加

盟

店

一

覧

表

（順不同）

飲食店・宿泊
・・・・・・
・
・・・・・・
・・・・・ 泊
飲
食 ・・・
店
・
宿

衣料品・身のまわり品・
・・・・・
・・・・
・ 品
衣
料 品 ・ 身 の・・・ま
わ
り

1 ao cafe ( アオカフェ）
・
・・・・・・・・・・・・ 土岐町

80 Eity88℃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈲土田商店 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈲つちや家具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北小田町

2 あきん亭 瑞浪本店・・・・・
・・・・・・・・ 稲津町小里

81 ㈱オグリふとん店・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

㈱東濃健康生活センター・・・・・・・・・・ 松ヶ瀬町

㈱東岐空調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松ヶ瀬町

3 あたか ・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 土岐町

82 キクチメガネ 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

トーホー家電ワークすえ・・・・・・・・・・ 陶町水上

㈱中根塗装工務店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

4 あみやき亭 瑞浪店・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 益見町

83 コットンショップ たんぽぽ・・・・・・・・・・ 土岐町

ナガヤ介護ショップ・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈲中村電機水道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

5 一徳食堂 ・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 土岐町

84 近藤時計店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 宮前町

㈲中山燃料店 ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

西戸建築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田町

6 飲食・串かつ 足立屋・・・
・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

85 さかえや洋装店・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

PAL イタガキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

日本屋根瓦葺師 迅・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

7 うな春・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 土岐町

86 セレクトショップ 赤とんぼ ・・・・・・・ 寺河戸町

ひだや人形店 ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

㈱野平木材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松ヶ瀬町

8 鵜舟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 寺河戸町

87 東京堂靴店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

ひまわりサロン 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・ 樽上町

日比野建築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

9 お家カフェ 寿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上平町

88 西川チェーン ㈱釜戸ふとん ・・・・・・・・・ 釜戸町

100 円ショップ おれんじぴーす ・・・・・ 土岐町

日比野石材店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

10 お好み焼きとコーヒーの店 さとみ・・・ 釜戸町

89 ファッションの広場 きりや・・・・・・・・ 寺河戸町

フジスポーツ 瑞浪駅前店・・・・・・・・・ 寺河戸町

襖・障子・畳の小木曽畳店 ・・・・・・・ 陶町猿爪

11 鬼岩温泉 いわみ亭・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日吉町

90 婦人服 トミヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上野町

仏壇の藤屋 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈲古田設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

12 鬼岩パサージュ・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 日吉町

91 宝石・時計・補聴器 三好屋・・・・・・・ 寺河戸町

フラワーショップ アン・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

㈱丸新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町萩原

13 Casa ゆるり・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 寺河戸町

92

かじた洋装店・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

保母生花店 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

溝口装飾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

14 ガーデンハウス フジミ・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

93 眼鏡市場 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

㈲マツイデンキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

ミツハラ防水㈲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

15 割烹 かず由・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 上平町

94 メガネ・時計のナルセ・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

松野屋 駅前店・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

三和燃料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

16 加登屋食堂 ・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 寺河戸町

95 メガネの 21 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・ 穂

並

松野屋 小田店・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 西小田町

山田石材店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

17 カフェ 燈（アカリ）・・・・
・・・・・・・・・・ 寺河戸町

96 森田屋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈲マルコ小木曽商店・・・・・・・・・・・・・・ 陶町水上

LIXIL リフォームショップ 板垣建設・ 南小田町

18 cafe 菜・美ら心 ・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町萩原

97 やまいし商店・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

水野電器 ・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

和田石材店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

19 カフェハウス さち ・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町水上

98 吉田靴店 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

ミヤケ写真館・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

渡辺産業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日吉町

20 cafe 福・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・ 明世町戸狩

99 ワークマン 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

㈱深山 ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

21 カフェ 欒（らん）・・・・・・・・・・・・・・ 明世町戸狩

各種食料品
・・・・・・・・・
・・・・・・ 品
各
種・・・・・・・・
食
料

各種小売 ・・・・
・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ 売
各
種
小

中日グリーンサービス・
・・
・・・・・・備 関 連
建
設・住 宅 リ フ ォ ・
ー
ム・設

サービス業・その他・
・・・・
・・・・・
・・・・
・・ 他
サ
ー ビ ス 業
・
そ
の

森南海堂印舗 ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

明世カントリークラブ・・・・・・・・・・ 明世町月吉

22 カフェレスト 鶴・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 土岐町

おゆきさ 西尾商店・・・・・・・・・・・・・・・ 北小田町

㈱森農機 ・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

あっぷる サムソン ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

23 かま濃 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

カーヴ

ル・ブション・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

㈲ヤマウチ燃料・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

ありが印刷㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

24 喫茶 ガーデン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高月町

加納屋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

ヤマサ 足立商店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

L.Rich・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・明世町山野内

25 喫茶 元気・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 南小田町

酒のおおまつや 瑞浪店・・・・・・・・・・・ 南小田町

陽文堂 ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

カットサロン イマイ・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

26 喫茶 リバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

酒仙房 大竹酒店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 穂

27 キッチン色菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

新星商店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

㈱井澤自動車 ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

クラウンカントリークラブ・・・・・・・・ 陶町猿爪

28 串揚げ専門店 串や kazu ・・・・・・・・・ 寺河戸町

全日食チェーン 八百久 ・・・・・・・・・・・ 南小田町

大竹石油店 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日吉町

クリーニング岐洗・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和合町

29 紅茶専門店 L・i・N・D・E・N・・・・・ 薬師町

田中酒店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上平町

オートバックス 瑞浪インター店・・・・・・ 薬師町

健康工房 瑞浪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上野町

30 幸舞亭 ・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 西小田町

手づくりケーキ シンフォニー・・・・・・・・ 樽上町

オートルーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

Go Hair Birth・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北小田町

31 珈琲 ジュノン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 穂

並

とらや製菓舗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松ヶ瀬町

加藤商会 ・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 北小田町

コバヤシタクシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町

32 ココス 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

中山道ハム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日吉町

㈲門野モータース・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

ゴルフ 5 カントリーみずなみコース・・ 釜戸町

33 五平餅 あまから・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

肉のかわい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈲木田自動車 ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和合町

JTB ㈱ツーリストアイチ瑞浪駅前・・ 寺河戸町

34 五平餅 魚徳・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 寺河戸町

西田屋製菓舗 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

コーケツ自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松ヶ瀬町

住まいのさぽーと住ま居る・移動販売・・ 釜戸町

35 コメダ珈琲店 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・ 西小田町

橋本食品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

㈱鈴木石油店 ・・・
・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

旅の総合提携店 どり〜むツアー ・・・・・ 上平町

36 こゆび ・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 寺河戸町

Pantry・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 穂

並

セルフ瑞浪サービスステーション・・ 西小田町

東鉄タクシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松ヶ瀬町

37 サーティワンアイスクリーム 瑞浪 RS 店・・ 北小田町

㈲福寿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 樽上町

タイヤガーデン カルベット・・・・・・・・・・ 一色町

trim shop てとりん ・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

・・・・・・・・・・・・ 土岐町
38 サッポロラーメン北龍・・

フレッシュフーズ きとう・・・・・・・・・・ 寺河戸町

タイヤセンター飛竜・・・・・・・・・・・・・・ 南小田町

ナカシマ理容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

39 THE 富士・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

ベーカリー ツキヨシ ・・・・・・・・・・・ 明世町月吉

タナカモータース・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 樽上町

バーバーショップ カタダ・・・・・・・・・・ 寺河戸町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
40 沙羅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

ボーノポークハム工房 ” 瑞浪 ”・・・・・・・ 土岐町

㈲ツカモトモータース ・・・・・・・・・・ 稲津町小里

barber's パーク・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
41 四季の膳 ひさご・・・・・・・

堀養蜂園 蜜や・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

陶栄自動車㈱ ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町水上

ハーブマジックサロン T&K ・・・・・・・・・ 一色町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
42 酔花館 ・・・・・・・・・・・・・・・

前川商店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

東濃石油㈱ ペルショワール瑞浪給油所・・ 薬師町

ビーライン（フィットネス）
・・・・・・・・・・ 土岐町

・・・・・・・・ 明世町戸狩
43 寿司居酒屋 こぶし・・・・・

長 渡辺精肉店 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町
◯

東濃石油㈱ 本店・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

美-yui・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

44 寿司・御食事処 きてや・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

瑞浪市農産物等直売所 きなぁた瑞浪・・・ 土岐町

東濃石油㈱ 瑞浪橋給油所・・・・・・・・・ 寺河戸町

美容院ハツエの店 ・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

・・・・・・・・・・・・ 穂
45 創作料理 陸・・・・・・・・・・・

並

ガソリンスタンド・自動車関係 ・・・・・・
ガソリンスタンド・自動車関連

カトレア美容室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 益見町

並

㈱美濃椎茸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和合町

中山オートサービス・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

美容室 Tentante ( タンタント）・・・・・ 薬師町

・・・・・・・・・・・・ 一色町
46 待夢珈琲店 ・・・・・・・・・・・

美濃廣庵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

・・ 北小田町
BLAST（自動車販売・車検・修理）

美容室ちいちゃん・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

・・・・・・・・・・・・ 穂
47 台湾料理 萬満・・・・・・・・・

並

若竹屋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大湫町

Honda Cars 瑞浪 穂並店・・・・・・・・・・ 穂

並

美容室ヘアーブリーズ・・・・・・・・・・・・ 西小田町

48 駄菓子屋 cafe ねここのいえ・・・・・・・・ 釜戸町

若葉㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

ミスタータイヤマン瑞浪・・・・・・・・・・・・ 薬師町

フルジェンテ 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・ 南小田町

㈲瑞浪サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 宮前町

ヘアーサロン クラウン・・・・・・・・・・・・・ 高月町

ユニバーサル オートモービル・・・・・・ 南小田町

ヘアーサロン スギウラ・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈲竜吟サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

ヘアーサロン 竹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
49 中国料理 紅蘭・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 土岐町
50 手づくりま心工房・・・・・・

化粧品・薬局・ドラッグストア
・・・
・・・
化
粧 品・薬 局・ド ラ ッ グ
ス
トア
伊藤薬局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
51 鉄板居酒屋 ぽんきち・・・

キマタ薬局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上平町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
52 ときわ食堂 ・・・・・・・・・・・

コスメティックス サカエヤ・・・・・・・・・・ 薬師町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
53 ㈲日本料理 鳥安・・・・・・・

ゴトウ薬品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 益見町

愛知石材㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

へあさろん はなだ・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
54 日本料理 ふぉんぐ庵・・・

㈲さかえや化粧品店・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

㈲足立建築 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

平和観光バス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和合町

・・・・・・・・・・・・ 穂
55 Perch ・・・・・・・・・・・・・・・

三光 グリーンライト ・・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

安藤設備工業㈱ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和合町

平和タクシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和合町

56 BUZZ 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北小田町

ジップドラッグ 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・ 穂

並

㈱イトウ建材店・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 西小田町

平和観光 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和合町

・・・・・・・・・・・・ 釜戸町
57 白狐温泉 今井屋・・・・・・・

㈲大知 穂並調剤薬局・・・・・・・・・・・・・・・ 穂

並

伊藤製材㈲ ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

丸理印刷㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 学園台

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
58 日吉屋 ・・・・・・・・・・・・・・・

服部仁慶堂薬局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

伊藤石材店 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

ミカド整髪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 南小田町

59 フレンチレストラン ベルエキップ・・・・ 薬師町

V-drug 瑞浪中央店・・・・・・・・・・・・・・・・ 益見町

伊藤畳店 ・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

水野クリーニング・・・・・・・・・・・・・・・・ 陶町猿爪

V-drug 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

㈱今井土木 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

みよしクリーニング・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

鵜飼畳店 ・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

メンズヘアーサロン三宅・・・・・・・・・・・・ 上野町

並

60 ほかほか弁当 瑞浪インター店・・・・・・・ 薬師町
・・・・・・・・・・・・ 薬師町
61 ぼてこ 瑞浪店・・・・・・・・・

各種小売 ・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ 売
各
種
小

建設・住宅リフォーム・設備関連・
・・・
建設
・住宅リフォーム・設備関連

Hair Salon Tick tock ・・・・・・・・・・・・ 一色町

・・・・・・・・・・・・ 上平町
62 本莊赤坂 ・・・・・・・・・・・・・

アツミスポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

永大アルミ・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田町

モデル社 薬師店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

63 Marie・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田町

㈱井澤商店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈱ MTS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 穂

山田印刷所

・・・・・・・・・・・・ 土岐町
64 瑞浪中央食堂 ・・・・・・・・・

犬猫ハウス パピー・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

㈲大嶽電機商会 ・
・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

・・・・・・・・・・・・ 土岐町
65 みわ屋 本店・・・・・・・・・・・

エディオン大山ラジオ・・・・・・・・・・・・・・ 日吉町

㈲小田水道工業 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 北小田町

共通商品券のみ利用できます

66 みんなの居酒屋 いちから・・・・・・・・・・・ 薬師町

エディオン・コバヤシ電器・・・・・・ 稲津町小里

お墓・石材一式 ㈱渡辺石材・・・・・・・・・ 日吉町

大型店舗 ・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ 舗
大
型
店

・・・・・・・・・・・・ 土岐町
67 麺や 一歩一歩・・・・・・・・・

大竹写真店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈱加藤木工 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

エディオン 瑞浪店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 穂

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
68 焼き鳥居酒屋 天下・・・・・

おもちゃ人形のひだや・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

加納住建㈲ ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

ケーズデンキ 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

69 焼鳥台所屋 きぃみや・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

ギフトギャラリーすぎもと 瑞浪店・・ 明世町戸狩

釜戸興業㈱ ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

ゲンキー 瑞浪稲津店・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

・・・・・・・・・・・・ 一色町
70 焼肉キッチン 安藤・・・・・

キリヤ商事㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

建築工房 風土・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

ゲンキー 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北小田町

・・・・・・・・・・ 寺河戸町
71 焼肉 花本屋・・・・・・・・・・・

サーラ E&L 名古屋㈱ 瑞浪営業所・・・・ 一色町

小木曽畳店 ・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

コメリハードアンドグリーン 瑞浪稲津店・・ 稲津町小里

72 焼肉ひーさん家 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

サイクルショップ DADDY・・・・・・・・・・ 一色町

サンプロッセ ㈲加納設備・・・・・・・ 明世町戸狩

コメリハードアンドグリーン 瑞浪土岐店・・ 土岐町

・・・・・・・・・・・・ 樽上町
73 焼肉 与志多・・・・・・・・・・・

JA とうと 経済センター・・・・・・・・ 明世町戸狩

修繕のさかい・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

スーパーセンター オークワ 瑞浪店・・ 稲津町小里

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町
74 よしだ（焼肉）

JA とうと 釜戸支店・・・・・・・・・・・・・・・・ 釜戸町

伸永建設㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

スーパーマーケット バロー 陶店 ・・・ 陶町猿爪

75 レストラン パル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 樽上町

JA とうと 日吉支店・・・・・・・・・・・・・・・・ 日吉町

住まいのコンサルタント 山内建築 明世町月吉

スーパーマーケット バロー 瑞浪中央店・・ 益見町

76 和食ダイニング さくらや ・・・・・・・・・・・ 和合町

㈲四季彩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

㈲ダイトウ建設・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲津町小里

スーパーマーケット バロー 瑞浪店 ・・・ 穂

・・・・・・・・ 明世町戸狩
77 和食処 なお・・・・・・・・・・・

シャディ はしもと・・・・・・・・・・・・・・・・ 寺河戸町

㈱高田商会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一色町

ピアゴ 瑞浪店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬師町

並

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田町

並

並

衣料品・身のまわり品・
・・・・・
・・・・
・ 品
衣
料 品 ・ 身 の・・・ま
わ
り

大通商事㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

田口建築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 南小田町

フレッシュマーケット
〝ワンダー〟・・・・・ 土岐町

78 足と靴の相談室 三喜屋靴店・・・・・・・・・ 上平町

ちゃわん屋みずなみ・・・・・・・・・・・・・・・・ 上平町

玉田建築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土岐町

ホームセンターバロー 瑞浪中央店 ・・・ 益見町

・・・・・・・・・・ 陶町猿爪
79 和泉屋呉服店 ・・・・・・・・・

㈱中央ビジネス（文具のちゅうび）
・・・ 一色町

中日グリーンサービス・・・・・・・・・・ 明世町月吉

ヤマダアウトレット 瑞浪店・・・・・・・・・・ 土岐町

