番号 店舗名

店舗所在地

業種

電話番号

野笹町2-5-65MEGAドン・キホーテUNY2F

衣料・ファッション

0574-26-3839

下米田町小山1077

衣料・ファッション

0574-27-2440

3 rofmia

太田本町2-8-9

衣料・ファッション

0574-49-6231

4 Soleil

太田本町3-4-13

衣料・ファッション

0574-42-6062

5 アラカワ

加茂川町2-8-22

衣料・ファッション

0574-25-5033

6 エル

太田町2689-2

衣料・ファッション

0574-28-0363

7 きくや

加茂野町今泉422

衣料・ファッション

0574-26-4516

森山町3-13-21

衣料・ファッション

0574-25-2709

野笹町2-5-65MEGAドン・キホーテUNY2F

衣料・ファッション

0574-27-7328

10 トラヤ洋品店

太田町3526-1

衣料・ファッション

0574-25-7803

11 名紳

山手町1-108

衣料・ファッション

0574-27-2828

衣料・ファッション

0574-25-2725

太田町2683

衣料・ファッション

0574-25-2845

14 CAFE & PIZZA DELTA

御門町2-6-6リバーポートパーク美濃加茂内

飲食店

080-8267-4108

15 cafe どるふぃん

野笹町1-7-8ひつじやハイツA101

飲食店

0574-27-5622

16 coffee Club 5＆5

下米田町今647-2

飲食店

0574-28-0801

17 Coffee Room MILK

下米田町西脇35-1

飲食店

0574-28-3688

18 Nouen

山之上町1093-3

飲食店

0574-66-2989

1 Array
2 PHILLIP

66

8 きもの・おしゃれ衣料・学生服
9 クランベリー
美濃加茂店

12 ほその

いまえだ

他に利用できる店舗名

森山町1-4-1

13 ヨシダ靴店

太田店

Cafe

キャンパスショップHOSONO(ドンキ内）

山牛精肉店

19 Re・Nitro

太田町1938-1

飲食店

0574-48-8207

20 THE SHIP

太田本町4-2-10

飲食店

070-8452-6207

21 TOM’S惣YA

古井町下古井2982-11

飲食店

0574-25-3345

22 アオキーズピザ美濃加茂店

古井町下古井468セントラルビル1F

飲食店

0574-27-3399

23 味よし食堂

太田町1776-1

飲食店

0574-27-1734

24 あづま園

太田町3553

飲食店

0574-26-2515

25 居酒屋

森山町2-1-22

飲食店

0574-25-5273

飲食店

090-3157-4888

き助

26 居酒屋＆カラオケさっちゃん

太田町2533-2

27 居酒屋IKKi

太田町1823-5タウンロイヤル1F

飲食店

0574-49-7829

28 うおしげ

太田本町4-2-1

飲食店

0574-26-0337

29 魚武

太田本町2-2-7

飲食店

0574-25-2072

30 美らさ

田島町3-6-1

飲食店

090-4798-0023

31 エスポアール

下米田町西脇1265-5

飲食店

0574-27-4588

32 オイスターバー夜光虫

太田町1754-1則竹第一ビル1F

飲食店

080-7582-4956

33 王府

新池町2-4-63

飲食店

0574-42-8142

34 太田宿中山道会館

太田本町3-3-31

飲食店

0574-23-2200

35 お食事処

本郷町4-5-61

飲食店

0574-27-2156

太田本町4-2-12

飲食店

090-7022-8723

一騎

ますの家

36 おちゃっこ日和

オレンジビル3F-B

宮城の牡蠣小屋、御料理あだち

番号 店舗名

店舗所在地

他に利用できる店舗名

業種

電話番号

37 お料理さかえ

古井町下古井505

飲食店

0574-26-3138

38 かくれ家空間りゅー

牧野小林2235-1

飲食店

0574-25-9666

39 かくれ酒房

前平町1-123-1エンパイヤヒルズ1F

飲食店

0574-27-5432

下米田町今431-1

飲食店

0574-25-8825

41 カフェレスト・オリーブ

太田本町4-1-16

飲食店

0574-25-0880

42 (株)末広飯店

本郷町5-13-32

飲食店

0574-27-3628

加茂川町3-7-17

飲食店

0574-25-0770

森山町4-5-5

飲食店

090-7431-7825

山手町1-120-1

飲食店

0574-28-4911

46 木曽寿し

田島町1-12-2

飲食店

0574-25-4100

47 喫茶

ジグザグ

太田町172-2

飲食店

0574-25-9605

48 喫茶

楓

蜂屋町中蜂屋3309-1

飲食店

0574-26-2456

49 喫茶

ブレイク

加茂野町今泉594

飲食店

0574-27-2488

50 喫茶

ポメロ

太田町3519-1

飲食店

0574-25-3758

51 喫茶

美加

太田本町2-10-21

飲食店

0574-25-3334

52 喫茶「むくの木」

新池町3-4-1総合福祉会館内

飲食店

0574-28-6111

53 喫茶軽食

牧野2982-1

飲食店

0574-25-7567

54 喫茶ペペメール

古井町下古井2971-2

飲食店

0574-25-3746

55 ぎふ初寿司

前平町1-15

飲食店

0574-25-0840

太田町4174-2

飲食店

ー

伊深町895

飲食店

0574-29-3011

58 くらめし

太田町4338

飲食店

090-2583-7986

59 元禄荘

太田町4297

飲食店

0574-25-2651

60 孔府館

蜂屋町下蜂屋1698-1

飲食店

0574-27-5776

山之上町1091-84

飲食店

0574-27-3227

森山町３-11-20

飲食店

0574-25-0277

63 珈琲倶楽部ペパーミント

新池町1-9-1

飲食店

0574-27-6884

64 個室居酒屋

太田町4268一番街ビル1F

飲食店

0574-66-6811

太田町1766-1

飲食店

090-7031-5313

新池町1-8-11

飲食店

0574-23-2139

67 しいたけ家 ありがとう。

太田町1926-2

飲食店

0574-40-8018

68 十割そば

さと八

蜂屋町中蜂屋3822-1

飲食店

0574-42-8628

69 食彩酒房

萬満

川合町1-13-10

飲食店

0574-66-1353

70 白王龍（ぱいわんろん）

太田町1935-2

飲食店

0574-26-5029

71 寿し勝

西町2-55

飲食店

0574-26-8823

72 すしの関脇みやこ

太田町2689-2

飲食店

0574-24-0386

鷹

40 カフェレスト

43 かも川茶寮

トライアングル

うを完

44 カラオケ居酒屋ひばり
45 カレーハウスCoCo壱番屋

美濃加茂山手町店

白山
美濃加茂分店

56 ギャザ
57 旧伊深村役場庁舎

61 珈琲館

いぶカフェ

童夢

62 珈琲倶楽部

65 小料理

ぽえむ
こもれび

66 酒籠

かをり
ともじ

番号 店舗名

店舗所在地

73 スナック

大樹

太田町1743-2

他に利用できる店舗名
則竹ビル2F

業種

電話番号

飲食店

0574-28-8775

74 スナック樹林

太田町1746則竹プラザ2F

飲食店

0574-28-1717

75 炭火焼鳥けんちゃん

太田町2800-4

飲食店

090-4089-2411

76 台湾家庭料理桃園

牧野2205-3

飲食店

0574-48-8258

77 台湾料理

四季紅

太田町2898-1

飲食店

0574-27-7089

78 台湾料理

萬満

川合町2-8-21

飲食店

0574-27-1858

79 だんごろうず

太田町2322-3

飲食店

0574-26-3345

80 茶めし処

ゆず

蜂屋町下蜂屋2176-2

飲食店

0574-26-6188

81 中華そば

らいん

太田町1831-5

飲食店

0574-27-1322

82 中国料理

味道

加茂川町1-4-17

飲食店

0574-28-6351

83 中国料理

シャンサイ

牧野2556-1

飲食店

080-3615-0358

84 てっぺん

山手町3-103サンテラス山手103

飲食店

0574-28-1228

85 ドルチェヴィータ

太田町1740-1

飲食店

0574-58-5667

86 とんかつ寿々女

太田町1868-2

飲食店

0574-25-2918

87 とんちゃん居酒屋ほへと

西町7-17-1

飲食店

0574-25-8850

88 なんてん食堂

古井町下古井2610-1

飲食店

0574-25-7750

89 日本料理

大手町2-81

飲食店

0574-27-5788

たくあん

極うどん たくあん、仕出し たくあん

90 農園カフェ yamaki（ヤマキ農園）

山之上町1004-3

飲食店

0574-26-5596

91 呑み処たくちゃん

加茂川町3-10-21

飲食店

090-7609-0550

92 のん太

前平町2-71-1

飲食店

0574-28-0606

93 ハッピーズ

加茂野町今泉402-2

飲食店

090-9121-1313

94 花いかだ

下米田町今990

飲食店

0574-25-6846

95 浜焼 栗゛

太田町2541-3

飲食店

090-8868-3878

96 春復

太田町1765-2駅前ショッピングビル1F

飲食店

0574-28-3390

太田町4175-2

飲食店

0574-26-0788

98 ぷるぷるホルモン

太田町1764-1美濃加茂ステーションホテル1F

飲食店

0574-27-5771

99 ホワンロン

太田町1743-2

飲食店

090-8437-1113

100 本格焼酎バー五代目和助＆ガーデンコート

太田本町2-8-18

飲食店

090-3157-6278

101 まどか家

太田町1765-2駅前ショピングビル2F

飲食店

0574-49-8204

102 マンマミーア美濃加茂店

下米田町今270-1

飲食店

0574-58-7302

103 みどり屋

加茂野町木野468-29

飲食店

0574-26-3597

104 美濃加茂ぼちち

太田町1926-2

飲食店

050-1600-6813

105 焼肉

蜂屋町下蜂屋1612-1

飲食店

0574-28-8585

下米田町今535-1

飲食店

0574-26-2432

107 焼肉みどりや

森山町1-8-30

飲食店

0574-26-0626

108 焼ニク志栄

蜂屋町上蜂屋字柳坪4683

飲食店

0574-49-6500

97 晩酌

はるちゃん

徳寿

106 焼肉処

樹樹
その一

居酒屋HIRO

番号 店舗名

店舗所在地

他に利用できる店舗名

業種

電話番号

109 洋風田舎料理シエスタ

森山町4-3-13

飲食店

0574-27-5445

110 らぁ麺

前平町1-117

飲食店

0574-25-7585

111 ラヴェリタ

新池町2-4-55

飲食店

0574-49-6211

112 リバーポートBBQ

御門町2-6-6リバーポートパーク美濃加茂内

飲食店

0574-49-6717

113 料亭

太田町1878-1

飲食店

0574-26-1271

太田町1896-3

飲食店

0574-25-2850

115 ル・レーヴ夢

加茂野町鷹之巣2313

飲食店

090-9029-0315

116 炉ばた焼

太田町1743-2

飲食店

0574-28-0550

牧野2097-1

飲食店

0574-27-6341

太田町3615-2

飲食店

0574-25-7217

119 和食の轟

加茂川町3-10-21大銀ビル1F

飲食店

070-8543-8125

120 夏樹寿司

牧野小林2158-1

飲食店

0574-26-3999

121 喫茶つみき

三和町川浦1503-４

飲食店

0574-50-1330

122 酒楽たえ

太田本町4-2-3

飲食店

0574-50-8578

123 焼肉一

山手町3-108

飲食店

050-8881-6388

124 㐂楽寿し

森山町1-4-5

飲食店

0574-25-2767

125 あ！寝装広場ワタコウ

前平町1-191

家庭用品・家電

0574-25-3275

126 (株)遠洲屋

森山町2-2-14

家庭用品・家電

0574-25-2724

127 (株)フナハシデンキ

本郷町8-3-24

家庭用品・家電

0574-26-1395

128 電化ショップつちや

森山町3-12-2

家庭用品・家電

0574-25-4128

129 (有)マルケイ電器

太田本町1-2-14

家庭用品・家電

0574-25-2847

山之上町3300-1

観光・運輸・レジャー

0574-25-4111

131 伊瀬ゴルフクラブ

蜂屋町伊瀬524-1

観光・運輸・レジャー

0574-26-3497

132 岐阜交通東部営業所

加茂野町鷹之巣913-3

観光・運輸・レジャー

080-9488-1421

133 新太田タクシー(株)

太田町4361

観光・運輸・レジャー

0574-25-2145

134 ビジネストラベル

太田町2689-2

観光・運輸・レジャー

0574-26-9114

135 (有)ミノカモツーリスト

太田町2565-1シティプラザ美濃加茂1階

観光・運輸・レジャー

0574-25-0323

136 美濃加茂ステーションホテル

太田町1764-1

観光・運輸・レジャー

0574-25-3388

137 クリーニング

牧野2728-7

クリーニング

0574-25-1418

138 クリーニング洗濯館・あらいっ娘

本郷町9-9-26

クリーニング

0574-26-3037

139 フランス屋グループ

太田町2690-2

クリーニング

0574-25-2487

140 ホウトク

川合町1-7-16

クリーニング

0574-26-5263

141 (有)加茂ホンダ

太田町1897-2

自動車関連

0574-25-3206

142 (有)横井サービス

西町8-10-1

自動車関連

0574-25-3785

143 (有)小泉モータース

加茂野町木野865

自動車関連

0574-26-0846

144 GARAGE GUNG FU(株)

前平町2-117-2

自動車関連

0574-24-7199

楽楽

昇月

114 料理旅館

117 和食

福美
ゆう作

辰

118 和食処

若

やきにくはじめ

130 明智ゴルフ倶楽部

賑済寺ゴルフ場

わたなべ

ドライ

クリーニング店

プラザノリタケ1F

カントリーモーニング（バロー内）、カラフェ

番号 店舗名

店舗所在地

他に利用できる店舗名

業種

電話番号

145 WISE BODY

太田町3293-3

自動車関連

0574-24-1314

146 アオヤマオート

下米田町今937-1

自動車関連

0574-25-8434

147 (株)鈴木商会

太田町1885-7

自動車関連

0574-25-2368

148 三和自動車

三和町川浦2578-2

自動車関連

0574-29-1050

島町2-1-3

自動車関連

0574-26-0148

150 にこにこレンタカー美濃加茂店

加茂野町加茂野32-7

自動車関連

0574-42-9010

151 ひおきサービス

牧野1611-2

自動車関連

0574-27-5861

152 ブラウンワークス

本郷町5-7-19

自動車関連

0574-24-7792

153 ミスタータイヤマンみのかも

深田町3-39-1

自動車関連

0574-24-1345

154 矢部鈑金工業所

伊深町1027-1

自動車関連

0574-29-1858

155 (有)セレクトオート

西町2-50

自動車関連

0574-27-3758

156 (有)東海金物店

古井町下古井257

住宅関連

0574-25-2283

157 犬飼製畳本店

本郷町2-6-82

住宅関連

0574-25-2205

158 インテリア

太田町3495-5

住宅関連

0120-07-6662

159 加茂硝子店

深田町1-1-19

住宅関連

0574-25-3666

160 三和木材(株)

西町3-146

住宅関連

0574-26-9467

161 シャルドネ美濃加茂店

太田町2601-1-5

住宅関連

058-216-5190

162 中島畳店

太田町2171-17

住宅関連

0574-25-2297

163 (有)中央木材

古井町下古井468

住宅関連

0574-26-3205

164 (株)バロー

山手町1-35-1

スーパー・ドラックストア

0574-24-1211

165 魚周商店

森山町3-9-9

スーパー・ドラックストア

0574-25-2717

166 オークワ美濃加茂店

下米田町今322-1

スーパー・ドラックストア

0574-24-2521

167 薬の太田第一

太田町2533-3

スーパー・ドラックストア

0574-25-8458

168 コノミヤ美濃加茂店

太田町字城房3593-1

スーパー・ドラックストア

0574-27-1611

169 大島宝石

太田町2540-7

時計・宝石・貴金属品

0574-25-3339

170 木村時計店

太田町2689-17

時計・宝石・貴金属品

0574-25-3238

171 宝造園生花部

太田本町2-4-9

農業・園芸

0574-25-1926

172 フラワーギフトショップはるり

野笹町1-7-8ひつじやハイツA102

農業・園芸

0574-42-9292

173 古井園芸

川合町2-10-29

農業・園芸

0574-26-1634

174 ベジライス

牧野2507

農業・園芸

0574-25-2730

175 (有)みどり屋種苗

太田町2610-5

農業・園芸

0574-25-3217

176 Hair Salon Ken's Bar

新池町2-3-3

美容・理容・ビューティー

0574-26-3933

177 HAIR＆MAKE ウィーポム

太田町171

美容・理容・ビューティー

0574-26-4100

178 Levante

草笛町4-9-22

美容・理容・ビューティー

0574-23-1115

179 ｎ/n beauty space

本郷町4-10-19-3

美容・理容・ビューティー

080-6915-7070

180 tete HAIR FACTORY

本郷町6-5-26

美容・理容・ビューティー

0574-48-8862

149 タイヤショップ

サンキョー

ヤマダ

バロー美濃加茂店

ビクトリーマンション101

番号 店舗名

店舗所在地

他に利用できる店舗名

業種

電話番号

181 tukka

太田町3520-10

美容・理容・ビューティー

0574-42-8528

182 VINOS

太田町1893-7栄進太田ビル3F

美容・理容・ビューティー

0574-58-2955

183 アトリエ・ズームアップ

太田町1734-5

美容・理容・ビューティー

0574-25-2335

184 エンゼル美容室

古井町下古井2561-2

美容・理容・ビューティー

0574-25-7540

185 大美屋

太田町2552

美容・理容・ビューティー

0574-25-2658

蜂屋町下蜂屋2015

美容・理容・ビューティー

0120-26-5989

太田町1749春の屋ビル2F

美容・理容・ビューティー

0574-28-6659

188 ダンディ・ダック

太田町1811-1

美容・理容・ビューティー

0574-26-0541

189 ニューパーマ

西町1-134

美容・理容・ビューティー

0574-25-1919

190 パロマ美容室

太田町2540-8

美容・理容・ビューティー

0574-25-3517

191 美容室

加茂野町鷹之巣1811-5

美容・理容・ビューティー

0574-25-9595

192 美容室オリゴ

川合町2-10-30

美容・理容・ビューティー

080-4965-3690

193 フジ美容室

中富町1-7-23

美容・理容・ビューティー

0574-26-0960

森山町5-1-8

美容・理容・ビューティー

0574-25-0045

田島町4-11-6

美容・理容・ビューティー

0574-26-6302

本郷町9-8-3

美容・理容・ビューティー

0574-26-0455

197 ヘアーステーション

加茂野町木野65-61

美容・理容・ビューティー

0574-28-6670

198 ヘアーメイク・パーソナル

蜂屋町下蜂屋2132-1

美容・理容・ビューティー

0574-49-8859

199 ますい理容

伊深町973-18

美容・理容・ビューティー

0574-29-1158

200 レマーニ

本郷町4-7-26

美容・理容・ビューティー

0574-27-2747

201 (有)パン工房マルヤマ

川合町3-2-22

食品・菓子・パン・酒類

0574-28-6661

202 EBIPain（えびぱん）

加茂川町2-9-2

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-1120

203 JAめぐみの

太田町1891-1

食品・菓子・パン・酒類

0574-28-1223

204 えむちゃん餃子

川合町4-4-17

食品・菓子・パン・酒類

0574-49-7383

205 可児酒店

太田町73

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-2760

206 川登屋

蜂屋町中蜂屋2499-2

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-7137

207 コクウ珈琲

太田本町1-7-1

食品・菓子・パン・酒類

0574-49-9840

208 米問屋

古井町下古井2603-1

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-2549

209 魚徳商店

太田本町2-8-9

食品・菓子・パン・酒類

0574-26-0551

210 たんど～る

あじさいヶ丘1-7

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-7007

211 肉のかた山

山手町1-5

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-7136

212 のうかいちば旬

蜂屋町上蜂屋2232

食品・菓子・パン・酒類

0574-42-9678

213 平井酒店

森山町3-6-32

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-2732

本郷町4-1-34

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-6092

215 マツイ酒店

古井町下古井58

食品・菓子・パン・酒類

0574-26-2876

216 みのかも金蝶堂

太田町2601-1

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-2293

186 カットスペース
187 サロンド

ミユキ

ワイズ
美名美

bianca

194 プライベートヘアサロン
195 ヘア＆フェイス

コサロ

196 ヘアーサロン

マインド
ヤスダ

グリーンセンター1号館

小島屋

214 ファミリーショップ

さかくら

スミレ理容院

美濃加茂製パン処わかお、蜂屋製造直売所

番号 店舗名

店舗所在地

業種

電話番号

下米田町今550-3

食品・菓子・パン・酒類

0574-26-0362

218 御代桜醸造(株)

太田本町3-2-9

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-3428

219 森土建・新鮮野菜のじいちゃん屋

牧野1666-2

食品・菓子・パン・酒類

090-3956-4882

220 モリフルーツ

太田町3519-1

食品・菓子・パン・酒類

0574-26-2886

221 (有)ナチュラルハウス木村

太田町4-5

食品・菓子・パン・酒類

0574-25-6929

222 洋菓子店 Kana.

加茂川町1-3024-1

食品・菓子・パン・酒類

0574-66-1216

223 和洋菓子処

新池町3-6-8

食品・菓子・パン・酒類

0574-24-0702

食品・菓子・パン・酒類

0574-54-1355

217 美濃屋

川合製菓

丸重

他に利用できる店舗名

モリフルーツ直営丸平農園

224 わらべ村

加茂野町鷹之巣342

225 七森酒店

加茂川町2-10-5

食品・菓子・パン・酒類

0574-26-2745

226 (有)夢幸望

牧野1932-74

その他

0574-26-2280

227 (有)八代生商店

太田町3258-1

その他

0574-25-3158

228 (有)フォトスタジオウチダ

古井町下古井2975-9

その他

0574-25-3081

229 HUT BOOKSTORE

太田本町2-4-8

その他

0574-40-4472

230 あい鍼灸・マッサージ院

田島町３-22-17

その他

0574-58-3765

231 犬の美容室

太田町3520

その他

0574-28-8712

232 小澤欣花園

太田町2689-47

その他

0574-25-2066

233 (株)邦栄

太田町1855-7

その他

0574-25-1983

234 サイクル中村

本郷町9-13-11

その他

0574-25-4354

235 シティホテル美濃加茂

太田町2565-1

その他

0574-27-1122

加茂川町1-5-16

その他

0574-25-1175

新池町1-7-6

その他

0574-66-2535

238 中濃瓦斯(株)

川合町3-2-7

その他

0574-26-3148

239 西町延寿堂

西町8-27

その他

0574-25-9178

蜂屋町上蜂屋4679

その他

0574-24-1044

241 バルーンワークスSORA

加茂野町鷹之巣1480

その他

0574-66-6360

242 ブライダルサカエ

新池町1-10-17

その他

0574-28-8311

243 丸平商会

下米田町小山77-2

その他

0574-26-0929

244 美濃加茂ガス(株)

前平町1-65

その他

0574-27-1211

245 美濃加茂サービスエリア売店

蜂屋町上蜂屋2564

その他

0574-24-5353

246 レトロスタイル雑貨店

太田町4224

その他

0574-28-0390

236 シャディ

Merry1

237 整体

ギフトプラザ

富貴園

まつもと

240 パソコン教室わかるとできる

みのかも校

スウィートフィッシュ

Wara Vege

