 瑞穂市 馬場上光町１－１０８－２ 飲食店

ぎふ初寿司穂積分店 瑞穂市 馬場春雨町１－２０ 飲食店

パティスリール・バニーエ 瑞穂市 馬場春雨町２－４６－１ 飲食店

たんどーる本店 美濃加茂市 あじさいヶ丘１－７ 飲食店

びっくりドンキー美濃加茂店 美濃加茂市 加茂川町２－２－１０ 飲食店

株式会社鈴木商会 美濃加茂市 太田町１８８５－７ ショッピング

グリーンセンター1号館 美濃加茂市 太田町１８９１－１ ショッピング

BOI BOM GIFUMINOKAMO 美濃加茂市 太田町７２　１Ｆ ショッピング

里山公園青空市場 美濃加茂市 山之上町２２９２－１ ショッピング

スクールショップ名紳美濃加茂店 美濃加茂市 山手町１－１０８ ショッピング

フィットハウス 美濃加茂店 美濃加茂市 山手町１－１２７ ショッピング

虎子屋 美濃加茂市 山手町１－８７ 飲食店

かつや岐阜美濃加茂店 美濃加茂市 山手町２－８１ 飲食店

ココス美濃加茂新池店 美濃加茂市 新池町１－６－２１ 飲食店

焼肉みどりや 美濃加茂市 森山町１－８－３０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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タイヤショップ早野 美濃加茂店 美濃加茂市 森山町４－２７２－８ ショッピング

暮しの衣料マツオカ 美濃加茂店 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋４６８４ ショッピング

COCORONOTE 美濃加茂市 西町５丁目３３６－３　 サービス

酒やビック美濃加茂店 美濃加茂市 西町７－２７１ ショッピング

活うなぎ 美濃川 美濃加茂市 西町７－２７２ 飲食店

食道園 美濃市 上条１３４３－４ 飲食店

ほるたん屋 美濃店 美濃市 中央１０－７ 飲食店

大洞堂 羽島店 羽島市 小熊町島１－１１６ ショッピング

リカーマウンテン 岐阜羽島店 羽島市 小熊町島２－９ ショッピング

魚勝 羽島市 桑原町八神５２３４ 飲食店

パンケ－キサンド　フクロウ 羽島市 正木町大浦５５４－２　 ショッピング

炭焼きの店　鳥好 羽島市 正木町新井８５７　 飲食店

TAKUMI 羽島市 福寿町平方１０－９１ ショッピング

ココス岐阜羽島店 羽島市 福寿町本郷千代田６８－２ 飲食店

赤から岐阜羽島店 羽島市 福寿町本郷字千代田１０２－２ 飲食店

ラーメンむねちゃん 羽島本店 羽島市 福寿町浅平３－１０７ 飲食店

おおやまホルモン 羽島市 福寿町浅平３丁目４　 飲食店

京料理音羽 羽島市 福寿町浅平４丁目１６番地　 飲食店

美容室SIRENA 羽島市 竹鼻町４９８－１ サービス

みやこ屋羽島店 羽島市 竹鼻町丸の内３－５９ 飲食店

焼肉たなかや 羽島市 竹鼻町丸の内７－１５ 飲食店

あみやき亭 羽島店 羽島市 竹鼻町狐穴壷柄山４４０番地３ 飲食店

ゴロウクアール 羽島市 竹鼻町錦町３１ サービス

なまずや羽島分店 羽島市 舟橋町宮北２－１７ 飲食店

からやま岐阜羽島店 羽島市 舟橋町宮北３－２１ 飲食店

かつや 岐阜羽島 羽島市 舟橋町宮北５－１４ 飲食店

スーパー三心 岐南店 羽島郡岐南町 三宅４－１１６ ショッピング

あみやき亭 岐南店 羽島郡岐南町 三宅５－３１０ 飲食店

おんさい広場 はぐり 羽島郡岐南町 三宅９－５０ ショッピング

いちおしや伝五郎 岐阜岐南店 羽島郡岐南町 上印食５－１４７ 飲食店

酒やビック岐南店 羽島郡岐南町 上印食７－１０ ショッピング

職人の店 岐南店 羽島郡岐南町 上印食８－３３－１ ショッピング

三八屋岐南店 羽島郡岐南町 上印食９－４４－１ 飲食店

焼肉ダイニング牛源 岐南店 羽島郡岐南町 八剣７－１３３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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プラスリビング 岐阜店 羽島郡岐南町 八剣７－１４６ ショッピング

ステーキ　しらかわ 羽島郡岐南町 八剣北１－１２５ 飲食店

サワセイ 岐南店 羽島郡岐南町 八剣北１－１９０ ショッピング

レイフィールド岐南店 羽島郡岐南町 八剣北４－１１５ サービス

びっくりドンキー岐南店 羽島郡岐南町 八剣北５－１０６ 飲食店

かつや 岐阜岐南町 羽島郡岐南町 平成６－１ 飲食店

焼肉うしの家 岐南店 羽島郡岐南町 徳田３－１４９ 飲食店

王の洞窟 岐南本店 羽島郡岐南町 徳田西１－２７ ショッピング

ぎふ初寿司　柳津店 羽島郡柳津町 宮東３－２３ 飲食店

炭火焼肉 名玉 羽島郡柳津町 本郷３－１６７ 飲食店

料亭安田屋 羽島郡笠松町 県町９１ 飲食店

酒やビック郡上八幡店 郡上市 八幡町五町４－４－９ ショッピング

Aコープ郡上店 郡上市 八幡町小野６－５－１８ ショッピング

雀の庵 郡上市 八幡町島谷４７４－１ 飲食店

そばの平甚 郡上市 八幡町本町８７０ 飲食店

柳樂庵 郡上市 八幡町柳町１９９番地 ショッピング

泉坂 郡上市 八幡町殿町１７７ 飲食店

やまと温泉やすらぎ館レストラン山法師 郡上市 大和町剣１８９ 飲食店

焼肉 だいこく家 郡上市 大和町剣２５８－１ 飲食店

暮らしの衣料マツオカ 大和店 郡上市 大和町徳永２８４－１　大和リバーサイドタウ
ン内 ショッピング

めいほうミート店 郡上市 明宝大谷１０１５ ショッピング

飛騨牛ダイニングかはん 郡上市 白鳥町向小駄良６８８－１ 飲食店

Aコープおくみの店 郡上市 白鳥町為真４４５－１ ショッピング

かがや株式会社 郡上市 白鳥町白鳥　６９２ ショッピング

フレッシュフーズひるがの 郡上市 高鷲町ひるがの４６７０－３０６５ ショッピング

キートス 郡上市 高鷲町鷲見５２９４－１ ショッピング

焼肉よろにく関店 関市 上白金６２２　 飲食店

にぎりの徳兵衛　関店 関市 仲町１７－８ 飲食店

山憲商店 関マーゴ店 関市 倉知５１６　マーゴ本館　１Ｆ　区画ナンバー
１５１ ショッピング

酒やビック関店 関市 倉知字寺前６１９ ショッピング

中華料理　にいはお 関市 円保通３丁目４－２３１０６　 飲食店

レイフィールド関店 関市 十三塚北７番１ サービス

山憲商店 関店 関市 千年町１－２２ ショッピング

とれったひろば 関店 関市 小屋名１４３６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サンダヤ 関市 小瀬２００６－１ ショッピング

サワセイ 関店 関市 小瀬南池田２５３８ ショッピング

かつや 岐阜関 関市 山王通１－２－１６ 飲食店

キーパープロショップ せき店 関市 山田１７７番５ ショッピング

ユタプロ 関市 巾１丁目１－５ サービス

リカーマウンテン 関店 関市 市平賀土蔵洞５９９－４ ショッピング

海鮮炉端　磯蔵　関店 関市 平成通２－２２ 飲食店

みやこ鮨 関市 弥生町２丁目３－１８　 飲食店

寝装のわた勇 関市 明生町１丁目１の８　 ショッピング

アリオ・エ・オリオ 関市 春里町２丁目３－１５　１０５ 飲食店

洋菓子店 ミノーヴ 関市 東新町７－２－２ 飲食店

ギフト館林檎 関店 関市 笠屋１－１５２ ショッピング

ファミリーファッションいしはら 関市 緑ヶ丘１－１ ショッピング

あみやき亭 関店 関市 緑ヶ丘２－３２ 飲食店

かつ時　関店 関市 西本郷通１－１０ 飲食店

スーパーバリュー 関店 関市 西福野町１－１０－１１ ショッピング

大映ミシン 関市 貸上町５２－１　 ショッピング

駿河屋　古川店 飛騨市 古川町幸栄町８番１８　 ショッピング

味噌煎餅本舗 井之廣 飛騨市 古川町弐之町７－１２ ショッピング

酒のボス 古川店 飛騨市 古川町栄２－８－４ ショッピング

みつばちの郷 養老郡養老町 橋爪１５５３－９ ショッピング

水野精肉本店 養老郡養老町 泉町３１５－２ ショッピング

養老ミート本店 養老郡養老町 石畑８１９－５ ショッピング

ファーマーズマーケット養老店 養老郡養老町 高田２８６９－１ ショッピング

仏壇工芸ホリオ 高山市 三福寺町３６９－７ ショッピング

センタ－フォ－ハンバ－ガ－ズ 高山市 上一之町９４　ＣＥＮＴＥＲ４ 飲食店

舩坂酒造店〔味の与平〕 高山市 上三之町１０５ 飲食店

ばれん 高山市 上三之町１０７　 飲食店

三川屋 欅店 高山市 上三之町３２ ショッピング

恵那川上屋 高山店 高山市 下三之町１－４ 飲食店

ぼくんち 高山市 下三之町５６　 飲食店

肉の匠家 安川店 高山市 下二之町２ 飲食店

茶茶 高山市 丹生川町坊方１０６４－１ 飲食店

飛騨乃蔵 高山市 丹生川町坊方２１２５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Aコープにゅうかわ店 高山市 丹生川町坊方２２７８ ショッピング

花包丁大下 高山市 八軒町２丁目２２　 飲食店

福壽庵 高山市 冬頭町２２９ 飲食店

居酒屋あじ平 高山市 初田町１－３４ 飲食店

JINJIN 高山市 天満町１－５－８　フレスポ飛騨高山 ショッピング

エブリ　フレスポ店 高山市 天満町１丁目４　 ショッピング

丸明 飛騨高山店〔販売〕 高山市 天満町６－８ ショッピング

Aコープ奥ひだ店 高山市 奥飛騨温泉郷村上２５ ショッピング

福地温泉朝市 高山市 奥飛騨温泉郷福地１１０　 ショッピング

ブックス アイオー 高山市 岡本町２－４１ ショッピング

サンタの創庫 岡本店 高山市 岡本町２－４６－６ ショッピング

駿河屋魚一　アスモ店 高山市 岡本町２丁目４５－１　 ショッピング

アミカ高山店 高山市 昭和町２－１１５－２ ショッピング

Clear．メンズ美容脱毛サロン 高山市 昭和町２丁目１－１１　ビュ－ノ飛騨高山３０
１ サービス

呑家縁べゑ 高山市 朝日町２３　 飲食店

寿楽久 高山市 朝日町２８－６ 飲食店

お食事処　みかど 高山市 末広町５８　 飲食店

m－room 高山市 本母町４４４－３　 サービス

天狗総本店 高山市 本町１－２１ ショッピング

キッチン飛騨 高山市 本町１－６６ 飲食店

飛騨牛食処「天狗」 高山市 本町１丁目２１　 飲食店

COREO 高山市 本町２－８ ショッピング

レストラン Le MiDi 高山市 本町２－８５ 飲食店

駿河屋魚一　本町店 高山市 本町２丁目１３　 ショッピング

時季の宴　めぐみ家 高山市 本町２丁目３３　 飲食店

エブリ　東山店 高山市 松之木町２８３番地１　 ショッピング

珈琲屋らんぷ飛騨高山店 高山市 桐生町８丁目２４－１　 飲食店

珈琲屋らんぷ飛騨高山店 高山市 桐生町８丁目２４－１　 飲食店

味彩 七杜 高山市 清見町牧ヶ洞２１４５ 飲食店

松喜すし 高山市 総和町１－４０ 飲食店

ユ イ 高山市 総和町２－４１－７ ショッピング

ユイ 高山市 総和町２丁目４１－７　 飲食店

松喜うし 高山市 花岡町１－１７　ＡＲＣビル　１Ｆ 飲食店

恵那川上屋高山花筏 高山市 花川町４６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉ハウス 味蔵天国 高山市 花里町４－３０８ 飲食店

和菜蔵 椿屋 高山市 花里町４－４６ 飲食店

お食事処おうか 高山市 荘川町猿丸８２－１ 飲食店

遊膳亭 魚祭 高山市 西之一色町３－１９３７－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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