
足近町

㈲サロンド・松葉 食堂・レストラン 西松亭 その他飲食店(料亭)

MAGIC ISLAND その他飲食店（アメリカンダイナー） 猫カフェ ごろーにゃ その他飲食店(猫カフェ)

おんだ歯科クリニック 病院・クリニック ビー珈琲 その他飲食店(喫茶)

ビューティーハウス　チュチュナ 理容室・美容室 和カフェ　かぐら　羽島店 その他飲食店（カフェ）

ヘアーサンパ・ドウケ 理容室・美容室 松華堂 食料品(和菓子)

中村自動車 持ち込みタイヤ交換専門店 兎月園 食料品(和菓子)

小熊町 チェリー洋菓子店 食料品(洋菓子)

とんかつ　味彩 食堂・レストラン 稲垣米穀店 食料品(米)

ラーメンちゃんぽん たむら 中華料理店 リカーショップ しおかまや 食料品(酒)

居酒屋 善 居酒屋・バー ハイクオリティGIFT さとつね その他食料品(贈答品)

森白製菓㈱ 食料品(和菓子) 富士久 その他食料品(鰹節)

シャトレーゼ　羽島店 食料品(洋菓子) 音羽屋青果店 八百屋

アンタイ 食料品(酒) セブン－イレブン　羽島竹鼻町狐穴店 コンビニエンスストア

三和クリーニング クリーニング セブン－イレブン　羽島竹鼻町丸の内店 コンビニエンスストア

ジャンプパーク アミューズメント ㈲あさひ屋呉服店 衣料品

アクトスWill-G 羽島北 フィットネスクラブ 市川呉服店 衣料品

イワタニ東海㈱　羽島支店 燃料 ヴェラック 衣料品

正木町 ㈲学生服の店 松尾 衣料品

炭焼きの店 鳥好 食堂・レストラン かばん・帽子のイナガキ 衣料品

住𠮷 食堂・レストラン ファミリーファッション シマサク 衣料品

愛武寿し 寿司店 まからずや 衣料品

ぎふ初寿司　羽島分店 寿司店 第一河合歯科医院 病院・クリニック

福寿司分店 寿司店 丸栄歯科 病院・クリニック

萬力 焼肉店 美容室ファンタジア 理容室・美容室

喫茶小島 その他飲食店(喫茶) HAIR&SPA RYAN. 理容室・美容室

㈲尾関食品店 その他食料品（豆腐） ㈱道家金物店 ホームセンター

桑九商店 その他食料品(駄菓子) シノダ電業㈱ 家電

高級果物専門店フルーツ岐阜羽島 その他食料品（フルーツ） ハシマ電化 家電

郡上屋 衣料品 ㈱栄サービスセンター 自動車販売・修理

シャルレ代理店 山中 衣料品 ㈲入野自転車商会 自転車、バイク販売・修理

ついき歯科 病院・クリニック 入山自転車店 自転車、バイク販売・修理

オレンジ美容室 理容室・美容室 二輪ハウス シバタ 自転車、バイク販売・修理

ランコントレ 理容室・美容室 こみやま花店 花・園芸

cpサロン キャトル エステティックサロン 瀬古花店 花・園芸

cpサロン riche エステティックサロン 竹花園花店 花・園芸

脱毛サロン ReSTART エステティックサロン 大同印刷　事務機のダイドウ 文具・事務機・印刷

健康工房岐阜 スーパー温熱療法と整体ほぐし院 マッサージ 富士写真館 写真・カメラ

そうみや鍼灸接骨院 マッサージ ジュエリー・ウォッチ&メガネ シバタ 眼鏡・時計

イワデン 家電 メガネショップ ヒロ 眼鏡・時計

花村自転車店 自転車、バイク販売・修理 ㈲羽島寝装 寝具

カメラのセミイ 写真・カメラ 綿朋ふとん店 寝具

㈲小川ふとん店 寝具 竹鼻ドライ(資) クリーニング

㈲羽島贈答 美昌堂 総合ギフト ひかりクリーニング　竹鼻営業所 クリーニング

竹鼻町 セカンドハウス ペットショップ・ペットサロン

お食事処 うき與 食堂・レストラン あーる工房　羽島店 洋服リフォーム、くつ・バッグ修理

正扇 食堂・レストラン 赤ちゃんひろば エンゼル 赤ちゃん用品

鳥芳本店 食堂・レストラン あさとも履物店 靴・履物小売

なまずや　丸の内分店 食堂・レストラン 伊藤畳店 畳

煮込うどん 加とう 食堂・レストラン ㈲奥田金物店 金物工具販売

ミセル　マムマム 食堂・レストラン  ㈱ガスサービスアサノ ガス機器

すし処 左門 寿司店 角の京丸屋 化粧品

寿司芳 寿司店 行政書士 𠮷田和弘事務所 行政書士

萬力 焼肉店 ぐるっと羽島-はしま観光交流センター 土産屋

居酒屋　八海 居酒屋・バー クロダスタジオ 画材・額縁

小料理 桑原 居酒屋・バー 駒塚屋仏壇店 仏壇

しょう 居酒屋・バー スポーツ オーゾネ スポーツショップ

カラオケ あじさい その他飲食店(カラオケ喫茶) 天狗堂 玩具

喫茶サイモン その他飲食店(喫茶) 司法書士はしま法務事務所 登記

喫茶鷭 その他飲食店(喫茶) ㈲ますかスポーツ スポーツ用品

COFFEE SHOP　みゆき その他飲食店(喫茶) ミスタータイヤマン羽島 タイヤ販売

g'n cafe その他飲食店(カフェ) 山田一畳店 畳

寿海 その他飲食店(手打ちうどん店) LIXIL リフォームショップ 日東工業 リフォームショップ

日本料理 𠮷川家 その他飲食店(日本料理店)

『じもと応援券』『共通券』ともに使用できる店舗
竹鼻町（つづき）

　　　◆商品券有効期間：令和２年１０月８日から令和３年２月７日　　※有効期間を過ぎた場合は無効となり、払い戻しできません。
　　　◆『羽島市長寿お祝い商品券』　『羽島市子育て応援商品券』は『共通券』として使用できます。

羽島市スーパープレミアム付商品券
羽島市長寿お祝い商品券・子育て応援商品券取扱店一覧

※10月8日現在
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江吉良町 福寿町（つづき）

豚酎房バール熊 居酒屋・バー シノダナショナルショップ 家電

喫茶パンダ その他飲食店(喫茶) ㈱TAKUMI 自動車販売・修理

御菓子処 黄金堂 食料品(和菓子) フォトスタジオ青山 写真・カメラ

井貝食料品店 八百屋 コスモボウル羽島 ボウリング場

ファミリーマート　羽島牧野店 コンビニエンスストア スノーヴァ羽島 屋内スノーボード場

KIMI美容室 理容室・美容室 nail atelier Rêve ネイルサロン

ハート&ハート 理容室・美容室 フットサル羽島 フットサル場

三愛 眼鏡・時計 堀津町

舟橋町 喫茶ビ・ボーン その他飲食店(喫茶)

カフェ・レストラン　それいゆ レストラン 珈琲香房 伽羅 その他飲食店(喫茶)

㈲なまずや　羽島分店 食堂・レストラン ㈲渡辺食品 その他食料品（豆腐）

こんがり家 焼肉店 (資)洋品のとよだ 衣料品

風花 居酒屋・バー Beauty Salon Flocorir エステティックサロン

カフェ・カリス その他飲食店(喫茶) 上中町

パティスリー プーコニュ 食料品(洋菓子) 喫茶ポパイ 食堂・レストラン

酒のデパート 源さん 食料品(酒) 寿々㐂 食堂・レストラン

cpサロン Meshine エステティックサロン はしまひょうたん 寿司店

bullzbro 自動車販売・修理 長栄堂 食料品(和菓子)

ヤマダカメラ 写真・カメラ (名)西垣商店 食料品(酒)

岐阜羽島バス・タクシー㈱ タクシー 上中薬店 薬店

福寿町 まるあい接骨院 接骨院

京料理 音羽 食堂・レストラン ビューティーサロン　コイケ 理容室・美容室

喫茶チェリー 食堂・レストラン 桑原町

おぐるま 居酒屋・バー ㈱魚勝 食堂・レストラン

日本料理 ほん郷 その他飲食店(日本料理) アイリス その他飲食店(喫茶)

麺屋 やじや その他飲食店(ラーメン) 甘味処 陽湖星 その他飲食店(甘味)

ラーメンむねちゃん　羽島本店 その他飲食店(ラーメン) 御菓子処 のむらや 食料品(和菓子)

リカーコンビニエンス イイダ 食料品(酒) フードショップ　ワタナベ その他食料品(鶏卵)

かわむら薬局 調剤薬局 𠮷川養鶏/COCCOPURIO その他食料品(鶏卵)

シャルレ山田 衣料品 おかだ歯科クリニック 病院・クリニック

アガサ 理容室・美容室 ヘアーサロン アサノ 理容室・美容室

hair mode 理容室・美容室 Hair Salon ito ヘアーサロンイトウ 理容室・美容室

足近町 竹鼻町（つづき）

すたみな太郎　羽島店 焼肉店 DCMカーマ　羽島店 ホームセンター

小熊町 ヤマダ電機　テックランド羽島店 家電

リカーマウンテン　岐阜羽島店 食料品(酒) 江吉良町

トミダヤ　羽島店 スーパー 珈琲屋らんぷ　羽島店 その他飲食店(珈琲屋)

V・drug　羽島北店 ドラッグストア V・drug　羽島南店 ドラッグストア

たんぽぽ薬局　羽島店 調剤薬局 メガネ赤札堂　羽島店 眼鏡

グレース　羽島店 衣料品 舟橋町

㈱江戸ッ子　羽島店 生地、洋裁付属 インドカレーツルシ　羽島店 食堂・レストラン

正木町 にぎりの徳兵衛　羽島店 寿司店

スーパー三心　羽島店 スーパー おんさい朝市　羽島中央グリーン その他食料品(産直店)

クスリのアオキ　正木店 ドラッグストア セブン－イレブン　岐阜羽島駅前店 コンビニエンスストア

スギドラッグ　羽島正木店 ドラッグストア クスリのアオキ　岐阜羽島駅前店 ドラッグストア

㈱ヤナギ園芸　羽島支店 花・園芸 スギドラッグ　舟橋店 ドラッグストア

㈱清芳屋　羽島店 本・文具 東横ＩＮＮ　岐阜羽島駅新幹線南口 ホテル

竹鼻町 福寿町

あさくま羽島店 食堂・レストラン 海産問屋　羽島漁港本店 食堂・レストラン

川喜　羽島店 食堂・レストラン ココス　岐阜羽島店 食堂・レストラン

あみやき亭　羽島店 焼肉店 コメダ珈琲　羽島コスモスポーツプラザ店 食堂・レストラン

カレーハウスCoCo壱番屋　羽島竹鼻町店 その他飲食店(カレー) 和食さと　羽島店 食堂・レストラン

みやこ屋　羽島店 食料品(和菓子) 赤から　岐阜羽島店 焼肉店

おかしの里 もりや　羽島店 その他食料品(駄菓子・菓子) 8989 焼肉店

スーパー三心　丸の内店 スーパー ミノノヤ　岐阜羽島店 食料品(洋菓子)

ファミリーマート　羽島竹鼻町店 コンビニエンスストア クスリのアオキ　福寿店 ドラッグストア

クスリのアオキ　竹鼻店 ドラッグストア バロー羽島　インター店

スギドラッグ　竹鼻店 ドラッグストア バロー羽島インター店　食品スーパー スーパー

ディスカウントドラッグコスモス　竹鼻店 ドラッグストア サンドラッグ　羽島店 ドラッグストア

ドラッグスギヤマ　羽島店 ドラッグストア ホームセンターバローメガストア　羽島インター店 ホームセンター

ドラッグユタカ　羽島丸の内店 ドラッグストア ㈱あかのれん　羽島インター店 衣料品

V・drug　羽島中央店 ドラッグストア エディオン　羽島インター店 家電

スギヤマ調剤薬局　羽島市民病院前店 調剤薬局 名阪近鉄旅行㈱　羽島旅行センター 旅行代理店

洋服の青山　羽島店 衣料品

  取扱店舗・商品券販売に関するお問い合わせ　羽島商工会議所　　　　    　　    ☎058-392-9664
  購入引換券・事業に関するお問い合わせ　　　  羽島市産業振興部商工観光課  ☎058-394-6117

『共通券』のみ使用できる店舗
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