
使用期限　令和４年6月30日 五十音順

事業所名 住所 電話番号

愛電館メイツおくむら 川合276 62-2500

赤から可児坂戸店 坂戸535 60-3591

アクアマジック美濃 下恵土4003 61-2293

旭屋時計店 広見761 62-0142

味さわの 土田2486-1 26-1654

あじ義 今2295 65-9499

アラカワ 西可児店 東帷子3885 65-0911

Yes,Boss 広見3-5 090-3588-2815

居酒屋　暁 広見630-1 070-1652-4847

居酒屋　天魚 広見1-16　シティハイツ1F 61-3455

居酒屋　祭 東帷子1025-4 65-4028

いざかや　よっつば 広見4-2 63-4827

イシイセンター 下恵土2281-1 62-0240

市原屋 広見814-1 62-0205

いづみ接骨院 広見6-92 63-3462

犬飼製畳本店 塩186-1 65-2238

入口屋 下恵土1217 62-0369

衣料のマルイ 下恵土227 62-0221

in the field 桂ヶ丘1-155 64-4633

魚幸 今渡297-1 25-2862

うどん　光葉 今渡中鳴子2184-2 61-0243

うなぎ・炉端　こばやし 広見2-23 62-0757

うな好 土田2545-138 25-8070

エステサロンCrevio 広見5-144 50-8823

大石家　可児店 広見1302-31 63-2177

大きなきりかぶ 土田2315-3 27-7036

おおすぎ菜館 下恵土6141-1 62-8391

大野屋商店 下恵土226 62-0051

奥村写真館 今渡2744 25-2491

贈り物専門店　サワセイ可児店 広見5-32 62-7553

おぶつだんの清香苑 広見1664 62-3780

カーコンビニ倶楽部 下恵土5653-2 62-1262

海鮮市場　きときと亭 中恵土2302-1 63-6115

隠れ居酒屋　しゃくれ 下切3317-9 63-6668

かくれ酒家　YAMATO 今渡866-4 26-1812

かざみどり接骨院 広見678-5 50-8317

カットステーションDON 桜ケ丘6-211 64-2895

カットスペースシード 下恵土227-6 62-0625

割烹　光葉 広見5-143 63-7902

可児今渡食堂 今渡2037-4 61-0988

可児かまど本店 下恵土526-1 61-3550

可児タクシー株式会社 広見1652-1 25-2105

かに茶屋 川合750-1 62-4555

可児藤蔵 瀬田866 66-1347



カフェ　コラソン 今渡840-2　スーパーセンター綿半内 61-0660

カフェ　フィーバス 広見3-64 62-5123

CAFÉ　フジミ 土田1252-2 25-8290

Café bar Scream 川合803-1 61-3459

Café LAULE`A 帷子新町2-1 65-8825

カフェレストラン　バウバックスボーグ 下恵土5465 63-3712

株式会社　ファミリー 瀬田430-1 62-6444

カワシマデンキ 広見2346-1 62-0204

韓国Kitchen　すっぷるジョー 今渡2419-3 61-3050

韓国食卓　錦山 広見1566-1　チェリーハイツC 66-8630

Kiino 長坂7-129 090-2775-9077

喫茶　路 下恵土5826-35 62-0433

木の根っ子 帷子新町2-12 090-8552-4271

ギフトショップ風月 下恵土2886-1 63-2866

ぎふ初寿司　下切分店 下切3317-9 63-7755

京寿し 下恵土814-1 63-1557

キューピースタジオ 広見2359-36 63-2888

串焼きの店 呑気家 可児店 広見606 61-4129

靴屋　anbi 今渡652-4 61-2055

club華 広見5-97　トマトモール2F 63-5272

GREEDY HOUSE 広見3-7　アサヒビル1階 50-8155

ぐるめぞん　MONOGATARI 下恵土5505 63-1710

けやきカフェ 広見661-2 66-2382

coffee&kitchen　MINAMI 今渡1570-16 25-8520

珈琲屋　野那花 矢戸355-3 65-1928

珈琲家暖香　可児広見店 広見2352-1 57-9191

珈琲屋らんぷ可児店 坂戸八幡前787-1 63-7307

個室×肉バル　ニクワウチ 今渡2210-1 66-3177

コスモスベリーズ可児店 今渡248-1 25-3128

五臓六腑可児総本店 広見5-136　ギャレット1F 63-8483

こだわりとんかつ　かつ円 久々利高坪1951-3 64-0300

東風整体院 土田3883-6 49-9298

サウンドヒーリングサロンCoo～空～ 土田2078-3 080-5106-5139

肴八 中恵土2137-2　ミヤケビル1F 62-7890

酒処・家庭料理 こりん 広見3-5サンシュービル2F 090-8458-5989

酒の秀峰園 矢戸594 090-3254-3275

佐合クリーニング店 中恵土1531-3 62-0451

サラダカフェ　輪 今渡2624-8 61-3958

猿田彦　彩旬ごはん 中恵土2371-125 60-3363

salon de beaute Soiree 今渡866-1 50-6507

サロンLucia 川合256-1 090-7912-3163

三由来美髪店 中恵土2275-1 62-0556

指圧　大手門療院 広見1-23-1 63-6397

四季の味　鈴川 広見755-4 62-0122

昭和食堂　可児店 下恵土5614-1 60-3766

シャトレーゼ可児店 広見5-28 63-0603



じゃぱん Sandwich 下恵土3433-1239（可児市文化創造センター内）63-5223

旬彩酒家　結庵 広見3-43　サンパレス可児105 61-1087

酒彩 しん 川合803-1 61-3378

出産準備の専門店　キューピーリトル 広見2359-36 63-6933

旬料理みなみ 矢戸131-1 48-8255

昇龍 広見3-7 62-8323

食楽空間　栄花 広見5-136 63-2655

スクールショップ　ワカオ 坂戸50-6 62-0365

鮨　幸村 広見4-2 62-8438

寿司元 久々利811-8 64-5399

鮓幸本店 広見1-16 62-7311

㈲寿ゞ広 川合772-3 62-5498

スポーツプラザ　ヒビノ 広見5-99 62-0229

住まいるBOX 二野2870-1 63-0739

駿河屋 下恵土1526-1 62-0167

ｾﾙﾌｴｽﾃ　エンリケ　可児店 下恵土3231-1　2階　 080-9733-0669

関辻屋支店 今渡2039-5 61-3500

絶好鶏 広見630-3　ビレッジ元町 60-1210

千賀石油㈱可児SS 中恵土2178-6 62-0238

千賀石油㈱川合大橋SS 川合774-1 62-6322

創味中華こうちゃん 下恵土5637-1 63-2665

素材香房　イルコローレ 大森2211 63-0558

大衆焼き鳥居酒屋　ゆう次郎 帷子新町1-2 070-3765-5061

大豊軒 organicpunkchinese 広見2246-18 63-6664

台湾料理 四季紅 柿田805-1 61-5878

楽しいこと空間　ずむずむ 矢戸964-24 090-5877-3870

食べ処　寿絋 大森2555 63-3733

馳走屋かっちゃん 今渡1576-2 49-7738

千歳寿し 今渡1367-8 25-2300

CHARGIE 下恵土5826-5ﾍﾞﾗｳｯﾄﾞ可児103 63-5077

中華食房　石狩 今渡1619-389 62-5612

中華そば　馬山 広見824-1 090-3588-2815

中華料理　萬楽飯店　 今渡2490-2 63-4021

中部井上㈱ 広眺ケ丘8-73 62-6850

月うさぎ 広見1-24 63-6870

つじ屋　中恵土 中恵土2322-1 62-5340

爪専門店　S.pyNAIL 瀬田513-1 60-1190

Tiara 広見3-9　アネックスビル202 090-7608-2331

手打そば　菜実樹 瀬田1784 61-1289

鉄板焼 金三 広見4-2 42-9483

天海 土田1215-8 26-2756

天然温泉　三峰 大森1748-1 64-0126

トーホー家電ワーク西可児 長坂2-107 65-3635

トーワ・オプティーク眼鏡店 帷子新町3-18東進ビル1F 65-0901

とと菜　渡邉 広見615-1 62-8816

㈲ともえや 今渡312-6 25-2295



TLUCK　hair 中恵土2337-1 50-2956

トラットリア　グラディート 土田3769-2 50-2662

鶏笑　可児店 下恵土5769-2　※令和4年4/1より住所変更 63-0577

とんかつえびかつ幸せや今渡店 今渡1271-1 28-4888

懐味館 土田1221-93 28-0991

奈八屋 皐ヶ丘1-174 64-0788

肉食堂　ハレノヒミート 今渡1183-7 63-1616

肉のひぐち 広見1236-1 62-1298

にし村 帷子新町2-60 65-3872

(協)日本ライン花木センター 土田4567 25-3126

入魂堂可児総本店 広見5-127　トマトモールビル１F 60-4649

呑み処　食べ処　かし山 下恵土広瀬6141-1 090-3422-3603

ハウオリ ケン 広見3-62 40-8040

はっとり酒店 土田2429 25-2590

ＰＡＳＴＡ　Ｒｏｃｈｉｅ 下恵土3231-1 66-5588

パティスリー　二コリス 坂戸537 58-3368

パティスリーアンジュ 瀬田1750-3 60-6068

花のおくりもの　ディマーシュ 下恵土4095-2 63-7155

パンカフェ5丁目 桜ケ丘5-16 64-1197

ビーグレイス　パティオ店 下恵土5750パティオ1F 60-2770

ビーグレイス　ヒロミ店 広見1-29 66-2680

ビーグレイス　本店 大森1512-7 64-2876

日暮館 長洞390-1 65-0964

ビストロ　メリメロ 中恵土2322-10 50-1130

BBビッグ・ボーン 広見5-12 63-7117

ビッグランドしまや 土田2545-212 25-5800

美容室　Reset 東帷子343-2　西可児ハイツ102号 58-5864

美容室グルメ 広見2017-5 62-5636

美容室Beluga 下恵土5023-5 62-0222

広見ガス 広見817 62-0112

ファクトリー 下恵土5670 050-3591-0456

ファッションプラザ サカエ屋 広見2007-1 62-0036

ファミリーマート可児梅白店 川合1623-1 60-4246

ファミリーマート可児下切北 下切3294-1 60-2133

Photo Studio Parfum 広見2065-1　広和ビル２F 42-9024

プリオリ 中恵土2359-354 63-7380

FROG＆FROG 広見3-5　サンシュービル１階 080-4221-0269

仏事の窓口たかの家 広見2247 62-1774

ヘアーサロン　ナカヤマ 矢戸124-7 65-7010

ヘアーサロン　オクムラ 塩1237 61-3755

HAIR　WORKS　О2 広見2083-3 63-7802

ベーカリー　たつや 下恵土5071-1 62-0168

Bene 広見834-8 62-0486

ペットの店　りぼん 川合772-1 61-5099

ベトナム ヘルシー料理 サイゴン 広見1-51　田中ビル101 63-3031

ホームサロンjill 星見台1-67 58-0488



HOCCO 徳野南2-57 090-6467-8303



eUe　ポンポンマム 清水ヶ丘6-66 070-1354-7050

萬楽らーめん 広見851-1 61-1044

My Luce 今渡1576-2　2F 58-5351

万寿実 家具 広見662-3 62-1234

Mado Café 広見2064-1 60-0525

丸万 広見630-6 62-8000

水野茶園 東帷子683-1 65-6068

美濃旬膳　おりべ亭 広見794 62-0146

美濃の郷 可児店 土田5230-2 25-9511

雅ーMIYABIー 中恵土2359-638 57-9041

あづ満 下恵土5826-8 61-0188

MOON＆ME　CAFÉ 広見5-116-1 66-2700

メガネ赤札堂　可児店 今渡394-6 63-6321

メガネ21　可児店 下恵土2942-3 62-2199

眼鏡市場　可児店 中恵土2285-1 60-0533

麺酒場こゆか 広見3-5　サンシュービル１階　1号 090-3588-2815

Men‘ｓ＆Ladie‘s　脱毛サロン　JELUNA大森1524-1　立石コーポＡ 50-8890

もつ飯家　とことん焼楽 広見625 42-6627

moff moff 下切3809 58-0376

やき処じゅう兵衛可児店 下恵土1615-1 62-8299

焼肉　おおまさ 広見2017-6 62-3400

焼肉　美ゆき 下恵土2882-1 63-3629

焼肉酒庵　焼楽 土田2580-2 26-1009

山川酒店 広見1728-1 62-0233

やわらかとんかつ幸せや坂戸店 坂戸624-1 61-5388

洋菓子店　ラ・パニエ 皐ヶ丘3-51 64-3846

ラウンジ千明 広見5-136ギャレットビル2F 61-0444

ラウンジnana 広見5-97　トマトモール1F 090-1230-3382

楽田園 土田4153-1 48-8109

RAKURU 大森台2-5 070-5030-8908

ランドリーマーケット 広見1630-1 61-0008

蘭丸亭なかえ 兼山1203-2 59-2543

LEAVES 下恵土3440-150 60-1530

リビングイチハラ 広見848-10 62-0096

理容室コルテーゼ 下恵土1165-2 62-1413

料亭・うなぎ　康生 広見802-1 62-0061

リリアーヌ 土田4384 25-1159

Restbody 愛岐ケ丘5-173 090-7694-4516

レストラン ラ・ミラベル 広見5-117 63-3200

レストランいこま亭 川合北2-138 61-3786

ＬＡＷＳＯＮ下恵土店 下恵土2957-1 61-2787

ＬＡＷＳＯＮ鳴子店 土田5269-1 27-7473

炉ばた焼　勘八 広見6-126 63-5479

Wine Blanche 土田2546-148 26-9856

和菓子工房　玉富久 帷子新町2-55 65-2084

わかば写真館 下恵土204-1 63-5888



和食処川喜　可児店 土田4267-150 25-0560

わむたこ 広見3-39 090-9949-2539


