
  笠松町プレミアム付商品券の取扱店（地域別）

列1列2 列22列3 列 4 列5 列 5 2 列6 列7
1 青井屋洋品店 あおいやようひんてん婦人服・学生服 下本町 058-388-0011

2 cafe　ａｊａｒａ あじゃーら 喫茶店 東金池町 058-387-6653

3 (名)油重商店 あぶじゅう ガソリンスタンド 下本町 058-387-3054

4 ａｌｂｅｒｏ　ｂｌｕ　アルベロ ブル あるべろぶるイタリア料理 西金池町 058-387-8730

5 (株)安藤ミシン商会 あんどうみしんミシン取扱 西金池町 058-387-2055

6 伊住屋本店 いずみやほんてん和菓子 下本町 058-387-3071

7 いづもや いづもや靴・はきもの販売 下本町 058-387-2723

8 伊藤時計店 いとうとけいてん時計 新町 058-387-3376

9 餅和菓子処　いなみ いなみ餅・和菓子 下本町 058-387-4839

10 井村自転車店 いむらじてんしゃ自転車用品 大池町 058-387-4448

11 うを安 うおやす飲食店 下新町 058-387-3270

12 梅乃井 うめのい和菓子 西金池町 058-387-0236

13 大野製畳(株) おおのせいじょう畳製造・販売 大池町 058-388-2346

14 理容カジロ かじろ理容室 八幡町 058-387-4970

15 (株)加藤商店 かとうしょうてんガス・水道製品販売・工事 東陽町 058-387-2740

16 苅谷燃料店 かりやねんりょうLPガス販売 県町 058-388-3101

17 河合時計店 かわいとけいメガネ・時計 上新町 058-387-2955

18 河内屋商店 かわちやしょうてん燃料販売店 下新町 058-387-2381

19 きき　カフ恵 ききかふえ 喫茶店 下新町 058-388-2883

20 キマタ洋品店 きまたようひんてん学生用品 上新町 058-388-0670

21 久納酒造(有) くのうしゅぞう酒販売 下本町 058-387-3034

22 スポーツショップ　クリモト くりもとすぽーつスポーツ用品販売 大池町 058-388-2055

23 中華屋KŌRAN こーらん中華料理 桜町 058-388-3950

24 パティスリー小菊・四ッ角屋 こぎく和菓子・洋菓子 八幡町 058-387-2684

25 小島歯科医院 こじましか 歯科医院 奈良町 058-387-2848

26 小島文具店 こじまぶんぐてん文房具 下新町 058-387-2836

27 （株）ごとう呉服店 ごとうごふく呉服・和装小物・悉皆 下本町 058-388-0151

28 三田屋 さんだや化粧品販売 上本町 058-387-2368

29 シオキチ しおきちフルーツ販売 下本町 058-387-2715

30 フードショップシマケイ しまけい食料品販売 東陽町 058-387-3866

31 松栄堂本舗 しょうえいどう和菓子 美笠通 058-387-2921

32 旬彩　しんかのう しんかのう 季節料理・飲食 県町 058-388-3451

33 杉山米穀店 すぎやまべいこく米穀・灯油販売 二見町 058-387-3012

34 中華料理　誠龍 せいりゅう 中華料理 東陽町 058-388-0526

35 (株)大兵商店 だいひょうしょうてんガソリンスタンド 美笠通 058-387-4021

令和元年9月4日現在

笠松地域



36 （名）だるまや薬局 だるまややっきょく薬・化粧品小売 上本町 058-387-2311

37 戸崎治療室 とざきちりょうしつはり灸マッサージ 東陽町 058-374-0827

38 ドラッグユタカ　笠松店 どらっぐゆたかかさまつドラッグストア 美笠通 058-387-9677

39 (株)野田屋本店 のだやほんてん酒・ビール 新町 058-387-2258

40 NETZハットリ笠松店 はっとりししょうてん家電製品販売 緑町 058-388-0566

41 (株)パピ ぱぴ子供服販売 下本町 058-388-3483

42 茶房　琲より ひより喫茶店 弥生町 058-387-2702

43 ファミリーマート笠松東金池店 ふぁみりーまーとかさまつひがしかないけコンビニエンスストア 東金池町 058-218-2014

44 ヘアーサロン　サンファン へあーさろんさんふぁん理容室 上本町 058-387-4978

45 ヘアーサロンスマート へあーさろんすまーと理容室 東陽町 058-387-4004

46 ホリ電化 ほりでんか 家電製品販売 瓢町34 058-388-1240

47 松原歯科医院 まつばらしか歯科医院 美笠通 058-387-6600

48 ミスズ美容室 みすずびようしつ美容室 清住町 058-387-3354

49 むつみ美容室 むつみびようしつ美容室 朝日町 058-387-3081

50 八百桂商店 やおけい食料品販売 弥生町 058-388-2824

51 フードショップヤオハナ やおはな食料品販売 上柳川町 058-387-2542

52 (有)ユーピーエストラベルサービス ゆーぴーえすとらべる旅行代理店 春日町 058-387-7088

53 ローソン美笠通店 ろーそんみかさどおりコンビニエンスストア 美笠通 058-387-5130
大丸 ラーメン 美笠通 058-387-474352 (有)瀧新聞店 新聞販売 上新町 058-387-2677

列1 列2 列22列3 列4 列5 列52 列6 列7
1 クスリのアオキ　笠松長池店 くすりのあおきながいけドラッグストア・食料品 長池 058-372-5020

2 ゲンキー　田代若宮店 げんきーでんだいドラッグストア・食料品 田代 058-322-4560

3 御菓子司　小梅 こうめ和菓子 長 池 058-388-0651

4 さくら歯科 さくらしか 歯科医院 門間 058-387-9114

5 (株)サンセキ さんせきリフォーム・水道・ガス 門 間 058-388-1462

6 しのだ酒店 しのださけてん酒飲料販売 門 間 058-387-2541

7 カフェ　シンシア しんしあ喫茶店 北 及 058-216-1238

8 髙島電気 たかしまでんき家電販売 北及 058-388-0123

9 たんぽぽ薬局　新笠松店 たんぽぽやっきょく調剤薬局 田代 058-387-5861

10 （株）笠松天領の駅 てんりょうのえき小売・物販 田代 058-322-5558

11 フードセンタートミダヤ 笠松店 とみだやかさまつスーパーマーケット 長 池 058-387-3745

12 豊田電化 とよたでんか家電製品販売 北 及 058-387-0823

13 ドラッグユタカ　笠松長池店 どらっぐゆたかかさまつながいけドラッグストア 長 池 058-387-9223

14 西垣歯科クリニック にしがきしか歯科医院 北及 058-387-5900

15 ぎふ農協おんさい朝市さかい川グリーン のうきょう JAぎふ直売所 門 間 058-388-3208

16 ファミリーマート笠松みなみ店 ファミリーマートかさまつみなみコンビニエンスストア 田代 058-388-7112

17 日本料理松廣 まつひろ日本料理 田 代 058-387-0125

18 みたに酒店 みたにさけてん酒類・飲料水 長 池 058-387-2015

19 メナードサロン　ジュエル・ド・ルナ めなーどさろん美容サロン 田代 058-388-7603

20 喫茶　夕雨 ゆう喫茶店 長 池 058-388-0611

21 ローソン笠松北及店 ろーそんかさまつきたおよびコンビニエンスストア 北及 058-387－8867
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列1 列2 列22列3 列4 列5 列52 列6 列7
1 エル・パンドール えるぱんどーる喫茶店 米野 058-387-1125

2 クスリのアオキ　円城寺店 くすりのあおきえんじょうじドラッグストア・食料品 円城寺 058-218-2151

3 ゲンキー　円城寺西店 げんきーえんじょうじにしドラッグストア・食料品 　 円城寺 058-322-5990

4 ゲンキー　米野店 げんきーこめのドラッグストア・食料品 米野 058-372-4700

5 ピアゴ笠松店 ぴあごかさまつスーパーマーケット 米野 058-387-8011

6 もみっこ太郎 もみっこたろうリラクゼーションサロン 米野 090-1751-8866

7 ローソンストア100　笠松中野店 ろーそんすとあひゃくコンビニエンスストア 中野 058-388-7199
美容室のがき 美容室 円城寺 058-387-4081

列1 列2 列22列3 列4 列5 列52 列6 列7
1 かにの華　柳津店 かにのはな 和食 柳津町蓮池 058-387-2511

2 牛源　柳津店 ぎゅうげん 焼肉 柳津町蓮池 058-388-2222

3 シェル ブロ しぇるぶろ サンドウィッチ喫茶 岐阜市茜部 058-273-8902

4 (株)瀬上電機 せがみでんき家電・空調設備 岐南町みやまち 058-271-1149

5 ドラゴンミート　柳津店 どらごんみーと飲食店 　 柳津町蓮池 058-322-5529

(株)瀬上電機 家電・空調設備 岐南町みやまち 058-271-1149

その他（町外）

下羽栗地域

 この商品券は、消費の喚起・下支えを目的としているた

め、事業目的での支払いには利用できません。

 この商品券は現金とお引き換えはいたしません。

 この商品券によるつり銭は支払われません。

 この商品券の盗難、紛失または破損に対しては、発行者

はその責を負いません。

 この商品券に番号、偽造防止印刷のないものは無効です。

 この商品券は一部利用できないものがあります。
（商品券・ビール券・図書券・切手・たばこ・収入印
紙・プリペイドカード等）


