
愛勝写真店 0587-97-3350 稲沢市祖父江町本甲神明北62 小島衣料品店 0587-97-0235 稲沢市祖父江町森上本郷七11-5 パナショップ稲沢 0587-97-4360 稲沢市祖父江町山崎鶴塚303-1

愛（AIBUN）文 0587-97-6800 稲沢市祖父江町桜方六町45 後藤商店 0587-97-0405 稲沢市祖父江町本甲大溝5-7 樋江井モータース 0587-97-0081 稲沢市祖父江町桜方松原369-6

あいわ薬局 祖父江店 0587-98-2626 稲沢市祖父江町祖父江南川原102-12 酒商マルタカ 0587-97-0388 稲沢市祖父江町祖父江外平70-1 尾西農園 0587-97-0431 稲沢市祖父江町本甲大西40-2

味の山善 0587-97-3188 稲沢市祖父江町上牧上川田523 沙羅 0587-97-8412 稲沢市祖父江町二俣下リ戸115-1 瞳フラワーたけうち 0587-98-1187 稲沢市祖父江町三丸渕江北上1-3

石田写真館 0587-97-0059 稲沢市祖父江町上牧東34-1
サラダ館 祖父江店
(株)永田三洋

0587-97-0348 稲沢市祖父江町祖父江下川田41 ファミリーショップ萬勝 0587-97-0003 稲沢市祖父江町山崎下枇447

(株)石田モーター 0587-97-1800 稲沢市祖父江町祖父江寺内225 サロン エル 0587-97-0919 稲沢市祖父江町祖父江広口28-1 船橋鉄工所 0587-97-0447 稲沢市祖父江町祖父江高熊98

一品料理 福弥 0587-97-6464 稲沢市祖父江町山崎下枇382 サロンドプチ 0587-97-7110 稲沢市祖父江町森上本郷九29-36 ヘアーサロン シロー 0120-07-0938 稲沢市祖父江町祖父江中屋敷184-1

伊藤商店 0587-97-1838 稲沢市祖父江町甲新田イ七30-1 サンエースサトウ 0587-97-0358 稲沢市祖父江町二俣112-1 ヘアーサロン・フジイ 0587-97-1527 稲沢市祖父江町森上本郷九35

(有)井戸甚施設工業所 0587-97-0121 稲沢市祖父江町上牧西120 さんがま茶屋 0587-97-8818 稲沢市祖父江町三丸渕中島1-1 ヘアーサロン MIZDA 0587-97-2407 稲沢市祖父江町両寺内平柳西54-3

エディオンかわでん 0587-97-1594 稲沢市祖父江町祖父江高熊87 (有)松月堂 0587-97-0373 稲沢市祖父江町本甲神明前83-9 ヘアーサロン メリー 0587-97-2716 稲沢市祖父江町本甲大溝143-5

大橋米店 0587-97-0289 稲沢市祖父江町祖父江高熊142 すてーきてい 0587-97-2203 稲沢市祖父江町西鵜之本佐屋川27-2 ヘアースタジオイワタ 0587-97-2435 稲沢市祖父江町三丸渕郷裏154-3

御菓子所　花乃屋 0587-97-0297 稲沢市祖父江町祖父江高熊210 スナック Bell ― 稲沢市祖父江町上牧東2-1 Betty　ベティ 0587-97-1377
稲沢市祖父江町祖父江高熊111
平和堂祖父江店1階

お食事処びやす 0587-97-0354 稲沢市祖父江町祖父江南川原156 ㈲スバル石油 0587-97-7362 稲沢市祖父江町二俣下り戸89-3 紅屋洋品店 0587-97-0715 稲沢市祖父江町森上本郷七12

OREGAYAREBA 0587-81-6639 稲沢市祖父江町森上本郷五117-3 スポーツショップ中部 0587-97-6144 稲沢市祖父江町祖父江高熊78 ヘルシースリムともと 090-3447-7336 稲沢市祖父江町二俣上川原712-5

懐石 魚惣 0587-97-1127 稲沢市祖父江町祖父江堤外203-18 精肉のマルコウ 0587-97-6663 稲沢市祖父江町四貫堤外1-15
ポニークリーニング
平和堂祖父江店

0587-97-6188
稲沢市祖父江町祖父江高熊111
平和堂1階

海鮮寿し 旬 0587-81-0023 稲沢市祖父江町祖父江居中140-8 ソトー学園 パッソロ教室 0587-97-3448 稲沢市祖父江町中牧1428 マツオカ 祖父江店 0587-98-1251
稲沢市祖父江町祖父江高熊111
平和堂2階

カイロあけび 080-6942-6794 稲沢市祖父江町森上本郷四70-3 ソトー学園 ヤマハ音楽教室 0587-97-3448 稲沢市祖父江町中牧1428 (株)松山農産 0587-97-4150 稲沢市祖父江町祖父江松山117

カットスタジオ・トライ 0587-97-6946 稲沢市祖父江町祖父江南川原47 ソトー学園 書道教室 0587-97-3448 稲沢市祖父江町中牧1428 ㈲ 丸甲水道 0587-97-2839 稲沢市祖父江町三丸渕二段割65

(資)加藤石油 0587-97-0678 稲沢市祖父江町上牧下川田428-1 (同)祖父江商工販売 0587-96-9909 稲沢市祖父江町山崎下枇486-1 まんか書店　桜方店 0587-97-5947 稲沢市祖父江町桜方上切4-8

かふぇぎゃらりぃ類 0587-97-1203 稲沢市祖父江町山崎柿山84 祖父江製油(株) 0587-97-0134 稲沢市祖父江町祖父江下川田35 美甘珈琲 0587-97-8454 稲沢市祖父江町本甲宮前30-3

カフェShinta 0587-98-3088 稲沢市祖父江町三丸渕郷裏47 祖父江ブラザー商会 0587-97-6662 稲沢市祖父江町祖父江高熊423-1 美濃勝商店 0587-97-0520 稲沢市祖父江町森上本郷六21-2

神や酒店 0587-97-5567 稲沢市祖父江町山崎十八山69-1 (株)大陽塗装工業 0587-50-5618 稲沢市祖父江町中牧堤外川1640 メガネわたなべ 0587-97-5878 稲沢市祖父江町祖父江南川原91

季節料理しろ石 0587-97-8486 稲沢市祖父江町上牧東69-3 田島珈琲店 0587-74-7344 稲沢市祖父江町三丸渕古宮134 moku・moku 0587-97-6260 稲沢市祖父江町森上本郷九19-2

喫茶コープ 0587-97-2244 稲沢市祖父江町森上本郷九35 中華料理 テンハオ 0587-97-4109 稲沢市祖父江町上牧東12 (株)森上製油所 0587-97-1810 稲沢市祖父江町森上本郷七18-14

喫茶スワン 0587-97-1554 稲沢市祖父江町中牧563 中国料理 タオチエ 0587-97-0495 稲沢市祖父江町本甲大溝8 八百トウ商店 0587-97-0378 稲沢市祖父江町森上本郷六33-1

喫茶むげん 0587-97-5125 稲沢市祖父江町四貫中通り18 中国料理 北京 0587-97-0501 稲沢市祖父江町祖父江北方54 焼肉正ちゃん 0587-97-1129 稲沢市祖父江町祖父江外平150-63

喫茶もんきい 0587-97-5490 稲沢市祖父江町祖父江南方122-1
中日新聞祖父江専売所
加藤新聞店

0587-97-2772 稲沢市祖父江町祖父江高熊343-2 焼肉・中華 お多福 0587-97-5177 稲沢市祖父江町祖父江南川原204

喫茶ライン 0587-97-4134 稲沢市祖父江町二俣須賀垂180-32 椿園(株) 0587-97-0641 稲沢市祖父江町本甲大溝116 山内時計店 0587-97-0516 稲沢市祖父江町祖父江居中159

喫茶リッキー 0587-97-0686 稲沢市祖父江町祖父江宮西20 鉄板焼・お好み焼 まろん田 0587-81-0388 稲沢市祖父江町祖父江広口28 山田海苔店 0587-97-5069 稲沢市祖父江町甲新田甲中163

ぎふ初寿司 祖父江店 0587-97-8677 稲沢市祖父江町三丸渕七屋敷22-2 でんかのまなっくす 0587-97-1020 稲沢市祖父江町大牧郷中60 理容イトウ 0587-97-2964 稲沢市祖父江町甲新田イ六78-5

木彫 山二 0587-97-5602 稲沢市祖父江町本甲大溝西47-2 ㈲時田農園 0587-97-0626 稲沢市祖父江町山崎本中12 ル・シアン 0587-97-2948 稲沢市祖父江町二俣東川原3-1

(株)キマタ 0587-97-0250 稲沢市祖父江町本甲神明北64 徳永理容院 0587-97-1635 稲沢市祖父江町祖父江高熊190-1 Y'z hair 0587-97-0794 稲沢市祖父江町祖父江外平150-56

キャッスル 0587-97-3690 稲沢市祖父江町三丸渕駅通69-1 冨田自動車 0587-97-2923 稲沢市祖父江町山崎上屋敷361 和菓子菊園 0587-97-1592 稲沢市祖父江町三丸渕寺東134

果物・魚 八百ミネ 0587-97-0435 稲沢市祖父江町祖父江南川原80-2 バーバーカワイ 0587-97-1545 稲沢市祖父江町祖父江居中147-30

こいで理容室 0587-97-1452 稲沢市祖父江町祖父江南方1-1 (有)花一 0587-97-8815 稲沢市祖父江町三丸渕中通り19-1

【お詫びと訂正】

※「ばんばん亭」は都合により受け入れを中止しております。

いなざわ飲食・商店エール券　取扱参加店舗一覧
＜　祖　父　江　地　区　＞


