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あ 農事組合法人 あおなみ 農産物販売、農作業受託 あ 大桑建設(株) 建設業

浅野サイクル 自転車バイク販売修理 農事組合法人 おおが 農産物販売、農作業受託

朝日会館 大小宴会・仕出し・宿泊
オオサカヤ　タカトミ店（平和
堂内）

婦人服小売店

(株)アドバンス 電気工事、リフォーム (株)大鹿造園土木 造園土木業・外構工事

アトリエキッチンりんりん 飲食店、仕出し弁当 オートハウスシミズ 自動車修理・販売

アトリエ美容室 美容業 大野住建 建築業

(株)アラフカ電業 電気工事 大野寛事務所
司法書士、行政書士、土地家屋
調査士

(有)アラフカオート販売 自動車販売、整備、修理、車検 御食事処　松月 飲食業

(株)アルアート 家具製造 尾野歯科医院 歯科医院

安藤石油 石油類販売 御料理仕出し　紀文 飲食業（仕出し）

アンバイエ BBQ サービス業（バーベキュー場） 恩田設備 管工事業

E3ナガヤデンキ 家電販売 (株)オンダホーム 建設業

憩いの喫茶 舞 飲食業

居酒屋ちいちゃん 飲食店

イシガミ自動車 自動車販売他 か 香於里薬局 調剤薬局

伊自良美容院 美容業 香り会館 体験教室、物販

(有)伊自良モータース 自動車販売、修理 柿ＺＡＮＭＡＩ 柿渋商品の小売

乾美容室 美容業 学生専科　タケヤマ 学生衣料の小売

(株)井上写真館 写真館 カットスタジオ　ディライト 理容業

今瀬建築 建設業 加藤印刷
名刺・封筒・はがき・印刷・冊
誌・各種印刷

インテリア山下 室内装飾業 家電サポート山田 家電販売修理

魚博 小売業・飲食業
特定非営利活動法人かばさん
ファミリー

子育て支援事業

臼井商店 呉服・服地小売業 カフェレスト　アルカジア 喫茶店

(有)宇野モータース 自動車の販売・整備・保険 カフェテラス　かりん 喫茶店

梅田建設(株) 建設業 カフェレスト　覧歩留 喫茶店

うめむら商店 食料品・日用品・たばこ小売 髪工房　ヨコヤマ 理容業

エイト 喫茶店 紙清村山ガラス店 ガラス・アルミサッシ販売修理

(株)エーエスジャパン 車販売、板金･塗装、修理 神谷商店 酒類・たばこ・飲料小売

江川建築(有) 建築業 亀屋商店 ガソリンスタンド

エツコ美容室 美容業 カラオケ・スナック　YaMaGaTa 飲食業

(株)江戸ツ子　岐阜高富店（平
和堂内）

手芸用品小売業 カルモ 理容業

(株)大雅
肥料販売・LPガス・農産物販
売・イチゴ農園

ガレージ　フェリース 自動車販売・修理・車検
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か 河合美容院 美容業 さ さくら珈琲　高富店 喫茶店

(有)川口新聞舗 新聞販売業 農事組合法人　桜尾生産組合 農産物生産販売

(株)カワダ工業 総合建設業 (有)笹倉屋 LPガス・ガス器具販売等

(株)川出寝装
寝具、カーテン、クリーニング
全般

The Disc ウェイヴ／ジュエ
リー　ハタノ（平和堂内）

宝石、時計、CD、DVD等販売

川電
ドローン販売・レンタル
空撮 佐野造園 造園業

(株）岐工建設 建設業 ザ・ビッグエクストラ山県店 小売業

(株)北村防災
消火器、消防器具、消防設備点
検

(株)佐村建設 建設業、不動産業

貴州 飲食業 サロンセピア 美容業

喫茶　軽食　なかま 喫茶店 サロンド こま 美容室

喫茶シャルマン 喫茶店 サロンド ふじ 美容業

喫茶はなみずき 飲食店 サンヘルス薬品（平和堂内） ドラッグストア

喫茶フィッシング 飲食業 山務 飲食店

金の匙 飲食店 三洋堂書店 高富店
書店、CD・DVD販売レンタル
ふるほん販売買取

岐阜アグリフーズ(株) 鶏食肉処理販売業 (有)GMC やまがたゴルフ倶楽部運営

岐阜中央森林組合 森林組合 シー美容室 美容業

岐阜乗合自動車(株)高富営業所 一般乗合旅客自動車運送業 シディ（株） 建築業

(株)岐北ホーム 建築請負業 シェリ美容室 美容業

(株)岐北冷機山県支店 給排水設備工事 自家焙煎珈琲　茶蔵 喫茶店

串屋　天笑 飲食業 しまむら　高富店 衣料品販売

クスリのアオキ　高富店 ドラッグストア シャディプラザ岐阜北店 贈答品等販売業

(有)グリーンタカトミ ゴルフ練習場 シャトレーゼ高富店 菓子販売

くわ田゛ 飲食業 樹苑 喫茶店

ゲンキー(株)伊自良南店 ドラッグストア 寝具のまる元 寝具小売業

ゲンキー(株)岩佐店 ドラッグストア シンデレラ 美容業

ゲンキー(株)高富店 ドラッグストア 新中華料理 太平洋 飲食店

珈琲店　あるてぃーむ 飲食業 (有)杉田自動車 自動車販売修理

Coco壱番屋　岐阜高富店 飲食業 すぎもと歯科クリニック 歯科医院

寿住建(株) 不動産、建設業 スギヤマ自動車販売 自動車販売・修理

(株)小林食品
惣菜、おせち、お菓子等の製
造、販売

寿司処　よこやま 飲食業

呉服のこうやま 小売業（呉服全般） 寿し処　与志乃 飲食店

(有)米助商店 米穀、ＬＰガス、灯油等販売 寿司正 寿司、飲食

コメリハードアンドグリーン岩
佐店

小売店 snak グレート スナック

コメリハードアンドグリーン高富店 小売店 スポーツショップ　ヨシダ スポーツ用品小売

鷲見司法書士事務所
登記各種認可申請等司法書士業
務、行政書士業務



50
音

店　名 職　種
50
音

店　名 職　種

生活衣料 ミッキー 衣料品及び化粧品販売
トラベルサービスヤマダ
時計・めがね・宝石のヤマダ

旅行業
時計販売

(有)清門 配管工、土木 トラベルプラザ 旅行業

(株)成和 食品加工販売

セブン-イレブン山県市高木店 コンビニエンスストア

セブン-イレブン山県市高富店 コンビニエンスストア

た 大一印章(有)
印鑑・表札・ゴム印・名刺等販
売

な 中島清掃(株) 廃棄物処理業

大一非破壊検査(株) 製品・材料・環境等の検査 中村自転車
自転車・オートバイの販売・修
理

(株)高富運輸 一般貨物自動車運送事業 (株)ナカムラ装飾 内装工事、インテリア用品販売

高富タクシー(有) 旅客運送業 七煮屋 小売業（惣菜屋）

高牧商店 建築資材、金物販売 (有)成瀬建設 木造建設新築・リフォーム

(株)田中アルミ 内装工事業 なると寿し 飲食業

タナカ印刷 印刷業 西村自転車店 自転車バイク販売修理

(株)田中金属製作所 シャワーヘッド卸販売 ニイミ産業（株）山県給油所 燃料小売

田中博建築 建設業
ニック　ニック　バーバー
ショップ

理容業

タナカヤ 洋品、学生衣料販売 日本料理　川島 料理店、小売

(有)谷合昭石 ガソリンスタンド ニューいじら湖荘 飲食、喫茶、釣り等

(株)玉井産業 建設業、ゴルフ練習場 ニューライフ　明電 家電販売

ダンディサロンミノル 理容業 野々村オート 自動車修理業

ちぐさや 婦人用品販売 野々村建設(株) 建築業

つちだ歯科医院 歯科医院 は (有)ハート・山田造園 造園業

ツチダ商会 文房具、事務用品販売 バイカル 喫茶、飲食

土田生花店 生花業 8ヘアー 理容業

ティーハウスハーブレンド 喫茶店 patisserie Yamami
パティスリー　　　　　　ヤマミ

洋菓子製造・販売

テレホンSHOP高富店 携帯電話販売 服部工業(有) 給排水設備工事

でんかのテクス　きたむら 電化製品販売修理工事 (株)花村自動車 自動車修理販売

でんきや　マツ 家電販売・修理・電気工事 ハラタ健康堂薬局
薬局　医薬品、健康食品
漢方薬等

てんこもり農産物直売所 小売業・飲食業 HARADAクリーニング
クリーニング、穴・ファスナー
修理、羽毛布団、お着物

外川プロパン LPガス・ガス器具販売等
はり・きゅう・マッサージ　ら
く家

はり・きゅう・マッサージ

ドッグランド岐阜 ペットショップ 春乃家会館 料理店、旅館

トナミサービス 自動車販売・整備 バロー高富店 小売業

トミー美容室 美容業 早川商店 食品・酒・タバコ小売業

豊吉屋精肉店 食肉販売 ヒコ ハヤシ　高富店 洋菓子販売

ドラッグコスモス　高富店 ドラッグストア PEACE 美容院
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は ピースダイニング インド・ネパールレストラン (株)平和堂　高富店 一般小売業

bistro sanglier 久助 飲食業 ヘルスバンク高富南店 ドラッグストア

飛騨牛焼肉　武蔵 飲食店（焼肉） ペンギン薬局 薬局

(株)秀信　高富事業所
食料品・米・酒類、おつまみ専
門店

ペンギン薬局 高富本町店 薬局

美容室　あぴあ 美容業 (株)ベンチャー 自動車販売・修理

美容室WIN（平和堂内） 美容業 ホームセンターバロー高富店 小売業

美容室　シャンソン 美容業
ホームパートナーいちかわ川田
店

家電販売修理　電気工事

美容室ブルーユニコーン 美容業 Body care salon　Noble
ボディ　　　ケア　　　　サロン　　　　　　　　ノーブル

美容業

美容室　プルクラ 美容業 ほのか（平和堂内） 飲食業

美容室　蘭 美容室 (株)洞山工務店 造成・外構(エクステリア）工事

ファミリーマート　山県岩佐口
店

コンビニエンスストア ホルモン焼　小次郎 飲食店（焼肉）

ファミリーマート　山県佐賀店 コンビニエンスストア 公英庵 飲食店

ファミリーマート　山県東深瀬
店

コンビニエンスストア ま MATSUKAGE 美容業

Ｖ・ｄｒｕｇ高富北店 ドラッグストア 松見電気商会 電気工事

ファンシーショップよしだ 文房具店販売 まつもと
宝石、眼鏡、時計、補聴器の販
売

深尾建材店 建材・金物販売 松屋 建築金物・日用雑貨・住宅設備

ふかせ調剤薬局 調剤薬局 マルイチ商店 移動販売、仕出し・弁当

(株)福匠 リフォーム工事 (株)マルキ 食品販売

藤木石油店 ガソリンスタンド (有)マルキク
松茸や栗などの販売（秋のみ営
業）

不二サービス 自動車修理・販売 マルタ 飲食店

(株)藤澤自動車 車の修理・販売 (株)丸義製材 総合建築業

富士理容 理容業 (有)ミートショップミカド 食肉販売

麩惣商店 食料品販売 ミサ美容室 美容業

ふとんの富久屋 寝具小売業 (株)水生活製作所 製造業

フラン美容室 美容業
mitocafe&market（ミトカフェアンドマーケット）

体験農園　みとか 飲食業

(有)フルージュ 美容業 ミナクチ電機 家電販売業

古川クリーニング クリーニング 宮川建設 建築工事業

ふれあいバザール 小売業・飲食業 美山観光バス 貸切バス業

ヘアーサロン　アミーゴ 理容業 美山クリーニング 衣類全般・寝具類クリーニング

ヘアーサロン　ブルースカイ 理容業 美山交通 旅客運送業(タクシー)

ヘアーサロン　恵 理容業 美山生コン(株) 建材、総合建設

ヘアードレッサーヨシユキ 理容業 美山生コン(株)石油販売部 石油販売、タイヤ販売

ヘアリゾート　ガイズ 理容業 (有)美山バルバリー かも肉加工食品販売、飲食

(株)平安 高齢者介護事業 美山屋 飲食業
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武藤健康療院 マッサージ、指圧 理容　タナカ 理容業

村瀬米穀店 米穀販売 理容　土田 理容業

村橋商店 石油類販売 理容　ワカヤマ 理容業

銘豊製菓園 和菓子製造販売 Ｒｅｓｉｔａ 美容院

メガネの東洋 メガネ・補聴器販売 ロータリー松葉 喫茶店

メモワール　山県・家族葬庵
縁（えにし）

葬祭業 ろまんてぃっくはうす 美容業

メンズSAWADA 紳士服製造販売 炉ばた焼き　山賊と海女 飲食業

モリタ(株) 水道設備・土木工事業

モンドール 飲食店 わ 和風料理　こさと 飲食業

や 八百作 食料品小売業

(有)矢崎商店 酒類・食料品・雑貨小売

やぶき助産院 乳房マッサージ、育児相談

山内自動車 自動車販売修理

ヤマウチ美容室 美容業

(株)山県金属
土木建築資材及び一般金物販売
業

公益社団法人山県市シルバー人
材センター

農産物・加工品等販売
(シルバー人材センター事業)

特定非営利活動法人山県楽しい
プロジェクト

雑貨販売

山県ばすけっと 農産物直売所

山口アルミ
アルミサッシ硝子、エクステリ
ア販売

(有)山口オートサービス
自動車販売・車検整備・保険・
鈑金塗装

ヤマダ鈑金ペイント 自動車鈑金塗装

(株)やまもく 手ぬぐい額等の製造販売

(株)山田養鶏 玉子、鶏肉加工品、野菜等販売

山田理容院
山田美容院

理容業
美容業

ヤママル商店 各種食料品小売業

(有)やまわき 衣料品小売業

ユミ美容室 美容業

㈲吉田新聞店 新聞販売業

(有)吉田水道 管工事業

吉田米穀店 米穀小売業

ら らぁめん りょう馬 岐阜本店 飲食店

理容　こもり 理容業

理容室matsubara
美容室Tout-le-monde

理美容業

理容　志ば 理容業

※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、申
請書には店舗の読みがなを記載していただいておりませんので、探
す際の目安としてご利用ください。
※法人表記を除いた順番としています。


