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69 アイコーメガネ　勝川店 486-0945 勝川町6-141 32-5871 する ○ アクセサリー・眼鏡

68 アイコーメガネ　鳥居松店 486-0844 鳥居松町6-35-2 85-1766 する ○ アクセサリー・眼鏡

59 アヴリル 486-0581 篠木町8-1-5 87-7777 する ○ 理容・美容

120 AOKI　春日井勝川店 486-0914 若草通5-163 82-6188 有 する ○ 衣服・靴

1 ㈾青山建材店 486-0851 篠木町1-43 81-3116 有 する ○ 建築・工事

117 ㈲浅野塗装 480-0304 神屋町2298-687 0120-41-1684 しない 建築・工事

311 ㈱吾妻自動車 486-0923 下条町3-16-4 81-4043 する ○ 自転車・自動車

178 アスリートネオニシオスポーツ 486-0837 春見町52-6 81-8786 有 する ○ 衣服・靴

52 一般社団法人 あそしある 487-0033 岩成台8−4−5 92-2363 有 する ○ ○ その他

292 ㈱油源　春日井店 486-0817 東野町3-3-4 84-2111 有 する ○ 石油・ガス

328 あみやき亭　春日井本店 486-0844 鳥居松町2-1 85-5680 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

399 Ary nail studio 486-0818 東野町西3-10-7 2F 37-4305 有 する ○ ○ 理容・美容

142 アロマサロンまつもとや 487-0005 押沢台1-2-7 29-4300 有 する ○ 理容・美容

132 イオン春日井トラベルプラザ 486-0927 柏井町4-17イオン春日井3階 85-0136 有 する ○ 旅行・ホテル

155 池田建築㈱ 486-0801 上田楽町2854-8 81-1478 有 する ○ 建築・工事

182 居酒屋ぐんぱち 486-0927 柏井町3-77 29-9483 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

202 居酒屋ザックイ 487-0023 不二ガ丘1-57-2 52-3368 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

203 居酒屋ザックイ高蔵寺駅前店 487-0016 高蔵寺町北3-12-4青山駅前ビル1階 52-3369 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

290 居酒屋 ふるさと 486-0845 瑞穂通4-50 080-3632-9328 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

119 石黒畳店 486-0836 八事町2-158-4 81-4644 有 する ○ ○ 金物・畳

160 泉屋 486-0833 上条町1-189 81-2809 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

106 イタリアンカフェダン 487-0011 中央台1-2-2 サンマルシェ内B1 92-2168 する ○ 洋食

370 市原商店 486-0844 鳥居松町7-115 81-2633 する ○ ○ 書籍・文具・玩具

218 一級建築士事務所　木ぐみ舎 487-0025 出川町2-10-19 70-2146 有 する ○ 建築・工事

19 イトウふとん店 486-0931 松新町2-102 31-3256 有 する ○ 家電・寝具・インテリア

404 ㈲イトーデンキ 487-0023 不二が丘1-26-2 51-2180 する ○ 家電・寝具・インテリア

237 糸美屋呉服店 486-0929 旭町1-27 31-7666 有 しない 衣服・靴

174 犬の美容室　犬日和 486-0912 高山町2-19-12 70-0120 有 しない 理容・美容

258 ㈲いわま楽器 486-0844 鳥居松町7-48 81-7579 する ○ 楽器

2 インテリアモリソン 486-0944 大和通り1-88 34-5520 有 する ○ 家電・寝具・インテリア

12 インド・ネパール料理　マヤ　朝宮店 486-0846 朝宮町3-19-9 31-3100 有 しない 洋食

13 インド・ネパール料理　マヤ　勝川店 486-0945 勝川町8-2858-1 32-0313 有 しない 洋食

362 インド料理　チャンダニ 486-0913 柏原町3-260 56-3215 する ○ 洋食

224 ㈱ウエダ 486-0844 鳥居松町1-38 81-6201 する ○ 自転車・自動車

165 ウェディングプロデュースCoiki-ya- 486-0844 鳥居松町2-259 44-0803 有 する ○ ○ その他

235 魚虎 487-0013 高蔵寺町3-4-7 51-0202 する ○ 和食

67 歌工房 486-0914 若草通5-15 090-7695-8131 する ○ その他

275 うなぎ・ふぐ・懐石　日比野 486-0914 若草通5-90 29-4741 有 する ○ 和食

343 うなぎの太助 486-0905 稲口町2-16-7 34-6376 有 する ○ 和食

196 うまか道場 486-0958 西本町1-10-5 37-0368 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

236 旨し質よしにくよし 486-0805 岩野町4180 29-7027 有 する ○ ○ 精肉・鮮魚等食品

323 AERO TOBU オフィシャルオンラインショップ 486-0957 中野町2-2-3 32-1725 する ○ 自転車・自動車

356 AYL hair asamiya (エイルヘアーアサミヤ) 486-0912 高山町2-31-4 34-2877 する ○ 理容・美容

289 ㈲エクステリヤ不二 487-0027 松本町1-1-9 51-6251 する ○ 建築・工事

229 エステティックサロン sala 486-0844 鳥居松町2-87 090-4081-7785 しない 理容・美容

312 エステティックTiARYサンマルシェ高蔵寺店 487-0011 中央台1-2-2 92-5505 有 する ○ ○ 理容・美容

153 エディオン前並店 486-0903 前並町1-9-4 37-3520 有 する ○ 家電・寝具・インテリア

208 エネオス前並SS 486-0903 前並町字前並25-3 31-9731 しない 石油・ガス

124 f café 487-0844 鳥居松町5-44　文化フォ-ラム春日井1階 37-2933 有 する ○ ○ 喫茶

161 ㈲エムブイビイ 487-0033 岩成台8-3-6 090-4155-8123 有 する ○ ○ その他

152 ÉLEVER 486-0914 若草通5-15 090-7695-8132 する ○ 薬・化粧品

408 エルヴェラヴィ 486-0817 東野町4-12-6 81-3031 する ○ ○ 和菓子・洋菓子

267 おうちキッチン オリーブ 486-0833 上条町2-39-5 82-0090 しない 焼鳥・焼肉・居酒屋

248 OKBケア明星　春日井 487-0011 中央台2-1番14 OKBプランタン高蔵寺 94-7011 する ○ 衣服・靴

344 大原建設㈱ 486-0912 高山町2-1-16 31-2504 有 する ○ 建築・工事

255 御菓子司　白川園 486-0941 勝川新町2-130 33-0428 する ○ 和菓子・洋菓子

223 御菓子司　美乃雀 487-0026 不二町2-1-1 51-7957 有 する ○ 和菓子・洋菓子

234 御菓子処美濃屋　駅前店 486-0945 勝川町7-35 31-9933 有 する ○ 和菓子・洋菓子

233 御菓子処美濃屋　本店 486-0944 大和通2-3 31-2205 有 する ○ 和菓子・洋菓子

382 オギハラスポーツ 486-0844 鳥居松町2-241 81-6264 する ○ ○ スポーツ・フィットネス

315 OGIHARA bar ber's style 486-0833 上条町1-106 81-6354 する ○ 理容・美容

317 おしゃれ洗科　石尾台店 487-0006 石尾台1-2-5　ナフコ石尾台内 92-5515 有 しない クリーニング
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https://www.aoki-style.com
http://aoyama-kenzai.com/
http://nishio-sports.co.jp
https://sites.google.com/view/asocialkasugai/
http://www.abugen.co.jp
https://www.amiyakitei.co.jp
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000493969/?cstt=1
http://aroma-matsumotoya.com/
https://earth-travel.jimdofree.com/
https://www.ikeda-kenchiku.co.jp
https://izakayagunpatikasugai.owst.jp/
https://tatami-ya.com
https://kigumiya.house/
https://www.ito-futon.com/
http://itomiya.net/
http://inubiyori.html.xdomain.jp/
http://interior-morison.com/
http://www.maya-nepal.com/
http://www.maya-nepal.com/
https://coikiya.com/
https://kisetsuryourihibino.com/
http://www.unaginotasuke.com/sp/
https://nikuyoshi.shop/
http://www.tiary-beauty.com/
http://aotec.biz
http//:expanet.jp
http://www.mvb.jp/
http://www.ohara-k.co.jp/index.html
https://minosuzume.sakura.ne.jp/
https://minoya-momorang.com/
https://minoya-momorang.com
https://www.osyaresenka.jp/
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256 御食事処　魚定 486-0929 旭町3-15-1 31-3237 する ○ 和食

318 お食事処　鶏将 487-0035 藤山台8-5-9 92-1178 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

114 お食事処　はるみちゃん 486-0913 柏原町5-392 090-7613-0360 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

79 お茶の磯田園　高蔵寺店 487-0011 中央台2-5 アピタ高蔵寺店1F 92-2158 する ○ 酒・米・パン

271 おっ魚っ魚　朝宮店 486-0912 高山町3-17-9 グリ-ンヒルズ朝宮1F 33-7719 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

163 お箸フレンチ ボンティグレ 486-0844 鳥居松町2-259 44-0800 する ○ ○ 洋食

70 ㈱ORANGE Pit 487-0034 白山町5-31-8 93-6237 する ○ 自転車・自動車

325 海鮮処兄弟 486-0817 東野町9-2-22 安藤コ-ポ101.102号 85-3933 する ○ 和食

326 海鮮処兄弟一丁目店 486-0817 東野町1-1-33 55-2166 する ○ 和食

44 外壁塗装の㈱麻布 486-0852 下市場町4-17-3 87-7211 有 する ○ ○ 建築・工事

279 ㈲カガミ自動車 487-0015 気噴町北2-52 51-2251 有 する ○ 自転車・自動車

20 学生服のイトウ 487-0011 中央台1-2-2　サンマルシェ南館2F 91-6444 しない 衣服・靴

269 ㈾かじ兼金物店 486-0844 鳥居松町8-43 81-2417 する ○ 金物・畳

405 ㈱かじ由 486-0916 八光町2-16 32-0683 する ○ 金物・畳

53 春日井印刷㈱ 486-0857 浅山町1-3-50 81-3183 有 する ○ 写真・印刷・印章

37 春日井インターフットサル場 486-0815 十三塚3030-623 56-7485 有 する ○ スポーツ・フィットネス

47 春日井環境アレルギー対策センター 486-0812 大泉寺町121-2 090-4260-5095 有 する ○ その他

102 カスガイ建鉄 486-0851 篠木町7-21-15 81-8926 有 する ○ 建築・工事

272 ㈲春日井サイクル 486-0817 東野町4-11-7 85-0808 する ○ 自転車・自動車

314 春日井さぼてんラボ＆ショップこだわり商店 486-0929 旭町1-12 コ-ポノザキ№3 29-7830 有 する ○ その他

122 春日井市役所展望レストラン 486-0844 鳥居松町5-44　春日井市役所12F 85-6574 しない 洋食

249 春日井タクシー 486-0836 八事町2-166 81-3105 する ○ タクシー

305 春日井燃料㈱ホームライフ事業部 487-0013 高蔵寺町4-6-4 51-0179 有 する ○ その他

176 家族介護者支援センター てとりんハウス 486-0851 篠木町2-1281-1　レガ-ロシノギ1B 41-8844 有 する ○ 喫茶

131 勝川カフェmon 486-0945 勝川町7-24 ネクシティ-パセオ101 31-2232 有 する ○ 喫茶

400 カチガワランドリー　中切店 486-0925 中切町1-1-1 82-6748 有 する ○ クリーニング

380 活魚料理　たちばな 487-0016 高蔵寺町北3-1-12 52-5478 する ○ 和食

339 かっこ屋 487-0027 松本町1-3-13 51-7227 有 する ○ 家電・寝具・インテリア

307 KATSU-ZEN 486-0947 知多町2-97 33-4391 する ○ 洋食

273 カネミツ食品工場直売所 486-0842 六軒屋町1-165 81-8982 有 する ○ ○ その他

134 カフェ·ド·ラ·フルイド 486-0929 旭町1-38 33-9955 有 する ○ 和食

164 Café＆Bar DOUCE 486-0958 西本町1-9-11 ブランシュピア味美1c 37-4667 有 する ○ ○ 洋食

25 cafe&lunch ぽけっと 480-0306 上野町243-6 37-0500 有 する ○ 喫茶

365 カフェ　ファンシー・エル 486-0931 松新町2-4 33-3881 する ○ 喫茶

197 カフェベーカリー名岐屋 486-0849 八田町2-28-12 81-5464 する ○ 喫茶

157 カフェレストラン　ソレイユ 486-0931 松新町1-5 36-2410 有 する ○ 洋食

308 ㈲亀寿司 486-0802 桃山町4966 82-3594 する ○ 和食

385 カラダファクトリー　清水屋春日井店 486-0845 瑞穂通5－33　清水屋春日井店3階 85-8730 する ○ その他

167 カルチャーコミュニティまほら 486-0931 松新町3-81 31-8200 有 する ○ ○ その他

198 ガレージ・シン 486-0852 下市場町1-7-16 090-4164-5985 しない 自転車・自動車

156 カレーハウスCoCo壱番屋春日井鳥居松店 486-0844 鳥居松町2-243 ドエル・マルモ101 1F 89-3377 する ○ 洋食

71 川とく 487-0033 岩成台9-2-5 92-0055 する ○ 和食

57 川辺商店 486-0943 角崎町21 31-2223 する ○ 酒・米・パン

334 感動の肉と米　春日井店 486-0918 如意申町6-17-10 34-4129 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

51 元得 486-0833 上条町1-79 85-2929 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

171 カントリーキッチン 486-0945 勝川町8-8-1　大東山ビル1F 33-3345 有 する ○ 洋食

262 キクチメガネ春日井店 486-0844 鳥居松町4-124 81-9004 しない アクセサリー・眼鏡

62 キクチメガネ高蔵寺店 487-0011 中央台1-2-2　サンマルシェ南館2F 92-2189 しない アクセサリー・眼鏡

403 木崎フォート 486-0854 林島町112-1 84-6661 有 する ○ 写真・印刷・印章

18 木曽駒　高蔵寺店 487-0011 中央台1-2　サンマルシェ南館B1 92-9855 する ○ 和食

266 キッチン　イチマツ 487-0015 高蔵寺町3-2-11　PRIMA高蔵寺1F 52-5305 する ○ ○ 洋食

108 キッチンしらしま 486-0839 六軒屋町西1-5-2 82-8614 有 する ○ 和食

111 きものサロンやまき 487-0034 白山町5-24-10 51-5298 有 する ○ ○ 衣服・靴

125 きもの山喜 486-0955 二子町1-3-3 31-7772 有 する ○ 衣服・靴

95 キャプバイキャプラスネイル 486-0931 松新町6-3-6 グランパノ-ブⅡ 1F 31-2330 有 する ○ 理容・美容

94 キャプラスネイルベリエ 486-0829 堀ノ内町2-16-16 82-1022 有 する ○ 理容・美容

93 キャプラスネイルマイン 486-0931 松新町1-3 ルネッサンスシティ勝川一番街2F 33-9500 有 する ○ 理容・美容

252 ㈱協和コーポレーション 486-0944 大和通2-41-1 34-0077 有 する ○ ○ 建築・工事

270 キラクヤ 486-0844 鳥居松町6-13 81-2955 する ○ 書籍・文具・玩具

72 キッチン＆居酒屋　金ざん 486-0821 神領町2-10-3 1F 37-3358 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

303 近鉄東美タクシー㈱ 487-0034 白山町5-16-11 51-3550 する ○ タクシー

168 gooop 486-0844 鳥居松町3-61 29-8190 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋
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http://www.azabu-co.com
http://kagamijidousha.co.jp
http://www.kasugaiinsatu.com/
http://www.kifcfervor.net
https://www.kasugaikankyou.com
https://www.kasugai-k.co.jp
https://www.kasugai-saboten.jp/
https://kasugai-nr.co.jp/
https://tetorin.jimdo.com/
https://www.instagram.com/kachigawacafe_mon
http://www.kachigawa.com/
http://www.kakkoya.com/index.html
http://kanemitsu-shokuhin.com/
https://cafedelafuruido.jimdofree.com/
http://www.cafe-douce.com/
http://c-pocket.sakuraweb.com/hp/
https://www.theplaza.co.jp
https://www.mahora-cultuer.com
http://country-kitchen.pro.tok2.com/
https://www.kizaki-photo.jp/
https://www.facebook.com/k.shirashima
https://yamaki5298.net/
https://529yamaki.com/
https://www.branche-grp.co.jp/
https://www.branche-grp.co.jp/
https://www.branche-grp.co.jp/
https://www.kyowa.net/
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186 串ダイニング　元気屋 486-0913 柏原町2-195 81-3115 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

28 串旦那 487-0013 高蔵寺町4-16-3 51-1648 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

335 ケイディエス㈱ 486-0901 牛山町2081-67 37-0612 しない 建築・工事

35 KNS㈱ 486-0958 西本町3-235 29-6373 有 する ○ ○ 写真・印刷・印章

16 KLクリーニング 486-0855 関田町2-156 56-1651 する ○ クリーニング

60 化粧品エール 486-0929 旭町1-12 33-3451 する ○ 薬・化粧品

3 化粧品のマルサ　勝川駅前店 486-0927 柏井町1-58 31-2313 する ○ 薬・化粧品

75 化粧品のマルサ　サンマルシェ店 487-0011 中央台2-5 92-2177 する ○ 薬・化粧品

33 厳選品ワイン輸入元直営店　エルタンキント 487-0034 白山町5-9-25 51-9428 有 する ○ ○ 酒・米・パン

295 コア美容室 486-0817 東野町10-14-4　コアビル1F 84-5056 する ○ 理容・美容

212 ㈱幸栄電気 487-0025 出川町6-5-6 29-9610 する ○ ○ 建築・工事

130 神戸珈琲倶楽部　高蔵寺店 487-0011 中央台1-1-2 92-1414 しない 喫茶

180 交芳建設㈱ 486-0903 前並町1-4-18 33-1625 有 する ○ 建築・工事

333 国産牛ハンバーグ＆ステーキレストランあみやき亭　春日井店 486-0927 柏井町4-4番 86-3729 有 しない 洋食

386 極上素材四季の味　水徳 486-0916 八光町1-18-1 31-2043 有 する ○ ○ 和食

216 舎小林商店 487-0013 高蔵寺町4-17-1 51-0032 する ○ その他

214 ごはんカフェKAWA 486-0918 如意申町8-1-6 34-0575 する ○ ○ 喫茶

29 こぶし 487-0013 高蔵寺町1-17 37-3733 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

406 KORICO hair studio 486-0816 東野新町2丁目17－7 29-4326 有 する ○ 理容・美容

291 ザ・めしや 春日井店 486-0845 瑞穂通7-3-1 56-3561 する ○ 和食

191 circle 486-0929 旭町1-45-2F 44-2966 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

113 サイクルセンターフクイ 486-0929 旭町1-11 33-7775 する ○ 自転車・自動車

353 サイクルベースあさひ春日井北店 486-0817 東野町6-19-3 86-9787 しない 自転車・自動車

285 サイクルベース　あさひ春日井店 486-0845 瑞穂通5-61 86-2077 しない 自転車・自動車

219 坂井ホーム㈱ 486-0849 八田町6-18-13 81-4864 する ○ 建築・工事

116 ㈱サカエ楽器 486-0914 若草通1-26-1 31-0660 する ○ 楽器

89 SAKURA大手店 486-0807 大手町907-1 33-1700 有 する ○ 理容・美容

320 ㈱さくらギフト 486-0817 東野町1-12-14 83-5544 する ○ 生花・ギフト・記念品

238 酒のうかい 486-0817 東野町1-1-30 84-0308 する ○ 酒・米・パン

242 ㈱佐高畳店 486-0927 柏井町2-50 31-3230 する ○ その他

183 茶楽家 われもこう 486-0844 鳥居松町3-42-1 81-4824 する ○ 喫茶

192 サロン池田 487-0013 高蔵寺町2-65 52-1522 する ○ その他

375 サロン・ド・ユニーク 486-0825 中央通1-83 ハ-トインビル3B 080-2655-0010 する ○ 喫茶

127 さろんわさ美 486-0838 弥生町2-166 Rneat2 1F 29-9399 有 する ○ ○ 理容・美容

84 ㈱参建 486-0928 妙慶町3-10 090-7047-2827 有 する ○ 建築・工事

123 g café Fujito 487-0035 藤山台1-1グルッポふじとう1F 37-2933 有 する ○ ○ 喫茶

154 ㈱CKサイクル 486-0958 西本町1-5-16 29-5126 する ○ 自転車・自動車

346 地酒とワインの店　マルマタ 486-0836 八事町2-62 81-2519 有 する ○ 酒・米・パン

261 ㈱四川 486-0817 東野町4-11-1 84-8359 する ○ 中華・ラーメン

359 司法書士冨田事務所 486-0846 朝宮町2-13-22 33-5402 しない その他

263 シャディサンコー 486-0927 柏井町4-3-5 0120-84-8666 有 する ○ ○ 生花・ギフト・記念品

280 ㈱十字の漢方 486-0943 角崎町95-1 31-2025 有 する ○ 薬・化粧品

136 熟成焼肉　なにわホルモン 486-0836 八事町2-87-1 84-3030 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

81 酒房　味彩 486-0912 高山町1-5-6 深谷ハイツ1F 080-3673-0231 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

297 旬彩工房やまもと 480-0306 上野町215-1 88-6626 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

77 旬彩遊膳ながなわ 486-0947 知多町2-51-3 70-7602 有 する ○ 和食

250 ㈱ジョイフル設備 486-0958 西本町1-8-4 31-8499 する ○ 建築・工事

65 昌栄堂 487-0016 高蔵寺町北2-599-3 51-0241 する ○ 衣服・靴

34 上部頚椎カイロプラクティック　オフィスカトウ 486-0949 惣中町3-78-1 32-1771 有 する ○ ○ その他

253 ショウワガレージ 486-0813 金ヶ口町3-9 56-2311 する ○ 自転車・自動車

319 食彩さかきばら 486-0838 弥生町1-87 85-8166 する ○ ○ 和食

58 しょくにん.com　岡田商店 486-0965 味美上ノ町2153 31-2222 有 する ○ 金物・畳

187 自律神経ケアサロン　Pis AQUA 486-0849 八田町8-7-13 フリ-デ105 080-8448-3009 有 する ○ ○ 理容・美容

54 紳士服の林商店 486-0856 梅ヶ坪町90-1 82-3115 有 する ○ 衣服・靴

128 スーパースカルプ発毛センター春日井店 486-0838 弥生町2-166 29-9299 有 する ○ ○ 理容・美容

151 Surya chandra（スーリヤ　チャンドラ） 487-0011 中央台2-5 91-7707 する ○ 洋食

99 ZU-CCOTTO 486-0929 旭町1-6　ままま勝川1F　テナント2 29-8322 有 する ○ 喫茶

304 鮨割烹うめむら 487-0013 高蔵寺町3-1-11 エルグランデこまつ1F 51-8577 する ○ 和食

15 寿し兵衛 486-0818 東野町西3-11-10 83-5970 する ○ 和食

228 鈴季 487-0027 松本町2-11-3 52-1234 する ○ 和食

205 鈴木畳店 486-0903 前並町1-8-7 33-1591 する ○ 金物・畳

222 ステーキしゃぶしゃぶ　なかむら屋 486-0841 南下原町1-8-17 81-7402 有 しない 洋食
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https://haruru.co.jp/
http://www.ifu-wine.co.jp/
http://koho-kensetsu.com/
https://www.amiyakitei.co.jp
https://mizutoku.jp/
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https://wwwp.pis-aqua.com/
http://hayashishouten.jp/
https://super-scalp.com
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http://steak-shabu-nakamurara.com
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286 ステーキ宮　坂下店 480-0305 坂下町6-919 88-8966 する ○ 洋食

364 スパゲッティハウス　めりけん堂 486-0844 鳥居松町4-122-　王子不動産名古屋ビルB1F 89-0200 する ○ 洋食

309 ㈲住マイルナカホーム 486-0958 西本町3-243 32-0359 有 する ○ 建築・工事

66 ㈲スリーエィオート 486-0833 上条町8-2891 83-7171 しない 自転車・自動車

322 3BLOCKS POPCORN. 486-0832 乙輪町2-8 64-5101 有 する ○ ○ 和菓子・洋菓子

46 整体院　加藤 486-0812 大泉寺町121-2 090-4260-5095 有 する ○ 理容・美容

277 C’est mieux qu’hier et mieux que jamais 486-0945 勝川町6-141 長谷川ビル103 37-3123 有 する ○ 和菓子・洋菓子

139 セルフのJUST 487-0032 高森台10-2-3　1号棟103 080-2033-8568 有 する ○ 理容・美容

351 ㈱創信 486-0844 鳥居松町8-23-1 27-8771 有 する ○ ○ 建築・工事

133 蕎麦の三心 486-0842 六軒屋町5-39 56-6877 有 する ○ 和食

172 大衆酒場　晴れのちハレ 486-0833 上条町1-168　石山ビル1階 55-1028 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

294 TAiSEiKAN　サンマルシェ高蔵寺店 487-0011 中央台1-2-2　サンマルシェ南館2F 91-9900 有 する ○ その他

121 ダイニングキッチン　オガッシ 486-0845 瑞穂通4-62 コ-ポエトア-ル1F 84-7625 しない 洋食

337 台湾料理　王府 487-0013 高蔵寺町2-79 52-1768 する ○ ○ 中華・ラーメン

220 髙木佛壇店 486-0844 鳥居松町3-96 81-5711 する ○ ○ その他

140 高山オートサービス 486-0912 高山町3-9-1 31-2349 有 する ○ 自転車・自動車

107 TAKUZO 486-0836 八事町2-62-1 85-9800 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

135 匠ワーク 486-0923 下条町3-2-14 090-7034-1202 する ○ 建築・工事

181 畳の杉本 486-0838 弥生町2-134 82-3496 有 する ○ ○ 金物・畳

388 畳･襖の専門店 ㈲草紙庵 486-0853 穴橋町3-7-1 87-6400 有 する ○ 金物・畳

345 達家 486-0907 黒鉾町字黒鉾75-2 090-6463-0149 しない 和食

98 田所商店　春日井 486-0856 梅ケ坪町113-1 29-7177 有 する ○ 中華・ラーメン

299 田村新聞店 487-0011 中央台8-5-7 92-1231 する ○ ○ 新聞

101 ダルバァッヴォ 486-0944 大和通2-10-3 32-6026 有 しない 洋食

166 千葉電化 486-0825 中央通2-4 81-2788 有 する ○ 家電・寝具・インテリア

389 茶酒唄処　しのぶ 486-0844 鳥居松町8-7-7 090-8470-7585 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

204 中華菜家うぇいうぇい 486-0913 柏原町5-392 81-3989 有 する ○ 中華・ラーメン

17 中華料理　仙楽 486-0844 鳥居松町1-77 83-9931 する ○ 中華・ラーメン

231 ㈱中京リファイン 486-0914 若草通5-164 86-2377 有 する ○ 建築・工事

357 中国料理金龍　鳥居松店 486-0844 鳥居松町8-32-2 ハトビル1F 83-6550 する ○ 中華・ラーメン

361 中国料理　めん太郎 486-0809 町屋町3777-1 85-9608 する ○ 中華・ラーメン

138 中日新聞 青木新聞店 486-0922 篠田町4 56-0859 する ○ 新聞

30 中日新聞 小笠原新聞店 486-0833 上条町6-2352-1 81-3873 する ○ 新聞

352 中日新聞 春日井高校前店 486-0844 鳥居松町2-225 82-5163 有 する ○ 新聞

177 中日新聞 春日井八田 葛西新聞店 486-0849 八田町4-10-15 81-1256 する ○ 新聞

296 中日新聞 春日井宮町販売店 486-0903 前並町1-5-1 31-3645 する ○ 新聞

143 中日新聞 出川販売店 487-0025 出川町3-9-4 51-3610 有 する ○ 新聞

100 中日新聞 鳥居松専売所 486-0844 鳥居松町7-26-1 81-7920 有 する ○ 新聞

211 中日ツーリスト 486-0945 勝川町6-151 ルネッサンスシティ勝川2番街 33-6700 する ○ 旅行・ホテル

5 ツーリストアイチ　サンマルシェ旅行サロン 487-0011 中央台2-5　サンマルシェ・アピタ館1階 92-1311 有 する ○ 旅行・ホテル

6 ツーリストアイチ　中部大学トラベルプラザ 487-8501 松本町1200　中部大学9号館1階 29-7333 有 する ○ 旅行・ホテル

4 ツーリストアイチ　本社・営業本部 486-0927 柏井町2-76　KTAビル 37-0888 有 する ○ 旅行・ホテル

207 ティーズ・ピーク 486-0912 高山町1-19-8 34-7166 有 しない 理容・美容

64 TINI 春日井店 486-0842 鳥居松町2-3-1 56-5665 する ○ その他

381 Tirta Naga 486-0916 八光町1-17-3　グリーンオーク203 40-7434 有 する ○ その他

327 手打ち麺処とみや 486-0817 東野町9-2-22 安藤コ-ポ103号 97-4798 する ○ 和食

338 鉄板居酒屋Yasubou 486-0832 乙輪町2-8 サンパ-ク乙輪1F101 29-8144 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

324 鉄板ハウス　シスター 486-0817 東野町8-8-5 81-8132 する ○ 和食

90 デドゥ味美店 486-0958 西本町1-10-10 レタ-ビル1F 32-6539 有 する ○ 理容・美容

91 デドゥ高蔵寺店 487-0011 中央台2-1-11 37-4141 有 する ○ 理容・美容

407 てんぷらてる 486-0844 鳥居松町6-29-1　サンライフマンション鳥居松1階 97-4403 有 する ○ 和食

189 天正 486-0845 瑞穂通6-23-1 82-2012 する ○ 和食

50 ドゥーミュージック 486-0929 旭町2-19 33-5437 有 する ○ ○ 楽器

306 東海カイロオステ院 486-0836 八事町2-133-1 57-0225 する ○ ○ その他

268 豆腐とお菓子の店 ナップの森 487-0005 押沢台4-5-19 94-5634 有 する ○ 精肉・鮮魚等食品

247 東邦ガスＥＮＥＤＯ　アライブ味美 486-0958 西本町2-12-5 31-3800 有 する ○ ○ その他

391 東邦ガス LIVENAS・ENEDO　㈱井藤 486-0916 八光町5-19 34-1126 有 する ○ その他

230 ㈲トオヤマムセン 486-0968 味美町2-158-1 32-7248 する ○ 家電・寝具・インテリア

194 ドッグサロン　NANA 480-0304 神屋町1776-1 88-8030 する ○ その他

148 とりまる春日井店 486-0844 鳥居松町5-114-1 57-2822 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

149 とりまる勝川本店 486-0929 旭町1-2-3 35-5022 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

129 とんかつ桂 487-0011 中央台1-2-2サンマルシェ南館B1 91-7780 しない 和食
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https://smile-nkhome.com
https://3blockspopcorn.com/
https://seitaiinkatou.jimdofree.com
https://cake-cigale.com/
https://www.just-selfesthe.com/
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http://tempura-teru.jp/
http://www.do-music.co.jp
https://www.napnomori.org
http://gas-kasugai.jp
https://itogas-hotreform.com/
https://torimarufood.com
https://torimarufood.com
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97 トンガリアーノ勝川 486-0931 松新町1-4 ルネックビル2F 34-1022 有 する ○ 洋食

147 とんまる勝川店 486-0929 旭町1-1-3 32-9622 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

8 永田自動車 486-0927 柏井町3-86-2 81-2538 有 する ○ 自転車・自動車

260 名古屋桐たんす工房 486-0903 前並町前並8-4 31-8627 有 する ○ 家電・寝具・インテリア

105 ㈱名古屋ホウコドウ 486-0836 八事町1-190-3-3 89-7788 する ○ 書籍・文具・玩具

287 にぎりの徳兵衛 坂下店 480-0305 坂下町6-920 88-7731 する ○ 和食

257 肉の杉本 486-0914 若草通り1-10-1 31-2177 する ○ 精肉・鮮魚等食品

374 ㈱虹色 486-0911 朝宮町1-1-4 0120-23-0012 有 する ○ 建築・工事

56 日本料理・居酒屋　末広 486-0824 割塚町185 83-1370 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

158 日本料理はなのき 486-0931 松新町1-5 36-2410 有 する ○ 和食

49 日本料理　味香美 487-0011 白山町4-7-4 52-0356 有 する ○ 和食

298 ニューバレー 486-0833 上条町1-231-1 82-2080 する ○ 喫茶

244 ニューロイヤル 486-0857 浅山町1-2-61 83-2800 する ○ 喫茶

313 にわ新聞店 486-0945 勝川町5-7 32-7300 する ○ 新聞

45 ねこカフェNew Journey 486-0912 高山町3-17-13 090-9938-6993 有 する ○ ○ 喫茶

80 バーゼル 486-0817 東野町2-1-21 56-4551 する ○ 酒・米・パン

22 ハウジングスタジオ　キョウエイドウ 487-0016 高蔵寺町北2-132 51-0161 有 する ○ ○ 家電・寝具・インテリア

173 博多bo-zu 春日井店 486-0805 六軒屋町4-10 56-8922 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

254 伯山堂 487-0014 高蔵寺町2-134 51-0431 する ○ 写真・印刷・印章

395 VERSUS　HAIR 487-0013 高蔵寺町2-66 52-5686 有 する ○ 理容・美容

302 パスタ・デ・ココ春日井八田町店 486-0849 八田町七-4-25 86-5512 する ○ 洋食

384 8cafe 487-0016 高蔵寺町北1-179 51-2110 する ○ 喫茶

409 パティシエラボテツヤ　旭店 486-0929 旭町4-27 34-1028 有 する ○ 和菓子・洋菓子

410 パティシエラボテツヤ　高山店 486-0912 高山町3-7-16 32-1028 有 する ○ 和菓子・洋菓子

103 パティスリーミュー 487-0034 白山町6-9-3 53-0066 有 する ○ 和菓子・洋菓子

126 パティスリーメリメロ 486-0942 神明町25-2 33-8325 有 する ○ 和菓子・洋菓子

159 パティスリー　ルシエル 486-0931 松新町1-5 36-2331 有 する ○ 和菓子・洋菓子

21 パナ・プラザ・ナカタ 486-0927 柏井町1-52 33-7739 する ○ ○ 家電・寝具・インテリア

11 花元　バロー春日井西店 486-0911 西高山町2-3-6 34-8111 する ○ 生花・ギフト・記念品

9 花元　本店 486-0844 鳥居松町6-29-1 82-2957 有 する ○ ○ 生花・ギフト・記念品

10 花元　南下原 486-0841 南下原町3-5-2 82-8741 有 する ○ 生花・ギフト・記念品

209 パナショップ味美 486-0958 西本町1-8-4 31-8498 する ○ 家電・寝具・インテリア

251 パナショップ牛山 486-0901 牛山町1194-9 33-3459 する ○ 家電・寝具・インテリア

232 パナショップ高蔵寺ニュータウン 487-0033 岩成台9-2-16 91-1122 する ○ 家電・寝具・インテリア

24 パナショップ坂下 480-0305 坂下町5-1215-216 88-2633 する ○ ○ 家電・寝具・インテリア

27 パナショップ ほった 487-0025 出川町2-10-11 52-3725 有 する ○ 家電・寝具・インテリア

225 花の松本ナーセリー 487-0034 白山町8-9-17 51-1734 有 する ○ ○ 生花・ギフト・記念品

48 花まる 486-0825 中央通り1-113 56-0658 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

78 Happiness 486-0817 東野町10-11-12 090-3888-4442 する ○ 和食

363 ㈲林電器商会 486-0849 八田町6-22-23 81-1097 する ○ 家電・寝具・インテリア

104 ハヤシフォトスタジオ 486-0833 上条町1−248 81-5668 有 する ○ 写真・印刷・印章

402 パン工房エピ 487-0034 白山町3-2-2 52-2801 する ○ 酒・米・パン

310 はんなり　春日井店 486-0805 岩野町4180 86-2600 する ○ 和食

378 ハンバーグ＆グリル　HANGURI 486-0913 柏原町1-18　リゾートエリア英豊1階 37-3750 する ○ 洋食

74 パンプルムース 487-0025 出川町8-15-5土橋ビル1F 52-1462 有 する ○ ○ 和菓子・洋菓子

146 ハンマル勝川店 486-0929 旭町1-45 36-8622 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

200 PB 486-0844 鳥居松町4-61 29-5406 する ○ 理容・美容

96 ビーレミーヌ大手店 486-0807 大手町907-1 93-6868 有 する ○ 理容・美容

42 Bistro東進堂 487-0014 気噴町2-1-10 53-1410 有 する ○ ○ 洋食

368 bistro futatsuboshi 486-0849 八田町2-27-27 みどり苑1F 83-4441 有 しない 洋食

245 ピッツェリア マリノ春日井店 486-0841 南下原町3-69 57-0771 有 する ○ 洋食

246 ピッツェリア マリノ高蔵寺店 487-0021 東神明町1-12-3 52-6682 有 する ○ 洋食

321 ひまわり治療院 487-0004 玉野町306-5 0120-36-0203 有 する ○ その他

145 百笑 486-0842 六軒屋町2-6 82-0061 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

372 美容室アイトミナ 487-0034 白山町5-21−3 080-4221-0514 有 する ○ ○ 理容・美容

7 平松モータース 486-0927 柏井町1-104 31-2595 有 する ○ 自転車・自動車

150 Bindi 480-0305 坂下町1-1504-1 88-8797 する ○ 洋食

278 1st Stretch 486-0842 六軒屋町1-47　J＆Jビル3A 37-3999 有 する ○ ○ スポーツ・フィットネス

264 ㈲ファーム 480-0301 内津町202 88-8655 有 する ○ ○ 建築・工事

36 フェルボールサッカースクール 486-0918 如意申町1-2-9 32-4616 有 する ○ スポーツ・フィットネス

118 藤井建設 486-0822 熊野町2099 83-8378 する ○ 建築・工事

394 不二自動車㈱ 487-0015 気噴町北2-86 51-0214 する ○ 自転車・自動車
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https://www.branche-grp.co.jp/
https://torimarufood.com
https://nagata-jidousya.com/
http://www.izumoya.co.jp/
https://nijiirobase.co.jp/
http://www.suehiro-group.co.jp/
https://www.theplaza.co.jp
https://www.iiaji.co.jp/
https://nekocafe-new-journey.jimdofree.com/
http://www.kyoueidou.com/
https://r.gnavi.co.jp/jbnvbew60000/
http://www.versus-hair.com/
https://labo-tetsuya.jp/
https://labo-tetsuya.jp/
http://www.patisserie-mieux1031.com
http://www.patisserie-melimelo.com/
https://www.theplaza.co.jp
https://hanagen.jp/
https://hanagen.jp/
https://kaden-shop.com
https://www.eflora.co.jp/shop/hmatsumotons/
https://ps-hayashi.com/
https://pamplemousse.jp/
https://torimarufood.com
https://www.branche-grp.co.jp/
https://r.gnavi.co.jp/amp/6ya9d2t70000/
https://www.futatsuboshi.com/
https://www.marino-net.co.jp
https://www.marino-net.co.jp
http://himawari-harikyu.main.jp/
https://aito-mina.com/
https://peraichi.com/landing_pages/view/hiramatsumotors/
https://1ststretch.jp
https://sh-chukyo.com/
http://www.fc-fervor.net
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82 フジ美工 486-0822 熊野町3126-1 83-7148 有 する ○ 建築・工事

276 ブッシュドプーレ 487-0034 庄名町1-8-6 52-0707 有 する ○ 惣菜・弁当

61 ブティックイトウ 486-0851 篠木町6-1643-17 81-2672 する ○ 衣服・靴

55 プティ　ポワール 487-0033 岩成台1-16-7 92-8980 有 する ○ 和菓子・洋菓子

193 ブティック　NON 486-0916 八光町1-17-3 31-3201 する ○ 衣服・靴

274 ㈲夫馬モータース 486-0833 上条町1-103 81-2848 有 する ○ 自転車・自動車

190 フラワーショップ　レトワール 486-0969 味美白山町2-6-8 31-7010 有 する ○ 生花・ギフト・記念品

85 ブランシェ勝川店 486-0931 松新町1-3　ルネッサンスシティ勝川一番街2F 35-3300 有 する ○ 理容・美容

87 ブランシェ勝川南口店 486-0945 勝川町8-13　勝南プラザビル1F 31-6333 有 する ○ 理容・美容

86 ブランシェ市民病院前店 486-0803 西山町3-4-1 56-1131 有 する ○ 理容・美容

88 ブランシェ神領店 486-0829 堀ノ内町2-16-15 56-2201 有 する ○ 理容・美容

355 ブリアンサエラ春日井店 486-0927 柏井町4-17-  イオン春日井ショッピングセンタ-1F 57-1761 有 する ○ アクセサリー・眼鏡

259 ヘアーサロンちどり 486-0914 若草通1-2-2 31-2325 する ○ 理容・美容

340 ヘアーファンタジーびび 486-0968 味美町2-83-2 33-6415 する ○ 理容・美容

383 ヘルシーキッチンスマイリー 486-0844 鳥居松町2-241 55-9887 する ○ ○ 喫茶

316 POLA エステインLapo店 480-0304 神屋町1730-8 88-6389 する ○ 薬・化粧品

76 POLA THE BEAUTY 勝川店 486-0931 松新町1-3ルネッサンスシティ勝川一番街2F 36-4152 有 する ○ 理容・美容

206 POLA ブラン 486-0825 中央通1-113-1-2階 81-4300 有 する ○ 薬・化粧品

199 ほぐし屋かすがい 486-0846 朝宮町3-18-9 97-8708 有 する ○ 理容・美容

301 POSH UP　（美容室ポッシュアップ） 486-0849 六軒屋町1-168 ファミ-ル六軒屋1F 56-0023 有 する ○ 理容・美容

284 ホッタ時計店 487-0013 高蔵寺町2-28 51-0232 する ○ その他

354 ほていや春日井店 486-0927 柏井町4-17　イオン春日井ショッピングセンタ-2F 57-1761 有 する ○ 衣服・靴

369 ポトス春日井 486-0844 鳥居松町2-81 87-6533 有 する ○ 写真・印刷・印章

213 POMPON 487-0034 白山町6-15-3 51-6878 する ○ 生花・ギフト・記念品

226 堀尾一章堂 486-0849 八田町7-2-8 81-5369 しない 写真・印刷・印章

331 ほるたん屋　出川店 487-0025 出川町8-17-5 51-2985 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

332 ほるたん屋　南下原店 486-0841 南下原町6-19-5 87-4129 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

23 ホワイト急便　高蔵寺店　 487-0016 高蔵寺町北2-133-1 51-0130 有 する ○ ○ クリーニング

376 本格インドカリー　カリー工房 486-0842 六軒屋町1-168　ファミ-ル六軒屋1階 27-6989 する ○ 洋食

360 ボンクォーレ 486-0192 高山町3-9-4 34-8411 する ○ 洋食

300 まいまいSMILE 486-0963 春日井町字土合25-5 090-1295-5247 有 する ○ スポーツ・フィットネス

239 ㈾前並米穀店 486-0903 前並町字前並4-1 31-4553 する ○ 酒・米・パン

240 ㈾前並米穀店ニュータウン店 487-0033 岩成台9-1-2 92-0551 する ○ 酒・米・パン

137 まつもと接骨院 487-0016 高蔵寺町北1-45 29-4081 有 する ○ その他

371 ㈱丸錦石油店 486-0809 町屋町1-81 81-6208 する ○ 自転車・自動車

215 まるじゅう伊藤書店 486-0844 鳥居松町6-5 81-2510 する ○ 書籍・文具・玩具

63 洋品の萬京 480-0305 坂下町4-613 88-2027 する ○ 衣服・靴

387 水徳　勝川駅前店 486-0929 旭町1-5-3 36-0484 有 する ○ ○ 惣菜・弁当

396 ミナミクリーニング 487-0015 気噴町北1-145 51-9433 有 する ○ クリーニング

398 ミナミクリーニング　ドンキ気噴店 487-0014 気噴町2-11-1　MEGAドン・キホーテUNY気噴店1F 52-6522 有 する ○ クリーニング

397 ミナミクリーニング　ピアゴ篠木店 486-0852 下市場町3-6-2　ピアゴ篠木店1F 85-9500 有 する ○ クリーニング

330 美濃路　春日井篠木店 486-0851 篠木町7-2317-2 86-4129 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

329 美濃路　春日井八田店 486-0849 八田町1-12-1 57-1500 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

350 美乃吉畳店 487-0025 東野町5-27-5 0120-12-9070 有 する ○ ○ 金物・畳

170 むらまさ本店 486-0968 味美町1-32ハイツ味美1F 33-9456 有 する ○ ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

293 名空ハウス工業㈱ 486-0958 西本町3-59 33-1621 有 しない 建築・工事

184 メガネ赤札堂　春日井店 486-0817 東野町5-1-12 81-8673 有 する ○ アクセサリー・眼鏡

185 メガネ赤札堂　勝川店 486-0945 勝川町1-7-3 34-0443 有 する ○ アクセサリー・眼鏡

115 メナードフェイシャルサロン春日井柏原店 486-0913 柏原町3-285 080-6950-6282 する ○ ○ 薬・化粧品

349 メナードフェイシャルサロン気噴 487-0014 気噴町4-1-6 メゾン椿101 29-9100 有 する ○ ○ 薬・化粧品

210 めん処鷹味 486-0967 味美西本町1934-4 32-7511 しない 和食

281 めん処 初海家 486-0926 小野町6-2-3 84-1919 しない 和食

393 麺類食堂まるたや 486-0825 中央通2-4 81-2937 する ○ 和食

83 モードまるみつ 486-0844 鳥居松町8-52 81-2947 有 する ○ ○ 衣服・靴

39 モスバーガー春日井市民病院前店 486-0803 西山町3-15-4 86-5007 有 する ○ 洋食

38 モスバーガー勝川店 486-0932 勝川町6-151 32-8028 有 する ○ 洋食

347 餅菓子処　餅彦 486-0944 大和通2-23-7 31-2792 する ○ 和菓子・洋菓子

41 ModKasugai勝川駅前スタジオ 486-0945 勝川町7-37 ネクシティパレッタ1FCOMEET 27-7338 有 する ○ スポーツ・フィットネス

40 ModKasugai本店スタジオ 486-0915 八幡町35-1　ニュ-ブラウンハイツ102 27-7566 有 する ○ スポーツ・フィットネス

109 モンシェル春日井店 486-0858 菅大臣町114 85-7553 有 する ○ ○ 酒・米・パン

110 モンシェル勝川本店 486-0916 八光町1-2 31-2104 有 する ○ ○ 酒・米・パン

366 やきとり　あら家 487-0015 気噴町北2-179 37-3616 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋
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http://fujibikou.com
http://www.zakka1999.com
http://www.mc.ccnw.ne.jp/petitpoire/
http://fumamo.jp/
https://www.l-etoile.jp/
https://www.branche-grp.co.jp/
https://www.branche-grp.co.jp/
https://www.branche-grp.co.jp/
https://www.branche-grp.co.jp/
https://www.brillant-caetla.jp/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000216628/?vos
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000305275/
http://riraku-komaki.com/
https://www.poshup-hs.com/index.html
https://kimono-hoteiya.com/
http://potoskasugai.com
https://www.amiyakitei.co.jp
https://www.amiyakitei.co.jp
http://inaden.info/index.html
https://maimaismile0511.com/
https://www.matsumotosekkotsuin.com/
https://mizutoku.jp/
https://www.373-cl.com/
https://www.373-cl.com/
https://www.373-cl.com/
https://www.amiyakitei.co.jp
https://www.amiyakitei.co.jp
http://www.minoyoshi.net
http://t-muramasa.jp/
http://www.ad-future.jp/meiku_house/
https://www.megane-akafudado.com
https://www.megane-akafudado.com
http://www.menard.co.jp/sp/shop/detail/00650889s/
http://cats-v.com/
https://www.mos.jp/shop/detail/04176
https://www.mos.jp/shop/detail/04438
https://mod-personal.co.jp/
https://mod-personal.co.jp/
https://www.moncher.co.jp
https://www.moncher.co.jp
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377 焼鳥ぼんくら 486-0845 瑞穂通6-5 37-1291 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

348 焼肉苑　万大 486-0839 六軒屋町西2-2-8 90-8929 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

358 焼肉じゅう兵衛 486-0817 東野町9-1-6 56-9494 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

288 焼肉家 味のがんこ炎＆がんこ亭高蔵寺店 487-0026 不二町1-1-1 51-9129 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

336 焼肉やっとかめ 486-0851 篠木町6-2430-1 85-8526 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

188 やじろべえ春日井店 486-0851 篠木町1-30 87-3113 有 する ○ 和食

217 安江工務店　春日井店 486-0849 八田町7-4-1 81-3100 有 する ○ ○ 建築・工事

141 山口木材㈱ 486-0849 八田町4-1-5 84-2621 する ○ ○ 建築・工事

175 結い回〜る。 487-0013 高蔵寺町4-14-15 51-5110 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

43 洋食カフェ　グリルオニオン 486-0832 乙輪町2-8 93-6373 有 する ○ ○ 洋食

342 洋服の青山　春日井高蔵寺店 487-0013 高蔵寺町2-156 52-2515 する ○ 衣服・靴

341 洋服の青山　春日井瑞穂通店 486-0845 瑞穂通8-28-1 83-8864 する ○ 衣服・靴

265 拉麺昭吉 486-0913 柏原町3-260
090-9182-

2878
する ○ 中華・ラーメン

379 ラーメンナルト　柏原店 486-0913 柏原町3-259 27-8180 する ○ 中華・ラーメン

243 ライトオン高蔵寺サンマルシェ店 487-0011 中央台1-2-2 サンマルシェ南館2F 94-7519 有 する ○ 衣服・靴

373 ラルカンシエル 486-0844 鳥居松町6-46-2 つたやビル1階 37-1700 する ○ 酒・米・パン

227 リカー&フーズにしつる 480-0304 神屋町字南海道296 88-0131 する ○ ○ 酒・米・パン

26 Restyle 487-0025 出川町2169-6 52-9730 有 する ○ ○ 家電・寝具・インテリア

201 リファイン高蔵寺 487-0013 高蔵寺町2-61 0120-99-8940 有 する ○ 建築・工事

73 ルネピアコンタクトレンズ春日井店 486-0845 瑞穂通6-22 85-3311 有 する ○ その他

241 ㈱レインボーペイント 486-0912 高山町4-6-10 31-6101 有 する ○ 建築・工事

92 ロアスタイル 486-0931 松新町1-23　エクセレント勝川1F 35-6001 有 する ○ 理容・美容

283 六三 春日井店 486-0926 小野町6-5-7 82-6317 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

282 炉ばた焼　やじきた 486-0833 上条町1-150 84-7255 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

179 Lolly-4 486-0923 下条町737-23 090-9025-9409 する ○ 喫茶

169 和喰間 秀 487-0011 中央台6-8-6 92-3008 有 する ○ ○ 和食

162 和室工房　田口商店 486-0955 二子町1-1-1 31-4616 有 する ○ ○ 金物・畳

367 和食茶房さくら 486-0817 東野町4-9-15 82-2268 する ○ 喫茶

14 ㈲和聖楽器 486-0849 八田町8-3-5 82-2961 する ○ ○ 楽器

390 和風レストラン　かつ昇 486-0917 美濃町3-201 33-2888 する ○ 和食

144 和來（ワライ） 486-0845 瑞穂通1-55 83-0353 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

31 笑福 486-0844 鳥居松町3-105 82-6373 有 する ○ 焼鳥・焼肉・居酒屋

401 1ｔｏＳＷＩＭスイミングスクール 486-0912 高山町1-7-2 33-6126 有 する ○ ○ スポーツ・フィットネス

411 ワンハンドレッドベーカリー高蔵寺店 487-0016 高蔵寺町北3-12-20 070-8547-4811 する ○ 酒・米・パン

※9/30時点の情報です。追加・変更になる可能性があります。

※ホームページの欄は、”有”の表記がある場合は、カーソルを合わせていただくと、各店舗のホームページにリンクしています。
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http://utaandon.jp
http://yasue.co.jp
https://m.facebook.com/yuiyuiyui5110/?locale2=ja_JP
https://instagram.com/grillonion1218/
https://www.right-on.co.jp/
https://www.restyle-net.com/
http://www.nakayamakensetsu.co.jp
https://runepia.net/
https://rainbow-paint.jp/
https://www.branche-grp.co.jp/
http://aichi.j47.jp/hide/
https://www.taguchi-tatami.com/
https://www.warahuku.com
http://www.1toswim.jp/

