
小売業

飲食料品

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

岩島酒店 北小田町3-20 0572-68-2601 酒類販売

スーパーセンターオークワ　瑞浪店 稲津町小里1090-1 0572-66-0070 スーパーマーケット

㈲大竹商店 穂並2-60 0572-67-2326 酒類販売

酒のおおまつや 南小田町2-37 0572-66-3855 酒類販売

カーヴ　ル・ブション 一色町5-8 0572-67-1139 酒類　卸・小売販売

かつまた玉子 稲津町萩原1917-1 0572-68-3921 鶏卵

加納屋 土岐町2631 0572-68-5655 食品小売

フレッシュフーズ　きとう 寺河戸町1067-7 0572-68-2743 食品販売

農家の庭先モール「きなぁた瑞浪」 土岐町6059 0572-26-8617 食料品小売

田中酒店 上平町1-22 0572-68-3478 酒類販売

㈱東濃健康生活センター 松ケ瀬町1-12 0572-67-1268 健康食品他

肉のかわい 寺河戸町887-2 0572-68-2676 食肉販売

西田屋製菓舗 猿爪439-3 0572-65-2330 菓子製造・販売

橋本食品 一色町2-32 0572-68-3934 食品販売

スーパーマーケットバロー　陶店 陶町猿爪786-1 0572-65-3030 スーパーマーケット

スーパーマーケットバロー　瑞浪中央店 益見町3-11 0572-66-5550 スーパーマーケット

スーパーマーケットバロー　瑞浪店 穂並1-3 0572-66-1201 スーパーマーケット

ピアゴ　瑞浪店 薬師町2-72 0572-68-5101 総合小売

ファミリーマート　瑞浪上野店 上野町2-139 0572-66-5523 コンビニエンスストア

ファミリーマート　瑞浪小田店 南小田町1-2 0572-66-2273 コンビニエンスストア

マルイチ本店 寺河戸町896-1 0572-68-2214 食品販売

㈱美濃椎茸 日吉町8784-1 0572-64-2626 椎茸

三乃月 益見町1-135 0572-68-2620 菓子製造販売

全日食チェーン　八百久 南小田町3-28 0572-68-2085 食品販売

若竹屋 大湫町438 0572-63-2731 食料品（生鮮食品）

 長 渡辺精肉店 寺河戸町1193 0572-68-2056 食肉販売

フレッシュマーケット〝ワンダー〟 土岐町26-1 0572-67-2321 総合食品小売

ドラッグストア

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

三光　グリーンライト 一色町1-63-1 0572-67-0100 薬局

ゲンキー瑞浪稲津店 稲津町小里1390-1 0572-66-1920 ドラッグストア

ゲンキー瑞浪店 北小田町3-53 0572-66-4380 ドラッグストア

ジップドラッグ瑞浪店 穂並1-52 0572-66-1830 医療品・化粧品・日用品・食品

ドラッグユタカ瑞浪樽上店 樽上町1-128-1 0572-66-2625 ドラッグストア

Vdrug 瑞浪中央店 益見町3-41 0572-66-3825 ドラッグストア

Vdrug 瑞浪店 薬師町3-16-3 0572-66-1185 ドラッグストア

薬局

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈲伊藤薬局 寺河戸町885-2 0572-68-2343 薬局

大竹薬局 釜戸町3072 0572-63-2014 薬局

キマタ薬局 上平町4-9-2 0572-68-8285 薬局（処方箋保険調剤・医療品小売）

ゴトウ薬品 益見町2-38 0572-67-2828 医薬品・化粧品・雑貨販売

服部仁慶堂薬局 寺河戸町1193 0572-67-1234 薬局

穂並調剤薬局 穂並2-120 0572-66-2755 調剤薬局

石材

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

伊藤石材店 陶町水上677-99 0572-65-3566 石材・石塔加工据付

岸本石材 釜戸町3061-1 0572-63-3671 墓石・建築石材

日比野石材店 土岐町7082-2 0572-68-4689 墓石加工販売・墓石クリーニング

山田石材店 土岐町6846-3 0572-68-2961 墓石・記念碑等・石工事全般

和田石材店 稲津町小里754-6 0572-68-3322 石材業（各種石材加工・墓地墓石施工・リフォーム墓じまいなど）

㈱渡辺石材 日吉町3984-2 0572-69-2055 墓碑・石材一式

瑞浪市プレミアム付商品券　取扱い加盟店一覧



身のまわり品

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

アツミスポーツ 寺河戸町1135-27 0572-68-2366 スポーツ用品販売

㈱オグリふとん店 一色町1-72 0572-68-3438 寝具小売

おれんじぴーす瑞浪 土岐町26-1　メイト1F 0572-66-2727 日用品雑貨

 大 かじた洋装店 寺河戸町1103-6 0572-68-3031 衣料品販売

東京西川チェーン　㈱釜戸ふとん 釜戸町1257-3 0572-63-2071 寝装寝具販売

瑞浪鉱物展示館カルール 寺河戸町1205 0572-67-2140 宝飾品販売

ファッションの広場　きりや 寺河戸町1138-1 0572-68-2168 衣料品

キリヤ商事㈱ 寺河戸町1185-7 0572-68-2204 日用品家庭雑貨小売・卸業

ぐーちょきぱぁ 寺河戸町1144-7 0572-68-2235 ベビー用品小売

近藤時計店 宮前町2-9 0572-68-2635 小売業（時計・宝石・メガネ）

さかえや化粧品店 土岐町63 0572-68-2209 化粧品販売

㋜鈴木商店 稲津町小里1039-1 0572-68-3240 学生衣料・衣料販売

コットンショップ　たんぽぽ 土岐町28-20 0572-68-8721 衣料品・手芸用品

シューズプラザ　東京堂 土岐町26-1　メイト内 0572-67-2184 靴

婦人服　トミヤ 上野町3-59-2 0572-68-4609 衣料品（婦人服）

メガネ・時計・補聴器のナルセ 寺河戸町1138-6 0572-68-2247 眼鏡・時計小売

西松屋チェーン　瑞浪薬師店 薬師町4-22 0572-67-1011 子供服・ベビー服・ベビー用品

フジスポーツ　瑞浪駅前店 寺河戸町1141-13 0572-68-3548 スポーツ用品

モード　ベルモーア 土岐町26-1 0572-67-2440 衣料品（婦人服）

足と靴の相談室　三喜屋靴店 上平町4-3 0572-68-2934 靴

宝石・時計・補聴器　三好屋 寺河戸町1136-12 0572-68-3848 宝石・時計・補聴器　修理・小売業

名紳　瑞浪店 上平町4-88 0572-68-8820 衣料品

メガネの２１　瑞浪店 穂並2-92 0572-67-0178 メガネ

森田屋 寺河戸町1146-21 0572-68-2433 靴・鞄・衣料品

吉田靴店　瑞浪店 薬師町2-79-3 0572-67-2554 靴・鞄

ワークマン　瑞浪店 薬師町2-91 0572-68-8866 衣料品（作業着）

家電製品

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

エディオン 瑞浪店 穂並1-83 0572-68-5251 家電製品小売業

エディオン 大山ラジオ 日吉町655-1 0572-69-2511 家電販売

ケーズデンキ 瑞浪店 薬師町1-28-1 0572-66-2611 家電量販店

エディオン・コバヤシ電器 稲津町小里1049-7 0572-68-3253 家電販売

トーホー家電ワークすえ 陶町水上176-25 0572-65-2856 家電販売

PALイタガキ 寺河戸町871-6 0572-68-5629 家電小売

㈲マツイデンキ 土岐町6691-2 0572-68-3232 家電製品販売修理

水野電器 寺河戸町1190-1 0572-68-3375 家電品小売

㈱ヤマダ電機テックランド 瑞浪店 土岐町6958-1 0572-66-2688 家電販売

ホームセンター

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

DCMカーマアットホーム 陶店 陶町大川字十三塚809-55 0572-62-1022 ホームセンター

コメリハードアンドグリーン 瑞浪稲津店 稲津町小里1327-2 0572-66-1173 ホームセンター

コメリハードアンドグリーン 瑞浪土岐店 土岐町183-1 0572-66-5501 ホームセンター

ホームセンターバロー 瑞浪中央店 益見町3-86 0572-66-5525 ホームセンター

燃料

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

大通商事㈱ 土岐町6195-1 0572-67-0660 石油製品・化粧品販売

㈲中山燃料店 一色町4-9-1 0572-68-2067 燃料販売・住設機器

三和燃料 寺河戸町1124 0572-68-2469 ガス器具販売、水廻りリフォーム

㈲ヤマウチ燃料 寺河戸町1063 0572-68-2351 燃料販売・住設機器

器具小売

加盟店 所在地 電話番号 業種詳細

松野屋　駅前店 寺河戸町1115-1 0572-68-2068 器具小売（ガス・石油・電気など）

松野屋　小田店 西小田町2-70 0572-68-2068 器具小売（ガス・石油・電気など）



ガソリンスタンド

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈱鈴木石油店 稲津町小里1012-5 0572-68-4581 石油製品販売　上下水道工事

セルフ瑞浪給油所 西小田町5-80 0572-67-2600 ガソリンスタンド

東濃石油㈱ 寺河戸町1219-24 0572-67-2511 石油製品卸小売業

農機具

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

JAとうと　釜戸支店 釜戸町2988 0572-63-2321 農業関係

JAとうと　経済センター 明世町戸狩815-1 0572-68-5120 農業関係

JAとうと　日吉支店 日吉町4102-2 0572-69-2221 農業関係

㈱森農機 土岐町1178 0572-67-1656 農業機械販売・修理

生花

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

お花屋さん 一色町4-11 0572-68-0471 花小売

㈲四季彩 一色町3-48 0572-68-4433 生花販売

フラワーショップ アン 土岐町6688-1 0572-67-2187 生花販売

保母生花店 寺河戸町1104-1 0572-68-2207 生花

自動車・自動車用品・自転車

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

オートバックス　瑞浪インター店 薬師町1-4-1 0572-26-9995 カー用品販売・自動車整備業

加藤商会 北小田町3-171 0572-68-2595 自転車・モータース

タイヤガーデン　カルベット 一色町4-78 0572-68-5144 タイヤ・自動車用品販売

タイヤセンター飛竜 南小田町1-137 0572-68-8801 タイヤ販売

タナカモータース 樽上町1-5 0572-67-1429 自動車販売、修理、車検

ミスタータイヤマン瑞浪 薬師町2-33 0572-66-3733 タイヤ販売

贈答品

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

ギフトギャラリーすぎもと　瑞浪店　 明世町戸狩340-1-1 0572-66-0360 贈答品

シャディ　はしもと 寺河戸町268-1 0572-67-2411 贈答品

畳

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

鵜飼畳店 土岐町3523 0572-68-4080 畳

小木曽畳店 土岐町3315-3 0572-68-3663 畳

写真業

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

大竹写真店 寺河戸町1043-20 0572-68-6627 写真業

ミヤケ写真館 寺河戸町1137-11 0572-67-2915 写真業

印鑑

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

森南海堂印舗 寺河戸町1184-25 0572-68-2454 印判業

陽文堂 寺河戸町1118-1 0572-68-2540 印章製造販売

その他

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈱中央ビジネス 一色町4-13 0572-68-5255 事務用品販売

㈲つちや家具 北小田町2-151 0572-68-5145 介護用品レンタル・販売・家具販売

おもちゃ人形のひだや 土岐町26-1　SCメイト内 0572-67-2361 玩具

ひだや人形店 土岐町51-8 0572-68-3845 節句人形（雛人形・五月人形・こいのぼり）

仏壇の藤屋 寺河戸町1138 0572-67-1733 仏壇・仏具小売業

㈱深山 稲津町小里940-1 0572-67-1522 陶磁器製造・販売



サービス業

飲食

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

あきん亭 稲津町小里1266-1 0572-68-8123 飲食業（ラーメン）

味の北龍 土岐町1148-1 0572-68-3498 飲食業（ラーメン）

あみやき亭 瑞浪店 益見町3-112 0572-66-2535 飲食業（焼肉）

一徳食堂 土岐町6752-1 0572-67-0277 飲食業（和食）

うな春 土岐町36-15 0572-68-3525 飲食業（うなぎ）

鵜舟 寺河戸町1101-6 0572-67-1501 飲食業（寿司）

割烹 かず由 上平町4-11-2 0572-67-3566 飲食業（和食）

加登屋食堂 寺河戸町1144-6 0572-68-6121 飲食業（和食・洋食）

かま濃 瑞浪店 土岐町6082-1 0572-68-1766 飲食業（うどん）

カレーハウスCoCo壱番屋 瑞浪国道19号店一色町4-81 0572-68-9156 飲食業（カレー専門店）

がんこ亭 瑞浪店 穂並1-71 0572-66-3577 飲食業（焼肉）

幸舞亭 西小田町6-126 0572-68-9488 飲食業（和食）

ココス 瑞浪店 一色町4-80 0572-66-3850 飲食業（ファミリーレストラン）

寿司 居酒屋　こぶし 明世町戸狩620 0572-68-6892 飲食業（居酒屋）

コメダ珈琲店 瑞浪店 西小田町5-65 0572-68-1080 飲食業（喫茶店）

サガミ 瑞浪中央店 益見町3-37 0572-68-7670 飲食業（和食）

鈴屋食堂 寺河戸町1070 0572-68-2437 飲食業（和食・洋食）

待夢珈琲店 一色町4-48-3 0572-68-7516 飲食業（珈琲店）

㈲なお 明世町戸狩546 0572-68-2829 飲食業（和食・洋食）

㈲日本料理鳥安 寺河戸町1095-1 0572-68-3067 飲食業（和食）

喫茶・レストラン　パル 樽上町1-20 0572-67-1830 飲食業（喫茶・レストラン）

四季の膳　ひさご 寺河戸町1136-5 0572-68-2658 飲食業（和食）

ガーデンハウス　フジミ 寺河戸町1116-4 0572-68-4017 飲食業（洋風カフェ）

フレンチレストラン　ベルエキップ 薬師町2-55-1 0572-68-2361 飲食業（洋食）

マクドナルド 19号瑞浪店 南小田町1-141 0572-67-2910 飲食業（ハンバーガー）

coffee shop 美也古 寺河戸町1189 0572-68-2932 飲食業（喫茶店）

麺や 一歩一歩 土岐町6068-1　きなぁた瑞浪別棟 0572-56-1118 飲食業（ラーメン）

タコ焼き 結実多 寺河戸町1095-1 090-6353-1185 飲食業（たこ焼き）

焼肉 与志多 樽上町2-52-2 0572-68-3660 飲食業（焼肉）

創作料理 陸 穂並1-36 0572-68-5133 飲食業（和食）

クリーニング

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

クリーニング岐洗 和合町1-20 0572-68-1012 クリーニング業

こじまや 寺河戸町1127-2 0572-68-2519 和服のお手入れどころ

土屋クリーニング 土岐町2625-2 0572-68-5854 クリーニング業

みよしクリーニング 釜戸町2894-2 0572-63-2516 クリーニング業

モデル社　薬師店 薬師町3-25 0572-68-3512 クリーニング取次

バス・タクシー

加盟店 所在地 電話番号 業種詳細

コバヤシタクシー 稲津町小里1049-7 0572-68-3311 タクシー業

東鉄タクシー㈱　瑞浪営業所 松ケ瀬町2-10 0572-68-2277 タクシー業

平和観光バス 和合町2-216-2 0572-68-3121 バス業

平和タクシー 和合町2-216-2 0572-68-6111 タクシー業

理・美容

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

カットサロンイマイ 寺河戸町1193-2 0572-68-2560 理容業

タンタント・ザ・クワフュール 薬師町2-55-1 0572-66-3738 美容業

バーバーショップ　カタダ 寺河戸町1113-6 0572-68-6211 理容業

barber's パーク 寺河戸町1069-27 0572-68-3428 理容業

フルジェンテ　瑞浪店 南小田町4-204 0572-68-7414 美容室

ヘアーサロン竹 山田町1560-3 0572-67-2660 理容業

ミカド整髪 南小田町2-41 0572-68-9596 理容業



旅行

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈱ツーリストアイチ 瑞浪旅行センター 寺河戸町1195-3 0572-66-5188 旅行業

平和観光 和合町2-216-2 0572-68-5175 観光業

その他

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

白狐温泉　今井屋 釜戸町708-4 0572-63-2013 料理旅館

コーケツ自動車 松ケ瀬町2-2 0572-68-5964 自動車板金塗装業

ナガヤ介護ショップ 寺河戸町1184-2 0572-68-2248 介護サービス事業所

製造業

印刷

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

ありが印刷㈱ 寺河戸町1139-8 0572-67-1145 印刷製本業

丸理印刷㈱ 学園台5-1-1 0572-68-7111 印刷製本業

建設業

管工事

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

安藤設備工業㈱ 薬師町2-46 0572-67-1161 管工事（上下水道工事・水廻り修理他）

㈲小田水道工業 北小田町1-227 0572-68-7530 水道配管業

サンプロッセ　㈲加納設備 明世町戸狩301-1 0572-67-3987 管工事

釜戸興業㈱ 釜戸町2875-1 0572-63-2243 建設業（上下水道・浄化槽設備・土木工事等）

修繕のさかい 土岐町26-3 0572-68-5168 上下水道工事・リフォーム・浄化槽工事

㈱高田商会 一色町1-59-1 0572-67-0391 土木・とび土工・コンクリート工事・管工事・水道施設工事・消防施設工事

㈲土田商店 寺河戸町1076-4 0572-68-2462 管工事

ダイキン工業特工店　㈱東岐空調 松ケ瀬町4-48-2 0572-66-1134 空調設備工事（エアコン・空気清浄機・換気扇・ダクト）

㈲中村電機水道 猿爪546-3 0572-65-2410 設備工事業（管工事業）

㈲古田設備 釜戸町1069-2303 0572-63-2673 管工事・水道施設工事

ワタベ電機 寺河戸町1195-18 0572-68-8334 水道工事業

建築

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

LIXILリフォームショップ 板垣建設 南小田町3-306 0572-66-5320 リフォーム全般・新築工事・総合建築・土木

㈱一建 明世町山野内306-1 0572-44-7779 建築

奥村建築 大湫町103-20 0572-63-3388 新築・リフォーム・営繕工事

㈱カスガイ工務店 瑞浪事業部 一色町4丁目72-1 0572-68-3179 建築業

加納住建㈲ 稲津町小里1262-3 0572-67-1798 新築・リフォーム

田口建築 南小田町1-77 0572-68-4323 建築工事全般（住まい内外装・リフォーム等）

玉田建築 土岐町5441-2 0572-68-7102 新築・増築・リフォーム・住宅関連工事

西尾鉄工所 南小田町4-175 0572-68-3627 製造業

西戸建築 山田町1710 0572-68-6214 建築業

㈱野平木材 松ケ瀬町1-9 0572-68-5258 新築・増改築・リフォーム・耐震診断・木材販売

日比野建築 寺河戸町1060-2 0572-68-4436 新築・増築・リフォーム・耐震補強・営繕・修繕

住まいのコンサルタント 山内建築 明世町月吉595 0572-68-4484 新築・増築・改修工事

㈱ゆうホーム 山田町1685-1 0572-26-9681 建設業

設計

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈱安藤建築設計室 南小田町3-32 0572-67-1518 建築工事一式・不動産取引

建築工房 風土 釜戸町3477-1 0572-63-3118 住宅・店舗・事務所の設計・施工



屋根工事

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

瓦葺師岩島 稲津町小里947-6 0572-51-1893 雨漏り修理・瓦葺き替え・雨樋架け替え・屋根工事一式

日本屋根瓦葺師　迅 土岐町4556-3 0572-68-6200 新築・屋根葺き替え・雨漏り修理

㈱丸新 稲津町萩原1213-3 0572-67-1300 屋根工事全般（新築・修理・葺き替え工事）・樋工事・外壁工事・塗装工事

内装工事

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

襖 障子 アルミサッシ　加藤木工 稲津町小里759-3 0572-67-0400 木製建具工事（襖・障子他）、アルミサッシ、エクステリア

溝口装飾 土岐町3524 0572-68-7120 クロス・カーテン・その他内装仕上

左官

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈱小倉左官店 日吉町7571-8 0572-69-2068 左官・タイル・ブロック・工蔵工事等

信和工務店 陶町大川880-22 0572-65-4032 左官

アルミ建材

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

永大アルミ 山田町1365 0572-68-3759 アルミサッシ，ガラス

瑞浪アルミ 西小田町3-255 0572-66-0220 アルミ建材

土木工事

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈱今井土木 土岐町4704-1 0572-67-1640 宅地造成工事・農地整備工事・外構工事・エクステリア工事・一般土木工事

㈱柴田土木 西小田町1-203 0572-68-3820 土木工事一式・舗装工事・水道工事

渡辺産業 日吉町5977-2-2 0572-69-2062 土木工事、住宅リフォーム、エクステリア

その他

加盟店名 所在地 電話番号 業種詳細

㈲イタガキ商事 寺河戸町871-6 0572-68-5629 リフォーム・解体工事・電気工事

㈱イトウ建材店 西小田町3-110 0572-68-4131 土木・左官・外構工事

㈲伊藤造園 日吉町9513-21 0574-67-2846 造園業

㈲大嶽電機商会 稲津町小里625-1 0572-67-2157 電気工事業

伸永建設㈱ 土岐町2833-1 0572-67-1828 舗装・外構（ブロック積・フェンス・カーポート等）

㈱中根塗装工務店 土岐町5252 0572-68-7239 一般住宅の塗り替え（屋根・外壁・塀・ガレージ）

ミツハラ防水㈲ 土岐町986-95 0572-66-1761 防水・塗装・板金工事業


