
令和5年2月20日現在 順不同

店名 所在地 店名 所在地

 和風料理　こさと　 高富974-3

てんこもり農産物直売所 小倉755-2  snak グレート 高富2410-1

寿司処　よこやま 西深瀬2220-2  樹苑 岩佐1164-5

魚博 大森372-1  ホルモン焼 小次郎 高富2418-1

珈琲店　あるてぃーむ 高富2403-1  金の匙 高木1580

寿し処　与志乃 高富1588  ピースダイニング 高富2393-4

喫茶シャルマン 大門895-1  エイト 岩佐2145

マルタ 谷合3058-5  御食事処　松月 高富1326

寿司正 岩佐818-4  らぁめん りょう馬 岐阜本店 高富2394-1-2

ニューいじら湖荘 長滝25-1  居酒屋 ちいちゃん 高富1337

バイカル 梅原586  新中華料理 太平洋 高富1201-5

日本料理　川島 藤倉576-29  憩いの喫茶 舞 高富1466

なると寿し 東深瀬549-1  アトリエキッチンりんりん 谷合1210-2-2

bistro sanglier 久助 高富2418-1  ティーハウスハーブレンド 大桑726-1

喫茶はなみずき 平井717-42
 mitocafe&market（ミトカフェアンドマーケット）

 体験農園　みとか
小倉726-1

カフェレスト　アルカジア 大森225-3

朝日会館 富永395-3 食料品・米・酒類

さくら珈琲　高富店 山県市高富1318 豊吉屋精肉店 岩佐765-3

美山屋 谷合1363-1 (有)美山バルバリー 中洞932-2

ロータリー松葉 高富1201-3 八百作 高富1529-5

くわ田゛ 佐賀808-1 (有)ミートショップミカド 高富1706

喫茶フィッシング 西深瀬2471-14 (株)山田養鶏 梅原1630

喫茶　軽食　なかま 谷合1427-8 麩惣商店 高富1475-5

山務 中洞310-2 (株)成和 洞田2-44

モンドール 高富1528-3 吉田米穀店 岩佐2125

自家焙煎珈琲　茶蔵 東深瀬19-1 神谷商店 東深瀬1497

Coco壱番屋　岐阜高富店 高富2127 銘豊製菓園 高富2106

ほのか 高木1473（平和堂内） ヒコ ハヤシ　高富店 高富1323

ふれあいバザール 船越416-13 マルイチ商店 葛原3624-1

公英庵 岩佐1510 うめむら商店 岩佐765-1

カラオケ・スナック　YaMaGaTa 高富2410-1 (公社)山県市シルバー人材センター 佐賀588-2

春乃家会館 佐賀27-1 農事組合法人　桜尾生産組合 伊佐美865

御料理仕出し　紀文 青波262-1 岐阜アグリフーズ(株) 高富227-4

貴州 高富1095コーポ佐賀 早川商店 佐野163-1

串屋　天笑 高富2410-1 ヤママル商店 葛原3721-1

アンバイエ　BBQ 長滝27-44 (有)マルキク 佐賀234

  カフェテラス　かりん 藤倉576-22 村瀬米穀店 東深瀬185

  飛騨牛焼肉　武蔵 高富1733 (有)矢崎商店 梅原2660-1

 カフェレスト　覧歩留 岩佐1390-8 農事組合法人 おおが 大桑2456

 炉ばた焼き　山賊と海女 高富1201-2 　農事組合法人 あおなみ 青波408

飲食

山県まちづくり振興券取扱店名簿（業種別）



店名 所在地 店名 所在地

(株)小林食品 大森516-13 家電

山県ばすけっと 東深瀬699-5 でんかのテクス　きたむら 岩佐989-19

シャトレーゼ高富店 高富1570-1 家電サポート山田 岩佐279-1

patisserie Yamami
パティスリー　　　　　　　　　ヤマミ

中洞388-1 ニューライフ　明電 高富1681-1

(株)秀信　高富事業所 高富2056-2 ホームパートナーいちかわ川田店 東深瀬716-1

E3ナガヤデンキ 高富974-2

(株)平和堂　高富店 高木1473 ミナクチ電機 中洞282-4

バロー高富店 高富2310 でんきや　マツ 東深瀬144-1

ホームセンターバロー高富店 高富2078-1

コメリハードアンドグリーン高富店 西深瀬2509-1

ザ・ビッグエクストラ山県店 高木1355 自転車・バイク

セブン-イレブン山県市高木店 高木1585-1 西村自転車店 高富1453-5

コメリハードアンドグリーン岩佐店 岩佐1391-1 浅野サイクル 大森470-3

(株）マルキ 富永692-2 中村自転車 高富1241-4

ファミリーマート　山県岩佐口店 岩佐1194-2 自動車

ファミリーマート　山県佐賀店 佐賀792-3 山内自動車 小倉755-1

ファミリーマート　山県東深瀬店 高木1481 (有)伊自良モータース 大森73

セブン-イレブン山県市高富店 高富2123 (株)花村自動車 岩佐1459-1

衣料品 (有)杉田自動車 東深瀬563-2

(有)やまわき 高富866-1 トナミサービス 富永296-3

ちぐさや 高富1242-3 (有)アラフカオート販売 中洞942-1

学生専科　タケヤマ 高富2418-1 (株)エーエスジャパン 梅原586

臼井商店 谷合1063-2 ヤマダ鈑金ペイント 富永801-2

オオサカヤ　タカトミ店 高木1473（平和堂内） (有)宇野モータース 高木1479-3

呉服のこうやま 東深瀬64-1 ガレージ　フェリース 高富604

メンズSAWADA 東深瀬2444-115 スギヤマ自動車販売 高富1154-2

タナカヤ 大森397-2 (有)山口オートサービス 高富1-6

しまむら　高富店 高富1632 (株)藤澤自動車 東深瀬239-3

生活衣料 ミッキー 高富939-2 (株)ベンチャー 岩佐1097-1

薬局・日用品 オートハウスシミズ 岩佐809-2

ゲンキー(株)伊自良南店 大森302-2 野々村オート 西深瀬2346

ゲンキー(株)岩佐店 岩佐1385 不二サービス 岩佐447-2

ゲンキー(株)高富店 高富2338-1 イシガミ自動車 梅原978－1

ヘルスバンク高富南店 高富587 燃料

サンヘルス薬品 高木1473（平和堂内） 村橋商店 松尾255-1

クスリのアオキ　高富店 高富2367 安藤石油 富永728-1

Ｖ・ｄｒｕｇ高富北店 東深瀬587 藤木石油店 田栗164-5

ペンギン薬局 高富2118-1 (有)笹倉屋 東深瀬216

ペンギン薬局 高富本町店 高富1178-8 亀屋商店 高富1089

ドラッグコスモス　高富店 高富2500 (有)米助商店 高富1638

ふかせ調剤薬局 東深瀬664-6 (株)大雅 出戸243

香於里薬局 高富1190-1 (有)谷合昭石 田栗79-7

ハラタ健康堂薬局 東深瀬10-5 外川プロパン 岩佐85

スーパーマーケット・コンビニエンスストア・ホームセンター



店名 所在地 店名 所在地

　美山生コン（株）石油販売部 中洞351-1 理容　志ば 高富563-3

ニイミ産業（株）山県給油所 東深瀬707-1 富士理容 高富1249-3

その他小売業 理容　土田 高富1337-2

土田生花店 藤倉393-9 乾美容室 中洞6-1

大一印章(有) 高富2332-3 伊自良美容院 大門892

(株)北村防災 青波705-2 アトリエ美容室 大桑776-5

メガネの東洋 高富1332 シェリ美容室 東深瀬853-10

The Disc ウェイヴ
ジュエリー　ハタノ

高木1473（平和堂内） ヘアリゾート　ガイズ 岩佐1060

ふとんの富久屋 高富2045 ヤマウチ美容室 青波275-1

(株)川出寝装 岩佐705 MATSUKAGE 大桑2340

寝具のまる元 赤尾1-55 ヘアーサロン　アミーゴ 西深瀬2372

ファンシーショップよしだ 中洞447-5 フラン美容室 東深瀬677-4

ツチダ商会 高富1316-1 ミサ美容室 岩佐1506-2

テレホンSHOP高富店 高富2332-3 ユミ美容室 中洞161-3

(株)井上写真館 高木1570-1 ニック　ニック　バーバーショップ 高富2394

シャディプラザ岐阜北店 高富2504-1 美容室　あぴあ 佐賀771-1

(有)川口新聞舗 高富1064-3 ヘアサロン　ブルースカイ 東深瀬541-6

(株)江戸ツ子　岐阜高富店 高木1473（平和堂内） 美容室　プルクラ 西深瀬2421-1

まつもと 徳永114-2 理容　タナカ 岩佐254

(株)やまもく 佐賀83-1 理容　ワカヤマ 田栗181-3

(株)アルアート 大森181-1 ヘアーサロン　恵 梅原1261-3

スポーツショップ　ヨシダ 岩佐2145 (有)フルージュ 高富1258

ドッグランド岐阜 大桑3115 ヘアードレッサーヨシユキ 高富929

柿ＺＡＮＭＡＩ 平井51-5 8ヘアー
佐賀214-1
ラ・フォルテ1Ｆ

㈲吉田新聞店 東深瀬554-1 サロンセピア 岩佐1465-1

三洋堂書店高富店 高富2405 美容室WIN 高木1473（平和堂内）

川電 東深瀬716-2 エツコ美容室 高富2813-21

香り会館 大桑726-1 美容室　蘭 高富2392-1

七煮屋 高富1736-1 美容室ブルーユニコーン
高富1736-1
ネオライフ三恩108

美容・理容 ろまんてぃっくはうす 高富1064-1

理容室matsubara
美容室Tout-le-mondo

高木1327-4 ダンディサロンミノル 東深瀬21

カルモ 大門912-82 PEACE 高富1277-2

髪工房ヨコヤマ 高富1674-2 サロンド こま 佐賀275-1

Ｒｅｓｉｔａ 高木1065-3 Body care salon　Noble
ボディ　　　ケア　　　　サロン　　　　　ノーブル

高木1422-9

カットスタジオ　ディライト 高木1065-2

シンデレラ 高木82-6

シー美容室 高富2247-10 クリーニング
山田理容院
山田美容院

岩佐304 古川クリーニング 伊佐美312-4

美容室　シャンソン 高富1283-2 HARADAクリーニング 西深瀬667

サロンド　ふじ 谷合1171-5 美山クリーニング 谷合1244-4

河合美容院 谷合1225 医療・健康・介護

トミー美容室 高富1210-2 すぎもと歯科クリニック 高富2439-1

理容　こもり 高富1210-2 やぶき助産院 高富2758-5



店名 所在地 店名 所在地

尾野歯科医院 東深瀬714-1 インテリア山下 佐賀604-1

武藤健康療院 高富1525 (有)吉田水道 洞田546

(株)平安 東深瀬505-1 (株)オンダホーム 岩佐257

つちだ歯科医院 岩佐88-1 (株)岐工建設 赤尾1067

はり・きゅう・マッサージ　らく家 佐賀771-1 　シディ（株） 中洞522-3

(株)アラフカ電業 中洞1141

建築・建設・工事 (株)アドバンス 大森471-1

(株)田中アルミ 富永919-2 　松見電気商会 高富1488-2

(株)ナカムラ装飾 東深瀬575-2  （株）福匠 高富2813-23

梅田建設(株) 松尾3-25  （株）洞山工務店 出戸490

寿住建(株) 佐賀821-2 (有)成瀬建設 岩佐1478-1

深尾建材店 岩佐60 交通・旅行

(株)山県金属 高富1368-2 高富タクシー(有) 高富1172

(株)カワダ工業 西深瀬2329 美山観光バス 中洞942-1

野々村建設(株) 青波230-2 岐阜乗合自動車(株)（高富営業所） 東深瀬697-1

大桑建設(株) 大桑2305-2 美山交通 佐野175-2

美山生コン(株) 中洞351-1 トラベルプラザ 岩佐1065

田中博建築 葛原4988-3
トラベルサービスヤマダ
時計・めがね・宝石のヤマダ

中洞394-2

高牧商店 小倉188-2 その他

(株)佐村建設 掛5-83 岐阜中央森林組合 谷合1358-1

今瀬建築 高富1599 鷲見司法書士事務所 高木1570-8

大野住建 西深瀬243 中島清掃(株) 伊佐美70-2

宮川建設 葛原3834 (株)玉井産業 伊佐美218

山口アルミ 船越221 (株)水生活製作所 東深瀬94-2

(株)丸義製材 東深瀬1421-2 (特非)かばさんファミリー 高富1196-1

モリタ(株) 高木92-1 大一非破壊検査(株) 富永288

江川建築(有) 岩佐159-2 (特非)山県楽しいプロジェクト 高富1238

松屋 谷合1234-5 大野寛事務所 東深瀬592-8

服部工業(有) 赤尾754-3 (株)高富運輸 大桑65-1

佐野造園 掛141-1 (有)グリーンタカトミ 高富2000-1

(有)清門 岩佐622-4 (有)GMC 谷合2817

(株)岐北冷機山県支店 西深瀬430-2 (株)田中金属製作所 日永1095

(株)岐北ホーム 大桑2546-1 タナカ印刷 富永689-1

恩田設備 赤尾1079 加藤印刷 伊佐美4201

(有)ハート・山田造園 高木990-3   メモワール 山県・家族葬庵 縁（えにし) 佐賀796

(株)大鹿造園土木 中洞254

紙清村山ガラス店 高富1230-2

※この名簿は、取扱店登録申請書をもとに作成しておりますが、業種が複数にまたがる場合は、便宜上、いずれかひとつの業種に
分類しておりますので、当該業種に掲載がなくても他の業種に掲載している場合等があります。
※この名簿は、市内の取扱店を探す際の参考として作成したものですので、あらかじめご了承願います。もし見当たらない場合に
は、五十音順の名簿等でご確認ください。


