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飛騨牛てっちゃん本店 安八郡 神戸町神戸１１２３ 飲食店 SL-2000-9224

メガネ・宝石・時計 スギオカ 安八郡 神戸町大字川西１３－５　 ショッピング SL-2000-6580

CARNET 安八郡 安八町氷取１９５－２ サービス JS-0005-5229

K’sSchere 安八郡 神戸町下宮８－１　　 サービス ZN-2000-2283

hair Lamp 安八郡 神戸町柳瀬１３９０－１ サービス JS-0000-2124

Olive 羽島郡 岐南町上印食５－７０－１　　 飲食店 PK-0000-0140

焼肉一柳商店 羽島郡 岐南町上印食６－７６ 飲食店 JS-0000-9122

花樂岐南店 羽島郡 岐南町三宅２－２３５　　 ショッピング ZN-2000-2578

gaku 羽島郡 岐南町上印食６－５１　 ショッピング SL-2000-5129

ルーカス 羽島郡 岐南町上印食９－１５－１ ショッピング SL-2000-6501

暮らしの衣料マツオカ 岐南店 羽島郡 岐南町徳田３－１９１－１　トミダヤ岐南店内 ショッピング JS-0002-6839

株式会社アンジュ 岐阜店 羽島郡 岐南町八剣１－１３ ショッピング JS-0001-4686

L’Atelier 羽島郡 笠松町春日町２６－１　ピネスビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0765

LOES 羽島郡 笠松町美笠通１－１８ サービス JS-0005-6337

LOES 羽島郡 笠松町美笠通１－１８　レジデンス美笠１Ｆ サービス JS-0003-6334

Gloire 羽島郡 岐南町上印食１－７８　シェラトン２１ サービス JS-0000-1079

VertVert 羽島郡 岐南町上印食７－３０－１ サービス JS-0002-5047

白い Y シャツ八剣店 羽島郡 岐南町八剣１－１９ サービス JS-0005-6180

カラオケ JB 岐南店 羽島郡 岐南町上印食９－５５ エンターテインメント JS-0001-1451

株式会社横井塗料店 羽島郡 岐南町上印食８－５９ その他 SL-2000-1939

こんがり家 羽島市 舟橋町３０２－１ 飲食店 JS-0002-8383

カフェ・レストランそれいゆ 羽島市 舟橋町宮北２－２０ 飲食店 JS-0000-8360

炭焼きの店 鳥好 羽島市 正木町新井８５７ 飲食店 SL-2000-8903

ぎふ初寿司福寿分店 羽島市 福寿町浅平２－１８ 飲食店 JS-0005-5623

京料理 音羽 羽島市 福寿町浅平４－１６　 飲食店 SL-2000-8987

三和クリーニング 羽島市 小熊町島５－６１　　 ショッピング PK-0000-8088

宝石シバタ 羽島市 竹鼻町丸の内３－２９　 ショッピング SL-2000-7598

TAKUMI 羽島市 福寿町平方１０－９１ ショッピング AL-0000-0046

家康くん 岐阜店 羽島市 福寿町平方１２－６３ ショッピング JS-0003-0918

家康くんレンタカー岐阜羽島店 羽島市 福寿町平方１２－６３ ショッピング JS-0004-0510

家康くん岐阜店 羽島市 福寿町平方１２－６３ ショッピング JS-0004-2552

hair ＆まつげエクステ Lapule 羽島市 小熊町島１－９１ サービス JS-0003-7846

LaLuce 羽島市 正木町新井８５７ サービス JS-0002-4782

長谷川 羽島市 正木町新井８５７ サービス JS-0004-6116

BABEL 羽島市 正木町森５－２２　 サービス SL-2000-8960

ランコントレ 羽島市 正木町大浦４６０　ノマドヨーロッパ館１Ｆ　 サービス ZN-2000-2735

美容室 Loco 羽島市 足近町５－４６２－２ サービス JS-0005-0864

TOTALBEAUTY BREKDUO 羽島市 足近町６－５０６－１ サービス JS-0001-7128

美容室 SIRENA 羽島市 竹鼻町４９８－１　 サービス SL-2000-6382

ヘアースペースファンタジア 羽島市 竹鼻町丸の内７－５３－２ サービス JS-0003-1579
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アガサ 羽島市 福寿町本郷千代田７２　ザ・ガーデンモール岐阜羽島内　 サービス ZN-0003-0810

飛騨牛 レストカフェ 柊 下呂市 湯之島７８０－１　 飲食店 SL-2000-1966

やきにく大使 下呂市 萩原町上呂１４７８ 飲食店 JS-0000-9394

大正堂 下呂市 森１０４４　 ショッピング SL-2001-0325

下呂温泉病院売店 下呂市 森２２１１ ショッピング JS-0005-4046

（有）成瀬製畳 下呂市 萩原町花池１９９　 ショッピング SL-2000-6895

primeur 下呂市 宮地５２１　　 サービス ZN-0003-0788

おだや 下呂市 小川２６３－１ サービス SL-2000-1441

J ネットレンタカー下呂温泉案内所 下呂市 森８４５－１９ サービス JS-0002-4452

サラダ館 七宗店 加茂郡 七宗町上麻生２４０４ ショッピング JS-0005-7655

トータルファッション柏屋 加茂郡 白川町河岐１７４０－３ ショッピング SL-2001-0730

きもの宝石クリニックたかい 加茂郡 富加町羽生１７５１ ショッピング JS-0005-3493

堀野モータース 加茂郡 坂祝町取組３２－６　　 サービス PK-0000-8174

マチマジョ 加茂郡 坂祝町酒倉１１２９－２７　　 サービス PK-0000-9143

Luscious 加茂郡 川辺町下川辺５９７－２ サービス JS-0004-2366

（有）御幸自動車 加茂郡 白川町切井１２１８－５ サービス JS-0005-5765

菊之園 道の駅店 加茂郡 白川町河東３５００－１　道の駅美濃白川内 その他 SL-2000-5247

魚邦 可児郡 御嵩町御嵩１１４４－１ 飲食店 SL-2000-4324

肉のキング 可児郡 御嵩町中１０００－１ ショッピング AD-0000-0470

もつ鍋信長可児店 可児市 下恵土５７０４－１ 飲食店 JS-0000-8373

芋んちゅ可児店 可児市 広見１－３４－１ 飲食店 JS-0004-5289

おおまさ 可児市 広見２０１７－６　 飲食店 SL-2000-1360

翔苑 可児市 広見３－２６ 飲食店 JS-0004-3616

まる耕 2 可児市 広見３－４３　サンパレス可児１０３　 飲食店 PK-0000-0022

izakaya 貧乏 可児市 広見３－６３　アニービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0209

Greedy House 可児市 広見３－７　アサヒビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8108

鉄板焼金三 可児店 可児市 広見４－２ 飲食店 JS-0005-9302

ダイニングバー alba 可児市 広見５－１２６　ギャレットビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-9483

食楽空間 栄花 可児市 広見５－１３６　ギャレットビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5026

呑気家可児店 可児市 広見６０６　可児第１マンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-8142

焼肉ぷるこぎ 可児市 広見６－１３３ 飲食店 JS-0002-4009

元町ロマンス 可児市 広見６３０－５　ヴィレッヂ元町 飲食店 JS-0000-0211

藤吉郎 可児市 帷子新町３－５０ 飲食店 SL-2000-6191

花のおくりものディマーシュ 可児市 下恵土４０９５－２ ショッピング SL-2000-3137

ファッションプラザサカエ屋広見店 可児市 広見２００７－１　　 ショッピング ZN-0002-4765

GUARANTEE ／ SHARE 可児市 広見２０５７－１　ロイヤルマンション１Ｆ ショッピング JS-0002-8159

トロピカル 21 可児市 今渡１６１９－１ ショッピング JS-0000-5633

ガレージ B 可児市 今渡１６１９－１９７ ショッピング JS-0001-0726

aceflorist 可児市 今渡９２７－２　グランドステイ今渡 ショッピング JS-0002-3711

スクールショップ ワカオ 可児市 坂戸　５０－６ ショッピング SL-2001-0970

Shuna 可児市 坂戸６２０－１　　 ショッピング ZN-0002-4620

アンティーク SEPIA 可児市 皐ヶ丘１－３０　　 ショッピング ZN-0002-2304

CAPRICHOSA 可児市 川合１９３－４ ショッピング JS-0003-2967

PXCARS 可児市 土田５２６２－１ ショッピング JS-0002-0201
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HairResortYOKO 可児市 広見２－６２　　 サービス ZN-0003-0103

有限会社マルイ鈑金 可児市 川合１０２８ サービス JS-0002-8037

歌のステージ 19 可児店 可児市 広見３－３９ その他 JS-0005-9989

PLEEROO 可児市 川合７７２－３　 その他 SL-2000-2429

酒の浪漫亭 海津市 海津町深浜６８－１ ショッピング JS-0005-9057

南濃石津店みのや 海津市 南濃町安江１１１４ ショッピング JS-0005-8193

有限会社メガネ・宝石・時計アカオ 海津市 平田町今尾１６５８　 ショッピング SL-2000-0213

かいづ動物病院 海津市 海津町高須町１０８０－１ サービス JS-0000-0180

ねむりファクトリーふじめん 海津市 南濃町羽沢１０８２－４４　 その他 SL-2000-1440

伊木山ガーデン伊木清兵衛 各務原市 鵜沼丸子町３－１５ 飲食店 AD-0000-0457

ぎふ初寿司各務原分店 各務原市 鵜沼三ツ池町１－１４１ 飲食店 JS-0000-7327

伊木山フォレスト 各務原市 鵜沼小伊木町４－２６５ 飲食店 AD-0001-0042

カラオケリゾート華 各務原市 鵜沼西町３－２４２－１ 飲食店 JS-0004-4642

彩華桜 各務原市 鵜沼朝日町３－２８－３　　 飲食店 ZN-0002-0379

もつ鍋信長 各務原店 各務原市 小佐野町１－１ 飲食店 JS-0000-8398

もりもり各務原店 各務原市 蘇原花園町３－３ 飲食店 JS-0001-1324

焼肉ホルバル 各務原市 蘇原柿沢町１－５－１　カプリス K １ 飲食店 JS-0002-5423

ミニラバーズカフェ各務原 各務原市 蘇原宮代町３ー６３　 飲食店 SL-2001-0779

ヴォーノ・イタリア各務原店 各務原市 蘇原青雲町５－３２－３ 飲食店 JS-0004-3275

ヤザワ亭 各務原市 蘇原沢上町３－１９－１　　 飲食店 ZN-2000-4005

和牛焼肉 中嶋屋本店 各務原市 蘇原東島町４－６１ 飲食店 JS-0003-3769

ペルー料理店 エル・プエルト・ナウティコ 各務原市 那加西野町７１ 飲食店 SL-2000-0593

五十嵐モータース 各務原市 各務おがせ町３－４ ショッピング JS-0002-9890

avanti 各務原市 川島渡町２８１－３ ショッピング JS-0002-0208

岐阜人形センター各務原店 各務原市 前渡西町１２－６８－１ ショッピング JS-0000-6923

株式会社ライズ 各務原市 前渡東町４－１７０ ショッピング JS-0001-7277

暮らしの衣料マツオカ 各務原店 各務原市 蘇原花園町２－２６　イオンタウン各務原内 ショッピング JS-0002-6806

アトリエ シャンティ 各務原市 蘇原柿沢町３－５－１ ショッピング JS-0001-0938

ひだまり薬局 各務原市 蘇原希望町４－３１－１ ショッピング JS-0005-9542

NaZaCar 各務原市 蘇原村雨町１－３４ ショッピング JS-0002-7341

オギウエサイクル 各務原市 那加織田町１－１２０ ショッピング JS-0004-6374

株式会社 AGI 各務原市 那加前洞新町５－１１３－４ ショッピング JS-0004-5370

クロロフイル那加美顔教室 各務原市 那加前野町４－５４ ショッピング JS-0005-0324

本家豆大福 だるま堂 各務原市 那加東那加町１７－３　 ショッピング SL-2000-2702

CROWD AUTO 各務原市 各務山の前町４－５８８－１ サービス JS-0005-6164

あおたけカイロプラクティック本院 各務原市 蘇原柿沢町１－５２－１ サービス SL-2000-6540

トータルエステティック エトワール 各務原市 蘇原瑞雲町３－３２－１ サービス SL-2000-1992

whitening salon B 各務原市 蘇原東栄町２－１３８ サービス JS-0005-7079

ホワイトニングサロン ブリリアント 各務原市 蘇原東栄町２－１３８　２Ｆ サービス JS-0002-9877

TOTALBEAUTYBREKPENTA 各務原市 蘇原東島町４－４５ サービス JS-0004-5222

COCO 各務原店 各務原市 那加桜町１－１１３　パル桜１Ｆ サービス JS-0003-4841

hair Soleil 各務原店 各務原市 那加前洞新町３－３４　サンガーデン西部１Ｆ サービス JS-0005-6766

Lime 各務原市 那加不動丘１－１６－１ サービス JS-0004-6936

美容室 first Ascent 各務原市 那加不動丘２－１１５ サービス JS-0001-0862
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HAIR E．S 各務原市 入会町４－１５－２　　 サービス SL-2001-1319

世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 各務原市 川島笠田町１４５３ その他 JS-0005-0053

世界淡水魚園水族館 フィッシュタンク 各務原市 川島笠田町１４５３ その他 JS-0005-0058

ペットショップ BCY 各務原店 各務原市 蘇原瑞穂町１－４－１ その他 JS-0004-4282

焼肉よろにく 各務原市 那加日新町３－１９　 その他 SL-2001-1830

ラパンアジル かわせみ 関市 黒屋３３２６ 飲食店 SL-2001-0827

四季の味 割烹まつ前 関市 桜本町２－３２－１１ 飲食店 JS-0005-3287

ラパンアジル 関市 山王通１－９－２０ 飲食店 SL-2001-0826

鮨紺乃 関市 南出１２－１ 飲食店 JS-0001-2430

プティ・ラパン 関市 山王通１－９－２０　 ショッピング SL-2001-0825

ALL UNDER CITY 関市 西本郷通６－５－７ ショッピング JS-0001-1666

洋菓子店 ミノーヴ 関市 東新町７－２－２ ショッピング JS-0005-3571

クロロフイル美顔教室 ますだや 関市 富本町３ ショッピング JS-0003-8569

美容室 サナエ 関市 山田１６１－３　 サービス SL-2000-0618

BANGHairDesign 関市 小屋名１２８６－３ サービス JS-0001-6031

Z － WAVE 関市 平賀町８－６５　 サービス SL-2000-8074

BREK luce 関市 弥生町３－１－１３ サービス JS-0003-2729

焼肉よろにく  関各務原店 関市 上白金６２２　 その他 SL-2001-1321

炭火焼とりぞう 岐阜市 茜部菱野２－９１－４ 飲食店 JS-0004-9407

ビストロジャルダン 岐阜市 茜部菱野４－３２－１　みさビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8114

大衆焼肉店とん太の家 岐阜市 宇佐南２－１２－５ 飲食店 JS-0002-9631

マッシュルームプライム岐阜羽根町店 岐阜市 羽根町３０レジデンス４０ 飲食店 JS-0004-5407

まいもん 岐阜市 加納竜興町３－１－４ 飲食店 JS-0001-0609

やきとり屋とりまる 岐阜市 河渡４－１６３－１　 飲食店 SL-2000-8384

PIZZERIASPADA 岐阜市 河渡４－８７ 飲食店 JS-0002-9340

手酌割烹てら田 岐阜市 吉野町５－１４　丸安会館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5536

ホルモン家岐阜山ちゃん 岐阜市 吉野町６－８　マブチビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5368

炭焼まるいち 岐阜市 玉宮町１－６－５ 飲食店 JS-0001-6135

岐阜人 ギフト 岐阜市 玉宮町２－１３　 飲食店 SL-2000-6992

タンマミーヤ 岐阜市 玉宮町２－１５－３ 飲食店 JS-0000-7944

十八番舟岐阜店 岐阜市 玉宮町２－３　安田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2811

ルネッタ 岐阜市 玉宮町２－４－３　E ２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4851

ピザ酒場 KEN 岐阜市 玉森町１６－４　山幡アパート１Ｆ 飲食店 JS-0002-1015

ダイニング まいど 岐阜市 近島５－２－４ 飲食店 JS-0000-4766

バー＆ダイニングバニラ 岐阜市 金町２－３　パールプラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2978

Ristorante il Presidente 岐阜市 金町８－１０　荒井ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7639

焼き鳥とも成 岐阜市 御浪町２８ 飲食店 ZN-2000-7163

大衆割烹ふくふく 岐阜市 御浪町６　ヒラキビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0409

こう季 岐阜市 江添３－９－１５　ファミール棚瀬１Ｆ 飲食店 JS-0005-6105

インド料理ラサマンダ 岐阜市 此花町６－１２ 飲食店 JS-0001-0110

とっとや 岐阜市 今嶺２－９－２６　ハインスハイム２　 飲食店 ZN-0002-0517

京喰処 京かんざし 岐阜市 市橋３－１２－１６－１０１ 飲食店 SL-2000-3415

BarSOUND 岐阜市 若宮町４－２２　若宮名店街ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4136

Kitchen ＆ Bar FLUFFY 岐阜市 若宮町５－１７－５　ニュー弥生ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7020
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Hi － Don 岐阜市 若宮町５－２３－３　ロアプラネット３Ｆ 飲食店 JS-0000-6454

栄寿司 岐阜市 若宮町５－４　 飲食店 SL-2000-7915

MUSERVA 岐阜市 若宮町５－４　シャインズビル７Ｆ 飲食店 JS-0002-1709

Planet 岐阜市 若宮町８－１　若宮第一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9240

ミニラバーズカフェ 岐阜市 若竹町１ー５ー１　長良橋ハイツ２０５ 飲食店 SL-2001-0777

United 岐阜市 住吉町３０　　 飲食店 ZN-2000-3059

角界茶屋圓 岐阜市 住吉町３８　小池ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0418

創作鉄板焼竹の庵 岐阜市 住田町１－２９－２il palazzo SHOBIDO ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6794

HANAZAWA 酒店 岐阜市 住田町１－３１ 飲食店 JS-0001-3952

ちょう助 岐阜市 住田町２－１０ 飲食店 JS-0001-4640

藁家 88 岐阜駅前店 岐阜市 住田町２－１３ 飲食店 JS-0004-5251

岐阜馬肉酒場馬喰ろう 岐阜市 住田町２－１３－２ 飲食店 JS-0004-1097

カラオケ個室ダイニング MONSTER 岐阜市 小柳町４－４－１　　 飲食店 ZN-0002-0438

もつ鍋信長岐阜城本店 岐阜市 松ヶ枝町３　リヴコートモウリ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9725

伊奈波横丁 岐阜市 常盤町４１　 飲食店 JS-0004-7906

Wine Bar URACORK 岐阜市 真砂町１２－１９　真砂町共同ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0134

ナマステグル柳ケ瀬店 岐阜市 神室町１－２６－６ 飲食店 JS-0003-3998

みずき 岐阜市 神田町３－９　岐阜屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8168

イタリアンの風 うれし野 岐阜市 神田町６－１１－２ 飲食店 SL-2000-1559

日本料理神田町 岐阜市 神田町６－７－２　こがねビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6462

こじろう丸 岐阜市 神田町９－１８－１　新岐阜駅前第一ビル 飲食店 JS-0002-5392

焼肉芭蕉苑 岐阜市 吹上町１－１１　アバンティー公園通１Ａ 飲食店 JS-0002-0655

ミニラバーズカフェ西鶉 岐阜市 西鶉１ー３１　ZOA ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0778

Pizzeriasorgente 岐阜市 折立３１４－１　セイナビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2060

朝日屋精肉店 則武店 岐阜市 則武西１－２０－１８ 飲食店 JS-0000-4805

結－ Musubi －／ BeeFish 岐阜市 長住町２－１　はんぱんビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4251

焼肉たいが岐阜店 岐阜市 長住町２－７　アーバンフロントビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5783

SecondG 岐阜市 長住町３－１３－４　日の丸ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6466

kappa 岐阜市 長住町３－１３－４　日の丸ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0335

KUISHINBO 新岐阜駅前店 岐阜市 長住町３－４　ニュー岐阜ホテルプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5535

岐阜屋・TORIKO 岐阜市 長住町３－４　ニュー岐阜ホテルプラザ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6421

浜やま屋 岐阜市 長住町３－７ 飲食店 JS-0002-3602

Clovercoffee 長良店 岐阜市 長良５１－２　長良川うかいミュージアム２Ｆ 飲食店 SL-2000-3167

ラーモニー・ドゥ・ラ・ルミエール 岐阜市 長良丘１－４　メゾンパール５Ｆ 飲食店 SL-2000-5003

和らん 岐阜市 徹明通３－１－７　 飲食店 SL-2000-8880

鮪しゃぶしゃぶ専門店かじ木 岐阜市 日ノ出町２－８　　 飲食店 ZN-2000-6004

気まぐれ酒場 Seichan 岐阜市 八ツ寺町２－１７　INI 八ッ寺ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2397

M 岐阜市 八ツ寺町２－４　ラコルテイタリア－ナビル４Ｆ 飲食店 PK-0000-0151

TRUECOLORS 岐阜市 八幡町３６ 飲食店 JS-0002-5465

NoriSuke 岐阜市 八幡町３７　中村ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0440

焼肉 AJ 岐阜市 福光東２－６－１１　　 飲食店 ZN-0002-0387

焼肉 留久 岐阜市 福光東３－１１－１　笠原ビル 飲食店 JS-0000-2795

中国料理老虎 岐阜市 福住町１－２　G･STEP １Ｆ 飲食店 JS-0004-2769

カラオケ JB 岐阜市 北島６－１－１０ 飲食店 JS-0000-6944
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赤から岐阜島店 岐阜市 北島７－１２－３　　 飲食店 ZN-0002-0518

natural Cafe 岐阜市 本町２－１４ 飲食店 JS-0006-0050

居酒屋がんこ村 岐阜市 弥生町１４ 飲食店 JS-0005-0343

KINKA．1567 岐阜市 弥生町１６　大橋ビル１Ｆ東 飲食店 JS-0003-1522

韓国処 QUEEN cooking 岐阜市 弥生町８－６　ボロビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3167

玉家 岐阜市 弥八町１０　寿々木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3763

家庭料理陽ん家 岐阜市 弥八町２９　 飲食店 JS-0001-1910

すし拓 幟 岐阜市 弥八町５　 飲食店 JS-0003-7633

KUISHINBO 柳ケ瀬店 岐阜市 柳ヶ瀬通１－３　石神会館２Ｆ 飲食店 JS-0003-5534

バーレイズネクスト 岐阜市 柳ヶ瀬通４－１９　M&L ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3199

やぶ田水産 岐阜市 薮田東２－９－１２ 飲食店 JS-0004-7916

さかえロック 岐阜市 茜部大川１－２　辻広第２ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1329

株式会社丸二イマズ 岐阜市 茜部大野２－２５３ ショッピング JS-0000-0714

日本中古農機組合 岐阜店 岐阜市 芋島３－７－２ ショッピング JS-0004-6876

職人の店 岐阜店 岐阜市 下土居２－８－１　 ショッピング SL-2001-0230

きもの Kyoto 和 Style 岐阜市 加納寿町１－１２　 ショッピング SL-2000-9374

十五屋洋品店　アピタ岐阜店 岐阜市 加納神明町６－１　２Ｆ　　 ショッピング PK-0000-8311

暮らしの衣料マツオカ 芥見店 岐阜市 芥見東山２－１６ ショッピング JS-0002-6834

岐阜赤十字病院売店 岐阜市 岩倉町３－３６ ショッピング JS-0005-3861

pand 岐阜市 吉野町３－１７　　 ショッピング ZN-0002-4621

ナリスビューティスタジオアイコ 岐阜市 橋本町１－１０－１　アクティブ G ３Ｆ　 ショッピング SL-2000-6559

モードマダム 岐阜市 橋本町２－５２　岐阜シティ・タワー 43　２Ｆ ショッピング JS-0005-8147

CAPTAIN STREET 岐阜市 玉宮町２－６－３ ショッピング JS-0001-1154

株式会社丸大大熊果実店 岐阜市 金町２ー１６ ショッピング SL-2000-3910

ザ・ラゲージ The Luggage 岐阜市 金町５－１２－１　第２丸保ビル１　２Ｆ ショッピング SL-2000-4145

奈良屋本店 岐阜市 今小町１８ ショッピング JS-0005-5770

宝石・めがね・時計のひさ 岐阜市 坂井町１－１　 ショッピング SL-2000-4147

花樂市橋店 岐阜市 市橋２－２－５　　 ショッピング ZN-2000-2579

Ririka 岐阜市 若宮町５－２１　K ２ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-6940

ブティック J 岐阜市 若宮町５－４－５　シャインズビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1709

株式会社ピュアハート 岐阜市 秋沢２－１１７－１ ショッピング JS-0002-9035

暮らしの衣料マツオカ 岐阜三輪店 岐阜市 春近古市場南６１ ショッピング JS-0002-6838

グランシェフ 岐阜市 真砂町７－９ ショッピング JS-0000-1095

足にやさしい靴店 広瀬本店 岐阜市 神室町２－１３　 ショッピング SL-2000-3976

書道用品 大玄堂 岐阜市 須賀１－８－２５ ショッピング JS-0000-2730

SUMIRE 岐阜市 石長町８－５ ショッピング JS-0005-8468

SUMIRE 岐阜市 石長町８－５　石長コーポ１０３ ショッピング JS-0004-5547

ハワイ商事株式会社ショールーム 岐阜市 中鶉２－３５　 ショッピング SL-2000-7540

flamant 岐阜市 長良１５８ ショッピング JS-0003-8951

ホームアンドガーデンバムズインテリア 岐阜市 長良井田５０－１ ショッピング JS-0005-8623

（株）クラフティーズ 岐阜市 東鶉３－３１－３ ショッピング JS-0004-6112

宝石・貴金属 宝屋 岐阜市 日ノ出町１－２０　ロイヤルビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-1611

丸福商店 岐阜市 日ノ本町３－９ ショッピング JS-0002-8033

マジカルヒューズ 岐阜市 日野南９－２－１８　 ショッピング SL-2001-0859
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ティーズスタイル 岐阜市 日野南９－２－２１　 ショッピング SL-2001-1003

（株）セイコーの五島 岐阜市 梅ケ枝町２－１７　 ショッピング SL-2000-6701

MC クリーニングのモリワキ 岐阜市 八幡町４　　 ショッピング PK-0000-8115

eat 岐阜市 八幡町８　ながらビル１Ｆ ショッピング JS-0002-2537

エジソン カラフルタウン前店 岐阜市 柳津町丸野２－２８－１　 ショッピング SL-2000-2449

ボーラーズ 岐阜 岐阜市 柳津町丸野４－５８－１ ショッピング JS-0001-1111

リサイクルショップ エコプレ 岐阜市 柳津町東塚２－１８ ショッピング JS-0003-4127

アオキーズピザ羽島柳津店 岐阜市 柳津町東塚３－７８－２ ショッピング JS-0005-9664

ちゃくちゃくちゃく 岐阜店 岐阜市 柳津町東塚４－１－１ ショッピング JS-0005-8449

宮下薬局     岐阜市 六条南１－１７－１７ ショッピング AD-0000-4062

まるかんのお店 岐阜店 岐阜市 六条南３－５－１８ ショッピング JS-0005-3391

株式会社 EXCELLENT 岐阜市 六条北４－１４－３ ショッピング JS-0002-3391

白い Y シャツ茜部店 岐阜市 茜部大川１－１２ サービス JS-0005-7311

イーストハムヘッドショップ 岐阜市 加納栄町通３－６　　 サービス ZN-0002-7451

ホワイトニングサロン岐阜 white ＆ white 岐阜市 加納新本町１－２５　ベルウッド　１０３ サービス SL-2000-0658

AQUA 岐阜市 加納新本町３－１－１　SPAZIO １Ｆ サービス JS-0002-3180

vivid 岐阜市 河渡３－２５－１　SARIELMUTO １Ｆ サービス JS-0002-1364

セルフ石油 河渡給油所 岐阜市 河渡４－１４４ サービス JS-0005-3638

Le coeur． 岐阜市 芥見５－７ サービス JS-0004-6781

ミリオンバンブー 岐阜市 芥見南山３－３－１　 サービス SL-2000-3367

有限会社小湊自動車工業 岐阜市 岩崎２－１－３ サービス JS-0002-3572

グロワール ドゥー 岐阜市 岩地１－２－１９ サービス JS-0000-2120

ERis 岐阜市 菊地町２－２５ サービス JS-0003-0108

EASTHAMNEO 岐阜市 金園町９－６　　 サービス ZN-0002-7452

グリーン美掃　2 岐阜市 県町２－１２　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ７０４　 サービス PK-0000-7683

サロン・プラナ・スペース 岐阜市 此花町６－９ サービス JS-0000-3349

chambre dans le ciel 岐阜市 住ノ江町１－１０ サービス JS-0000-6495

Dress Hair ROSE 岐阜市 上芥見５４－１　ア・ドリーム渡辺１Ｆ サービス JS-0005-0886

プラス 岐阜市 城東通３－１２　コーポ河田１Ｆ西１ サービス JS-0002-9164

ふれあい薬局 岐阜市 神室町４－２９－３　小川ビル１Ｆ サービス JS-0004-6227

Amulet 岐阜市 神田町９－５　鷲尾ビル２Ｆ サービス JS-0004-2531

白い Y シャツ清本町店 岐阜市 清本町８－１６－１ サービス JS-0005-6184

La・forme 岐阜市 西改田字川向１５６－１ サービス JS-0004-8065

nailsalon RICHE 岐阜市 西玉宮町２－５－３　コーポクリタ２０１ サービス SL-2000-5766

リトルガーデン 岐阜市 西島町９－６ サービス JS-0004-0401

イーストハムアネーロ 岐阜市 則武６３６　　 サービス ZN-0002-7453

vie nature 岐阜市 大福町５－１１－１　 サービス SL-2000-9754

リラクゼーション純 岐阜市 中鶉１－１３５ サービス JS-0002-4129

WISH 岐阜市 中鶉６－１８０－１ サービス JS-0002-6071

グラサヴォーグ岐阜 岐阜市 長旗町２－２　 サービス SL-2000-2318

髪庵 岐阜市 長住町１－１６　伊藤ビル１Ｆ北 サービス JS-0004-8543

ベルシャンブル 岐阜市 長住町５－４－３　ラ・アリスビル２Ｆ サービス SL-2000-2188

あおき接骨院 岐阜市 長良２－１５０ サービス JS-0003-4186

etre 美容室エトア hair beauty professional 岐阜市 長良３－２８２－１０３ サービス SL-2000-1294
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セ・レフィーナ 岐阜市 都通５－１７－１ サービス JS-0001-1775

エマニエル 岐阜市 入舟町５－３ サービス JS-0001-6947

COCO 岐阜店 岐阜市 八幡町８　ながらビル２Ｆ サービス JS-0003-4750

hair an 岐阜市 平和通２－１－１　平和ビル１Ｆ サービス JS-0000-2703

tenowa 岐阜市 北一色１０－２－３ サービス JS-0001-2034

ROPEhair 岐阜市 北一色２－５－１　第１花沢荘　　 サービス ZN-0003-0818

有限会社富成モータース 岐阜市 本荘中ノ町６－１８－２ サービス JS-0002-4821

有限会社富成モータース 岐阜市 本荘中ノ町６－１８－２ サービス JS-0005-9683

hair atelier may 岐阜市 万代町１－３６－１ サービス JS-0003-5241

CONFORT 岐阜市 野一色５－４－２４ サービス JS-0002-5068

白い Y シャツ野一色店 岐阜市 野一色５－９－１２ サービス JS-0005-6178

VANCOUNCIL 岐阜店 岐阜市 柳津町本郷４－２－１　　 サービス ZN-0002-7322

ヘア デザイン Luz 岐阜市 領下１－５５　 サービス SL-2000-6170

セルフ石油 六条給油所 岐阜市 六条大溝２－６ サービス JS-0005-3637

カークリーンピカソ 岐阜市 六条東２－５－１ サービス JS-0003-0674

hair room Andy 岐阜市 六条南２－１３－１４ サービス JS-0000-7450

みのわ動物病院 岐阜市 六条片田１－１２－７ サービス JS-0005-6301

ViVi 岐南店 岐阜市 六条北３－２０－１７　パピルス１０３ サービス JS-0002-2258

Amour 岐阜市 六条北３－２０－１７　パピルス２０２ サービス JS-0002-9673

MUSERVAVIPROOM 岐阜市 若宮町５－４　北川ビル２Ｆ エンターテインメント JS-0002-3233

華久 岐阜市 元浜町５８－１　 その他 SL-2000-1814

ウイスキーブティック クロード 岐阜市 桜通１－２１　 その他 SL-2000-3032

Studio Laugh ＋ L 岐阜市 川端町５　 その他 SL-2000-4274

イズミペット＆ケアー 岐阜市 泉町１０ その他 JS-0000-8822

oriens 岐阜市 早田東町７－１４　コメットビル３Ｆ　 その他 SL-2000-8023

八ツ寺 日和 岐阜市 八ツ寺町１－４　シェラトン八ツ寺ビルＢ１Ｆ その他 SL-2000-6716

千雀 岐阜市 弥八町１３－２　千雀ビル その他 SL-2001-0421

白川フォトスタヂオ 岐阜市 六条南２－１５－１８　 その他 SL-2000-6255

レストランおがたま 郡上市 大和町剣１６４　 飲食店 SL-2001-0750

やまと温泉やすらぎ館レストラン山法師 郡上市 大和町剣１８９　 飲食店 SL-2000-8833

泉坂 郡上市 八幡町殿町１７７ 飲食店 JS-0004-5656

Tuuli ひるがの店 郡上市 高鷲町鷲見５２９４－１　クックラひるがの内 ショッピング SL-2001-0506

パン工房かはな草 郡上市 大和町剣１６４　 ショッピング SL-2001-0749

カトー薬局 1 郡上市 大和町徳永２６８　　 ショッピング PK-0000-8190

暮らしの衣料マツオカ 大和店 郡上市 大和町徳永２８４－１　大和リバーサイドタウン内 ショッピング JS-0002-6903

株式会社白山電機 郡上市 白鳥町向小駄良７２６－１ ショッピング JS-0000-4032

岸山履物店 郡上市 八幡町新町９３３ ショッピング SL-2000-9589

柳楽庵 郡上市 八幡町柳町１９９ ショッピング SL-2001-0293

I － Lys 郡上市 大和町剣８８－２ サービス JS-0001-5846

Air 郡上市 白鳥町為真１７４８　 サービス SL-2000-4763

zaltzhairdesign． 郡上市 八幡町初音８３５－２　　 サービス ZN-2000-5999

物産館湯多花の市 郡上市 大和町剣１６４　 その他 SL-2001-0751

やまと温泉やすらぎ館 郡上市 大和町剣１８９　 その他 SL-2000-8832

かがや株式会社 郡上市 白鳥町白鳥　６９２ その他 SL-2000-1467
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郡上紬と藍染 たにざわ呉服店 郡上市 八幡町本町８３９　 その他 SL-2000-4154

DININGBARDADA 恵那市 大井町２２４－２　大井プラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0483

キッチンクオーゼ 恵那市 大井町２２４－２　大井プラザ内 飲食店 JS-0003-8540

炎家 恵那市 長島町正家２－１－１ 飲食店 JS-0002-0827

大廣園 恵那店 恵那市 長島町正家７０１－１ 飲食店 SL-2001-0938

小川 恵那市 長島町中野２９３　　 飲食店 ZN-0002-0421

和ばる 恵那市 長島町中野３５７－５ 飲食店 JS-0002-0837

がんたく 恵那市 長島町中野４８０－６ 飲食店 JS-0000-4745

焼肉ひーさん家武並本店 恵那市 武並町竹折１６９６－２７ 飲食店 JS-0001-3338

ビデオショップ アラシ 恵那市 大井町１１１６－５１ ショッピング JS-0000-4752

（株）中部商事 厨房王国 恵那市 長島町正家１０６７－１８８ ショッピング JS-0002-1114

ほりクリーニング　コープ店 恵那市 長島町中野２－５－１　コ－プ内 ショッピング PK-0000-7765

嵯峨乃や 恵那市 武並町竹折１２３８　 ショッピング SL-2000-4749

VANCOUNCIL 恵那店 恵那市 長島町中野１－２－１　　 サービス ZN-0003-0797

O － ring 恵那市 武並町竹折３２８－７１ サービス JS-0005-9316

キリン屋 高山市 岡本町２－１５４－３ 飲食店 JS-0000-7423

右衛門横町 高山市 下三之町１９ 飲食店 JS-0001-5902

右衛門横町 高山市 下三之町１９ 飲食店 JS-0001-5904

宮川園 高山市 下三之町２ 飲食店 JS-0003-2135

七色食堂 高山市 花岡町１－１７　ARC ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0941

割烹かまむら 高山市 花岡町１－２５　　 飲食店 ZN-2000-3013

居酒屋しゃぶ亭 高山市 花岡町２－６０　ひだホテルプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4158

和菜蔵 椿屋 高山市 花里町４－４６ 飲食店 JS-0000-4439

鶏ちゃん家駅前本店 高山市 花里町５－２０－３ 飲食店 JS-0000-7425

ロイヤルナンハウス 高山市 花里町６－１８　山下ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4215

居酒屋あじ平 高山市 初田町１－３４ 飲食店 JS-0001-2201

MINAVIETA 高山市 初田町３－２６－６ 飲食店 JS-0001-5479

旬亭なか川 高山市 上一之町３３－２　　 飲食店 ZN-0002-0464

ボッカボーナ 高山市 上岡本町７－２１８　 飲食店 SL-2000-0649

四季旬彩やました 高山市 総和町１－１ 飲食店 JS-0003-0513

かめ吉 高山市 総和町１－２０　ダイワ VIP ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6251

旬菜美酒 喜作 高山市 総和町１－４３－２ 飲食店 JS-0001-0026

こうぼう 高山市 総和町１－４５－４ 飲食店 JS-0004-0972

じびるや 高山市 朝日町１　 飲食店 SL-2000-1515

月うさぎ 高山市 朝日町１３－１　AYA ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2145

うしまる 高山市 朝日町２４ 飲食店 JS-0003-9081

串場金蔵 高山市 朝日町４１－２ 飲食店 JS-0005-0306

だるま鮨 高山市 朝日町５０－４ 飲食店 JS-0000-8730

旬食光吉 高山市 馬場町２－８３ 飲食店 JS-0001-6065

クレープとワイン はんちくてい 高山市 八軒町１－９５ 飲食店 SL-2000-7023

ラビットホール 高山市 本町２－１６　　 飲食店 ZN-2000-3129

Le MiDi I 高山市 本町２－２ 飲食店 JS-0001-0946

めぐみ家 高山市 本町２－３３ 飲食店 SL-2000-5194

レストラン Le MiDi 高山市 本町２－８５ 飲食店 JS-0000-1066
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本郷 高山市 本町３－２０ 飲食店 JS-0000-9227

てながあしなが 高山市 本町３－５８－１１ 飲食店 JS-0005-6300

Sushi － DiningNob 高山市 本町３－５８－２ 飲食店 JS-0002-3209

みかど 高山市 末広町５８ 飲食店 SL-2000-9758

アップガレージ飛騨高山店 高山市 一之宮町３５６２－１ ショッピング JS-0002-5549

キッズマート高山店 高山市 岡本町３－１８２－１ ショッピング JS-0003-8350

KOMACHI 高山市 下三之町１ ショッピング JS-0003-1036

飛騨良質素材 高山市 下三之町１０ ショッピング JS-0002-5714

糀屋柴田春次商店 本店 高山市 下三之町１１３ ショッピング SL-2001-0584

飛騨春慶こくわ 高山市 下三之町１９ ショッピング JS-0001-5920

飛騨うまいもん本舗 高山市 下三之町１９ ショッピング JS-0001-5921

遊膳 高山店 高山市 下三之町１９　右衛門横町 ショッピング JS-0004-8174

糀屋柴田春次商店 二之町店 高山市 下二之町１９－３　 ショッピング SL-2001-0585

時計・メガネ・宝石・補聴器の高原 高山市 花里町５－１４　高山駅前中央通り ショッピング JS-0000-3261

シューズショップ NOBU 高山市 花里町６－７　 ショッピング SL-2000-0099

日進木工 本社ショールーム 高山市 桐生町７－７８　 ショッピング SL-2000-6725

パックパックス 高山市 桐生町８－５３５ ショッピング JS-0003-0200

ふとんの清水屋 国府リバーサイド店 高山市 国府町広瀬町１５６９ ショッピング JS-0005-6442

ファボール デ 飛騨 高山市 国府町三日町４０４－１ ショッピング JS-0004-5614

酒のつづく 高山市 三福寺町２３９－１ ショッピング JS-0005-6660

（有）仏壇工芸ほりお 高山市 三福寺町３６９－７　 ショッピング SL-2000-0726

暮しの衣料マツオカ昭和店 高山市 昭和町１－１６７－６ ショッピング JS-0002-6902

木の風 高山市 上一之町２６　 ショッピング SL-2000-2918

遊膳 高山店 2 高山市 上三之町２３ ショッピング JS-0004-8175

夢椿 高山市 上三之町６７ ショッピング JS-0001-0070

COQUELICOT 高山市 新宮町１９４６ ショッピング JS-0001-3020

ユ イ 高山市 総和町２－４１－７　 ショッピング SL-2000-9223

地酒蔵赤かぶの里店 高山市 丹生川町旗鉾１２５１ ショッピング JS-0002-5307

［HC］ファイブエム 高山市 中山町６ ショッピング JS-0001-8509

ごまの藏 高山市 本町２－６１　 ショッピング SL-2000-6158

Pen Shop IMAI いまい文具店 高山市 本町３－５　 ショッピング SL-2000-5496

中田中央薬品 高山市 本町３－５５　 ショッピング SL-2000-9323

ギャラリー 斐山 高山市 名田町５－９５　 ショッピング SL-2000-1557

NOTE 高山市 越後町１１１３－１ サービス JS-0000-8411

青木自動車 高山市 久々野町久々野１８９１－３ サービス JS-0000-1006

シークエンス 高山市 上切町５６６－１　 サービス SL-2000-6114

カービューティープロ FaN 高山市 石浦町２－４１１　マンションエクセル１０７ サービス JS-0003-2103

青木自動車 高山店 高山市 石浦町５－９７ サービス JS-0000-1007

THINKPINK 高山市 石浦町７－４２３　　 サービス ZN-2000-3854

トリミングルームわんにゃん 高山市 総和町３－８０－９ サービス JS-0001-5950

satio 高山市 大新町４－１８１－３ サービス JS-0000-9689

スカイライン自動車 高山市 丹生川町町方１４１５－４　　 サービス PK-0000-7863

株式会社 efu 高山市 中切町２７７－２ サービス JS-0002-4018

モンシアンエモア 高山市 本町３－２８　四つ葉　　 サービス ZN-2000-0858
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奥飛騨クマ牧場 高山市 奥飛騨温泉郷一重ケ根２５３５ その他 SL-2000-9904

ビストロサングリエ久助 山県市 高富２４１８－１ 飲食店 JS-0002-0844

ファッションマートやまわき本店 山県市 高富８６６－１　　 ショッピング ZN-0002-4625

高牧商店 山県市 小倉１８８－２　　 ショッピング PK-0000-8246

ふかせ調剤薬局 山県市 東深瀬６６４－６　　 ショッピング PK-0000-8312

Peace 山県市 高富１２７７－２　コーポミソノ１Ｆ サービス JS-0002-4259

ジンギスカンあずまし家 瑞穂市 馬場上光町３－７　河合ビル１０６ 飲食店 JS-0003-7347

セルフ石油 みずほ給油所 瑞穂市 牛牧１４２１ サービス JS-0005-3639

TOTAL BEAUTY BREK 瑞穂市 馬場春雨町１－１ サービス JS-0003-9228

HAIR ＆ BEAUTYlepetieur 瑞穂市 馬場上光町３－５－１　第二吉田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0806

Valentine 瑞穂市 別府２１３７－１　 サービス SL-2000-7429

イーストハムアール 瑞穂市 別府２７７－２　　 サービス ZN-0002-7454

中華料理天福瑞浪店 瑞浪市 土岐町７０３４－１ 飲食店 JS-0004-2879

創作料理 陸 瑞浪市 穂並１－３６　　 飲食店 ZN-0002-0384

なつめ 瑞浪市 穂並３－７７ 飲食店 JS-0004-1548

izakaya BINBO 瑞浪店 瑞浪市 和合町１－６１ 飲食店 JS-0000-9165

サイクルショップ DADDY 瑞浪市 一色町５－１１　 ショッピング SL-2000-1016

ナルセ時計舗 瑞浪市 寺河戸町１１３８－６ ショッピング JS-0001-8588

フジスポーツ 瑞浪駅前店 瑞浪市 寺河戸町１１４１－１３　 ショッピング SL-2000-7605

森田屋 瑞浪市 寺河戸町１１４６－２１ ショッピング JS-0004-7845

アイマートコンタクト 瑞浪市 北小田町２－１７７ ショッピング JS-0001-3362

愛知自動車 瑞浪市 稲津町萩原１３６１－１ サービス JS-0005-9310

ミヤケ写真館 瑞浪市 寺河戸町１１３７－１１ サービス JS-0001-7316

ミヤケ写真館 瑞浪市 寺河戸町１１３７－１１ サービス JS-0005-4703

バードセンターやまもと 瑞浪市 寺河戸町１１９３－４８　高木ビル１Ｆ サービス SL-2000-4190

美容室 フォーラム 104 瑞浪市 穂並３－８８　Ｍテナント１Ｆ サービス SL-2001-1436

有限会社ケイズオートサービス 瑞浪市 薬師町３－２４ サービス JS-0003-9910

焼肉 ひーさん家 瑞浪店 瑞浪市 薬師町２－７８　 その他 SL-2001-1157

美濃焼和食割烹 二代目 浪花 多治見市 栄町１－４６　 飲食店 SL-2000-7359

鉄板焼金三 多治見店 多治見市 音羽町４－１４－１　オリエンタルタワーズ１０４ 飲食店 JS-0005-3384

山海野村大舶本店 多治見市 音羽町４－１４－１　オリエンタルタワーズイースト１０１ 飲食店 JS-0002-2625

HighDraw 多治見市 音羽町４－１４－１　オリエンタルタワーズイースト３Ｆ 飲食店 JS-0002-2093

寿司和惣道 多治見市 音羽町４－２４－１ 飲食店 JS-0000-8324

呑気家 音羽店 多治見市 音羽町４－２４－１　日栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9643

季節居酒屋わだち和多幸 多治見市 音羽町５－４５ 飲食店 JS-0004-2364

洋食厨房てつ 多治見市 音羽町５－４５　音羽プラザ 飲食店 JS-0004-5618

ちぇご家 多治見市 音羽町５－４５　音羽プラザ１０１ 飲食店 JS-0004-1012

WASALAK 多治見市 音羽町５－４５　音羽プラザ１０５ 飲食店 JS-0004-7012

NIKUYASESHIRO 多治見市 金岡町１－８９　カサヒカリＶ 飲食店 JS-0002-6628

炭火焼肉華炎 多治見市 幸町２－６４ 飲食店 JS-0004-6470

ボンベイ パレス 多治見市 住吉町６－２３－１ 飲食店 JS-0004-6263

食べて呑んでみんなで ばんざい 多治見市 上野町３－２０ 飲食店 JS-0000-3965

イタメシ居酒屋ボンジョル豚 多治見市 太平町４－２０　コクブビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6138

新中華料理天福 多治見市 太平町４－５　メゾンパシフィックワタナベビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2503
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そうしそうあい酒場 多治見市 太平町６－１６４　アイン太平１Ｆ 飲食店 JS-0000-5848

chill 多治見市 太平町６－６７－１　OS ５ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9672

フジ山 多治見市 白山町１－６１－１ 飲食店 JS-0003-5764

四季旬肴かみや 多治見市 白山町３－１１２ 飲食店 JS-0005-2366

京町ロマンス 多治見市 白山町５－７　ヤマセキビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0208

りとりーと 多治見市 平和町６－２８　良和マンション１Ｆ 飲食店 SL-2000-5471

きん星 多治見市 宝町１２－２５－１ 飲食店 JS-0000-6281

元町ロマンス 多治見店 多治見市 宝町１－３２－２ 飲食店 JS-0002-2627

五臓六腑 多治見市 宝町５－９７ 飲食店 JS-0002-0818

藤圭 多治見市 宝町５－９７　レオパレス宝１０２ 飲食店 JS-0001-2656

KoryouriBar 空 多治見市 宝町５－９７　レオパレス宝１０６ 飲食店 JS-0002-9144

藁家 88 多治見店 多治見市 本町１－１８－２ 飲食店 JS-0004-5245

本町ロマンス 多治見市 本町２－２６－３　東文堂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0210

芋んちゅ 多治見店 多治見市 本町２－３５－３ 飲食店 JS-0004-5242

イタリアン酒場 Borco 多治見市 本町２－４３　佐藤ビル２Ａ 飲食店 JS-0002-6493

鶏源太 多治見市 本町２－４３－３ 飲食店 JS-0000-9528

うな岐 多治見市 本町２－４９－３ 飲食店 JS-0005-7464

美濃焼スクエア 多治見市 旭ヶ丘１０－６ ショッピング JS-0001-5293

du．visage 多治見市 音羽町４－１４－１　オリエンタルタワーズイースト３Ｆ ショッピング JS-0005-4500

ファッションプラザサカエ屋笠原店 多治見市 笠原町２４６９－２　マイン笠原ショッピングプラザ内　 ショッピング ZN-0002-4764

住吉窯 多治見市 市之倉町５－１７０　 ショッピング SL-2000-4622

トーホー家電ワーク市之倉 多治見市 市之倉町８－１８８ ショッピング JS-0004-0335

DULAC 多治見市 住吉町７－２９－１　 ショッピング SL-2000-1375

多治見市民病院売店 多治見市 前畑町３－４３ ショッピング JS-0005-3844

ゴルフ ピース 多治見市 太平町６－１１３ ショッピング JS-0000-6766

ゴトウ自動車ガラス多治見店 多治見市 池田町１－４１ ショッピング JS-0004-0904

ゴトウ自動車ガラス本社 多治見市 池田町２－４８ ショッピング JS-0004-0827

メディアキング多治見 多治見市 白山町３－９４－１ ショッピング JS-0000-7193

有限会社ミドリヤ 多治見市 白山町４－１－１　 ショッピング SL-2000-4563

人形の紀藤 多治見本店 多治見市 平和町１－５２ ショッピング JS-0002-7463

ルルド 多治見市 本町２－１－４ ショッピング JS-0000-6077

こども楽園 多治見市 本町４ー６０ ショッピング SL-2000-8952

たじみ創造館 多治見市 本町５－９－１－１１０　本町陶貨 ショッピング JS-0001-1886

ルアーショップ アンドウ 多治見市 本町６－２１　 ショッピング SL-2000-4132

美容室ローズマリー 多治見市 旭ヶ丘８－２９－１３９ サービス JS-0000-8838

美容室 フォーラム 多治見市 音羽町２－５　 サービス SL-2001-1437

鈴木鈑金 多治見市 笠原町１６０４－１ サービス JS-0002-8756

アトリエアルス 多治見市 笠原町２４５５－２６１ サービス JS-0001-9651

アビュート 多治見市 坂上町３－４３　 サービス SL-2000-0127

美容室モデルノ 多治見市 若松町３－４６　フェリスフェンテ１Ｄ サービス JS-0001-1912

Hair Design natur   ヘアデザイン ナチュール 多治見市 住吉町７－２９－６　ファインビル住吉Ⅱ　２０３ サービス SL-2000-5035

ルイールアイ 多治見市 小名田町　３－３４ サービス SL-2000-7610

キークラフト東海 多治見市 昭和町１－２ サービス JS-0002-9768

Sin 多治見市 太平町２－５－１　サンハイツ太平３ サービス JS-0001-2841
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東濃自動車工業 本社 多治見市 東町１－２１ サービス JS-0000-0782

EYELASH ＆ NAILCOCO 多治見 多治見市 白山町５－７　ヤマセキビル２Ｆ サービス JS-0001-7759

TOTAL BEAUTY LABO PRIMERA 多治見市 宝町５－９８　レオパレス宝パート２　２０７ サービス SL-2000-5329

ヘアー メイク エコー 多治見市 宝町６－５４－２ サービス JS-0000-4274

con affetto 多治見市 宝町７－３６　 サービス SL-2001-1438

AIR 多治見市 宝町７－５４ サービス JS-0005-4565

Roots TOYAMA 多治見市 豊岡町２－４６－１　 サービス SL-2001-1435

hair resort BARelax 多治見市 明和町４－５－２９４ サービス JS-0005-5920

すずらん調剤薬局 多治見市 明和町５－５７－７ サービス JS-0000-7683

すずらん調剤薬局 多治見市 明和町５－５７－７ サービス JS-0005-9466

Ritty 多治見市 明和町６－２－１ サービス JS-0005-2013

mon favori 多治見市 住吉町７ー２９－１　ファインビル住吉３　１Ｆ その他 SL-2000-4752

ステーキ・割烹一真 大垣市 羽衣町２－１１　栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5010

和菜台所がぶや 大垣市 禾森町５－７５　馬渕ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1916

レッチ・オアシス 大垣市 禾森町６－７２ 飲食店 JS-0004-6975

和ダイニング心音 大垣市 高屋町１－４８ 飲食店 JS-0001-6040

藁焼き炉端がぶや 大垣駅前店 大垣市 高屋町３－１ 飲食店 JS-0005-1918

鉄板焼たむら 大垣市 高屋町３－４０ 飲食店 JS-0000-9117

桜徠 大垣市 高砂町１－４　ORC ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0324

DiningBarWith 大垣市 高砂町１－４　ORC ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-1001

ピザ ガウヂノ 大垣市 上石津町一之瀬１６００－３ 飲食店 JS-0004-2773

居酒屋花子 大垣市 新田町２－９１－１ 飲食店 JS-0003-8454

ポンメール 大垣市 中ノ江２－６－１ 飲食店 JS-0005-8658

奏嵐 大垣市 中川町１－１８－５ 飲食店 JS-0001-6193

鮮花 大垣市 中川町３－８６－１　　 飲食店 ZN-0001-4265

肉匠 一鉄 大垣市 波須２－２４－３－２　 飲食店 SL-2000-9473

スナックはなびし 大垣市 墨俣町二ツ木２０６－１ 飲食店 SL-2000-1806

ぎふ初寿司墨俣分店 大垣市 墨俣町墨俣１０８６ 飲食店 JS-0000-5555

やきにく華 大垣市 万石３－６３－１　ジョイステージＡ　 飲食店 SL-2000-9195

珈琲屋らんぷ 大垣北店 大垣市 領家町１－８３ 飲食店 JS-0005-6163

ナマステグル大垣店 大垣市 和合本町２－１４３ 飲食店 JS-0003-3980

ROSE ＆ ANNY 大垣市 河間町１－６５　２Ｆ ショッピング JS-0000-9799

ウインド原田 大垣市 今町１－１２ ショッピング JS-0005-0887

AQUA INTERIOR VIEW 大垣市 上面４－５ ショッピング JS-0003-2733

藤田屋本店 大垣市 新田町３－８ ショッピング JS-0005-8118

吉加江自動車 大垣市 静里町７８５　 ショッピング JS-0002-8760

FUNKYBUDDY 大垣市 長松町１２５０－１　 ショッピング SL-2000-9930

TECS フクタ 大垣市 長松町７１２ ショッピング JS-0005-3594

上田クリーニング店 大垣市 伝馬町６２　　 ショッピング PK-0000-8025

アゲイン 大垣市 東町１－１８６　 ショッピング SL-2000-9294

石場自動車 大垣市 本今４－６９ ショッピング JS-0002-8701

株式会社田中モータース商会 大垣市 緑園２５　 ショッピング ZN-0002-6580

ロスガトス 大垣市 林町４－６４－１中央タワーズ１Ｆ ショッピング JS-0005-4093

Walnuts 岐阜店 大垣市 林町６－８２－２　Pure １Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5253
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Ize 大垣市 旭町２－２ サービス SL-2000-1311

スマフォドクター岐阜 大垣市 郭町１－５５ サービス JS-0003-2462

あづ ペットクリニック 大垣市 郭町東２－２７ サービス JS-0000-3214

ボスクリエイション 大垣市 楽田町２－１－１　　 サービス ZN-2000-5631

HiFIVE hair ＆ face 大垣市 久瀬川町４－３２　 サービス SL-2000-1563

ボスレフィル 大垣市 宮町１－１　ライオンズ大垣駅前ローレルタワー１Ｆ　 サービス ZN-2000-5621

BEYOND LINK BEAUTY R 大垣市 今宿３－４７　　 サービス ZN-0003-0095

GRANDDESIGN 大垣店 大垣市 三塚町１０９１－２　兵頭ビル１Ｆ サービス JS-0004-0431

ボスコレクション 大垣市 寺内町２－３５－１　　 サービス ZN-2000-5622

ファミリー写真館スマイル 大垣市 静里町１１７０－１ サービス JS-0000-8800

（株）マックスジャパンインターナショナル 大垣市 静里町９４１－１ サービス JS-0003-2771

美容室 ドリームスタイル 大垣店 大垣市 中川町４－２９　和田コーポ１０３ サービス JS-0003-5887

クリーニング CUTE 大垣市 東前２－４４－２ サービス JS-0005-8990

COCO 大垣店 大垣市 俵町１４６　アイリス壱番館１Ｆ サービス JS-0003-4840

MEN’SGroomingSalonBA 大垣市 北方町１－１５００　　 サービス ZN-0003-0822

BREK TROIS 大垣市 本今３－１１３－１　安田ビル１Ｆ サービス JS-0003-5524

おおはし薬局 サポート旭町店 大垣市 旭町８－１１　 その他 SL-2000-5258

NIPPON PET 大垣店 大垣市 郭町３－８ その他 JS-0000-8823

フィッツミーイオンタウン大垣店 大垣市 三塚町丹瀬４６３－１　イオンタウン大垣ＥＡＳＴ－２Ｆ その他 JS-0003-9633

お食事処けやき 大野郡 白川村荻町３０５－１ 飲食店 JS-0005-7943

お食事処いろり 大野郡 白川村荻町３７４－１ 飲食店 JS-0005-7848

土産品店いろり 大野郡 白川村荻町３７４－１ 飲食店 JS-0005-7942

佐藤民芸品店 大野郡 白川村荻町１９５ ショッピング JS-0000-7485

旬味三喜屋 中津川市 栄町５－５　　 飲食店 ZN-2000-4056

中津川串揚げくしえもん 中津川市 新町８－１１ 飲食店 JS-0002-7810

海鮮酒場 闇市 中津川市 太田町２－１－１０ 飲食店 JS-0003-3059

酒菜みなみ 中津川市 太田町２－３－６ 飲食店 JS-0001-9169

とりやす 中津川市 太田町２－５－３１ 飲食店 JS-0002-2557

BarVIVA 中津川市 太田町３－４－１５　　 飲食店 ZN-2000-4322

KISAKU 中津川市 桃山町６２－１９ 飲食店 SL-2000-2642

萩乃屋 中津川市 馬籠４５７２ 飲食店 JS-0001-6337

早川自動車株式会社 中津川市 かやの木町４－３２　 ショッピング JS-0003-6070

老久中津川店 中津川市 茄子川１１２－５９７ ショッピング JS-0000-5896

さわらび 中津川市 駒場１１３５－８　ロイヤルハイム１Ｆ ショッピング JS-0000-5082

木の店 大蔵 中津川市 駒場１６６６－３３００　 ショッピング SL-2000-2778

HM ＆ Viento 中津川市 坂下２５１４－１　 ショッピング SL-2000-7444

道の駅きりら坂下 売店 中津川市 坂下４５０－２ ショッピング JS-0005-1277

道の駅きりら坂下 レストラン 中津川市 坂下４５０－２ ショッピング JS-0005-1278

道の駅きりら坂下 体験 中津川市 坂下４５０－２ ショッピング JS-0005-1279

JA ひがしおの 中津川グリーンセンター 中津川市 手賀野３４０－１　 ショッピング SL-2000-5914

御菓子処 信玄堂 バイパス店 中津川市 手賀野西沼２７１－３　 ショッピング SL-2000-6228

時計・宝石・メガネのヨシムラ 中津川市 太田町３－５－３３ ショッピング SL-2000-7881

［HC］有限会社タケイ電器 中津川市 中津川２９７５－１ ショッピング JS-0001-8506

七福 中津川市 中津川３０２２－１８ ショッピング JS-0005-8270
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ローリーポップ 中津川市 中津川３１３３－１ ショッピング JS-0004-7421

新清水屋 中津川市 馬籠４２６８ ショッピング JS-0005-8897

暮しの衣料マツオカ 苗木店 中津川市 苗木４８９７－２ ショッピング JS-0002-7009

有限会社 清水屋石油店 中津川市 付知町４８７２－２　 ショッピング SL-2001-0552

フードショップヤマニシ 中津川市 付知町６９５１－２０　　 ショッピング PK-0000-8901

有限会社鷲見モーター 中津川市 福岡９４３－３８ ショッピング JS-0001-2433

［HC］株式会社ナカデン 中津川市 本町３－１－５ ショッピング JS-0001-9362

早川自動車株式会社 中津川市 かやの木町４－３２ サービス JS-0005-9235

ちこり村 中津川市 千旦林１－１５　 その他 SL-2000-7967

京 土岐市 下石町１６４９－１ 飲食店 JS-0005-3354

大廣園 土岐市 泉仲森町１－８－２ 飲食店 SL-2001-0614

窯元 知山窯 土岐市 下石町１４７６－３ ショッピング SL-2001-1035

zoo 土岐市 妻木平成町１－３４　 ショッピング SL-2000-5336

HOT SHOP JAPAN 土岐市 泉町久尻１４９０－４３ ショッピング JS-0003-3349

沢田酒店 土岐市 泉町大富１５２８－７　 ショッピング SL-2000-6088

大黒屋仏壇店 東濃店 土岐市 泉島田町３－４８ ショッピング JS-0000-0896

喜楽庵 土岐市 泉北山町２－２　オソベビルズ内 ショッピング SL-2000-7176

合同会社 SHIMIZUYA 土岐市 駄知町１８７９－２ ショッピング JS-0005-3084

トミーヒルフィガー土岐アウトレット 土岐市 土岐ヶ丘１－２　土岐プレミアムアウトレット ショッピング JS-0002-2606

アオキーズ・ピザ土岐店 土岐市 土岐津町高山８５－１　クレールメゾン川南１Ｆ ショッピング JS-0002-9476

さくら接骨院 土岐市 泉岩畑町１－２４ サービス JS-0002-4823

liberta hair design 土岐市 泉寺田町１－２７－１　 サービス SL-2000-4069

美容室 トオヤマ 土岐店 土岐市 泉町久尻５７９　土岐パセオ２Ｆ サービス SL-2001-1434

Ayame 土岐市 肥田浅野朝日町３－４１ サービス JS-0005-8369

手織り 由布衣工房 飛騨市 古川町壱之町５－１２ ショッピング JS-0005-7590

有限会社まるじん 飛騨市 古川町幸栄町１０－１０ ショッピング JS-0005-9554

パティスリーマツキ 飛騨市 古川町南成町３－９ ショッピング JS-0000-9685

なごみ薬局 飛騨市 神岡町東町５１２－１ その他 SL-2000-4925

レストランかわむら 美濃加茂市 下米田町西脇４０１－１ 飲食店 JS-0001-7114

焼肉みどりや 美濃加茂市 森山町１－８－３０　 飲食店 SL-2000-9508

活うなぎ 美濃川 美濃加茂市 西町７－２７２ 飲食店 JS-0005-0993

まどか家 美濃加茂市 太田町１７６５の１ 飲食店 JS-0002-8606

美食酒房まるご商店 美濃加茂市 太田町２７２７－２　佐光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4212

和食辰 美濃加茂市 牧野２０９７－１ 飲食店 JS-0005-5026

ROTTABRASILgarage 美濃加茂市 西町１－１０８ ショッピング JS-0001-6790

GALLERIA AKKA 美濃加茂市 太田町２１７０　 ショッピング SL-2000-2506

株式会社みのかも金蝶堂 美濃加茂市 太田町２６０１－１ ショッピング SL-2000-4915

BOI BOM GIFUMINOKAMO 美濃加茂市 太田町７２　１Ｆ ショッピング JS-0000-8886

雑貨ショップ由・遊 美濃加茂市 中部台２－７－５ ショッピング JS-0005-5541

暮しの衣料マツオカ 美濃加茂店 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋４６８４ ショッピング JS-0002-6805

暮らしの衣料マツオカ 本部 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋４６８４　２Ｆ ショッピング JS-0002-6766

tuckshop ヤマザキマザック 美濃加茂市 蜂屋町矢田１－２　ヤマザキマザック美濃加茂第二製作所内 ショッピング JS-0005-9339

Salon Evolution 美濃加茂市 古井町下古井６７ サービス JS-0004-0036

l’ecrin 美濃加茂市 山手町２－７３－２　　 サービス ZN-2000-4938
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ChristianCABELEIREIR 美濃加茂市 川合町４－９－１　AkiBrazil ２Ｆ サービス JS-0002-8533

iphone 修理 119 美濃加茂 美濃加茂市 大手町２－１５７　太田駅山之内ビル１０１ サービス JS-0002-8078

Lache 美濃加茂市 田島町３－４－３　　 サービス ZN-0003-0802

ヘアーメイク パーソナル 美濃加茂市 蜂屋町下蜂屋２１３２－１　 サービス SL-2000-3166

ダズルガレージ 美濃加茂市 蜂屋町中蜂屋３４２７－１　　 サービス PK-0000-7889

SALONROUGE 美濃加茂市 本郷町６－１３－１３ サービス JS-0002-2200

食道園 美濃市 上条１３４３－４　 飲食店 SL-2000-6683

サンライズ家電辻村 美濃市 永重町１９４６ ショッピング JS-0005-1878

家電サポートまつおか 美濃市 小倉１７－１ ショッピング JS-0005-4637

HAPPA STAND 美濃市 常盤町２３００　 ショッピング SL-2000-7892

暮らしの衣料マツオカ 美濃店 美濃市 千畝町２７７６　イオンタウン美濃店 ショッピング JS-0002-6833

Maismino 美濃市 相生町２２４９ ショッピング JS-0002-3080

長良川リバーダイビングリゾート チームエアー 美濃市 港町１５５９－１ その他 SL-2000-9154

navii 不破郡 垂井町２００７－１　 ショッピング SL-2000-9392

KOUKI 不破郡 垂井町綾戸５０１－１ ショッピング JS-0002-0293

ぷぴいら 不破郡 垂井町東神田３－３３　　 ショッピング PK-0000-8895

円満個室ダイニングまるえん 本巣郡 北方町高屋伊勢田２－７９　 飲食店 SL-2000-8385

居酒屋前－ ZEN － 本巣郡 北方町高屋太子２－１－１ 飲食店 JS-0002-8513

とりとり亭岐阜北方店 本巣郡 北方町平成６－７　　 飲食店 ZN-0002-0446

暮らしの衣料マツオカ 高屋店 本巣郡 北方町高屋太子２－２７　カネスエ北方店敷地内 ショッピング JS-0002-8792

RESERVATION 本巣郡 北方町春来町２－５　　 ショッピング ZN-2000-2417

キタガタタイヤ 本巣郡 北方町北方１１２－１ ショッピング JS-0000-6264

ワールドワイド 本巣郡 北方町芝原中町６－２０－１ サービス JS-0001-2314

aquaripple 本巣郡 北方町柱本南３－１　ロイヤル木野村Ａ　 サービス ZN-0003-0785

in to the forest 本巣郡 北方町平成３－５ サービス JS-0003-2853

築地 本巣市 政田１５４７ 飲食店 JS-0002-0491

ホワイトニングブリリアントエグゼ 本巣市 小柿１１３８－２　２Ｆ ショッピング JS-0005-3612

Juden 本巣市 神海１２３４－１ ショッピング JS-0004-0933

スマホ修理リペアフォン 本巣市 三橋２－３１　エステート村木中店舗 サービス JS-0002-4109

FROG STAR 本巣市 小柿８５－１ サービス JS-0004-1786

CONDUCE 本巣市 上真桑２２４０－１９２　 サービス SL-2000-0957

Salon de Reposer 本巣市 上真桑２２５８ー３７９　 サービス SL-2000-6000

OneWayMOTORING． 本巣市 政田１０３８－１ サービス JS-0002-2259

ヘアーステージドラマティック 本巣市 政田上市場１４０４　ウェルネスモース１Ｆ　 サービス ZN-0003-0779

Gift 本巣市 曽井中島１４１４－８ サービス JS-0003-9873

冨久屋 揖斐郡 大野町下磯５２１ ショッピング JS-0005-6778

柏鳥堂　本店 揖斐郡 大野町黒野５６８－２　　 ショッピング PK-0000-8938

柏鳥堂　中之元国道店 揖斐郡 大野町中之元８９１　　 ショッピング PK-0000-8939

BePoP 揖斐郡 池田町青柳１３３ ショッピング JS-0000-3699

きもの今利屋 揖斐郡 池田町池野４７４－５　 ショッピング SL-2001-1045

brush up hair 揖斐郡 池田町池野４０８ サービス JS-0003-7660

846（エイトハンドレットフォーティーシックス） 揖斐郡 池田町本郷　４４２－３３ サービス SL-2000-1696

みつばちの郷 養老郡 養老町橋爪１５５３－９ ショッピング JS-0001-1040


