
にっしんプレミアム付商品券取扱店 地区別一覧 (Ｒ２.１０.１６現在)（申込概算） 

 赤  池  

とうふや豆蔵 プライムツリー赤池店 052-746-1968 食料品店 

スクール日進 052-805-1234 衣料品店 

竹内金物店 052-801-1534 生活雑貨店 

FOR PRIDE.inc 052-680-7390 その他小売店 

早川人形 052-804-1125 その他小売店 

サイクルステージマルヤス 日進赤池店 052-717-4690 その他小売店 

フラワーショップオリーブ 052-803-4187 その他小売店 

サイクルベースあさひ プライムツリー赤池店  052-800-1720 その他小売店 

サンドラッグ プライムツリー赤池店  052-880-2031 その他小売店 

とりとり亭 赤池店 052-804-7811 飲食店 

いづ家 本店 052-801-7585 飲食店 

㈱朝熊 052-802-7778 飲食店 

農家レストラン たまねぎ 052-848-8991 飲食店 

スナック ナイトステーション 052-803-6565 飲食店 

ステーキのあさくま本店 052-801-3276 飲食店 

美容室＆エステ ホワイトルーム 052-804-4751 理美容店・エステ 

POLA エステ イン ルミエール 0120-98-2556 理美容店・エステ 

美容室 ZAC SOWAKA 052-806-2739 理美容店・エステ 

整体院心斗 080-4217-2815 生活関連サービス業 

㈲カンテック 052-801-6936 建設関連、リフォーム業 

㈱ワンダーランド 052-807-1117 建設関連、リフォーム業 

中日新聞赤池専売店㈱永野新聞舗 052-800-2221 新聞販売店 

グリーンリサイクルサービス 052-807-7080 その他サービス業 

日本ビジネスコンサルタント 090-4403-7288 その他サービス業 

タイ古式ほぐし＆ヨガ ハンモック 052-838-9301 その他サービス業 

 浅  田  

㈲浅井米穀店 0120-39-8883 食料品店 

はいから菓子工房 MITSUBA 052-802-3111 和洋菓子店 

ファミリーマート 日進浅田町店 052-800-2751 コンビニ 

井精酒店 052-801-5316 その他小売店 

㈲マルフク 052-806-0069 その他小売店 

ふとんの福安 052-801-0360 その他小売店 

ユーロカープ㈱ 052-806-1547 その他小売店 

カフェレスト ブルボン 052-802-3303 飲食店 

陽なたぼっこ 052-680-8319 飲食店 

手もみラーメン来楽軒 赤池店 052-805-7300 飲食店 

酒楽みのり 052-802-6430 飲食店 

居酒屋 大笑 052-803-9811 飲食店 

HAIR SALON ASAI 052-802-1426 理美容店・エステ 

hair salon KANOU 052-801-0618 理美容店・エステ 

浅田クリーニング店 052-801-3615 生活関連サービス業 

エー.ティー.エス 090-2685-9229 建設関連、リフォーム業 

彩 kura works 052-898-1640 建設関連、リフォーム業 

中日新聞 日進浅田専売店 福安新聞店 052-803-7367 新聞販売店 

写真館 フラットフィールド 052-804-3289 その他サービス業 

屋外広告のサンコーアド 052-807-2205 その他サービス業 

㈱名豆食品 052-802-2025 その他 

 梅森・野方  

㈱きらや酒店 052-801-5246 食料品店 

いとう屋 0120-38-5210 その他小売店 

キャッツ アイ 052-807-8700 飲食店 

花ゆい 052-680-9255 飲食店 

コメダ珈琲店 梅森台店 052-803-3591 飲食店 

しょうゆ亭 052-801-0701 飲食店 

スタジオ HAIR DOME 052-802-3801 理美容店・エステ 

ヘアーサロンシャンク 052-803-5828 理美容店・エステ 

日本緑地㈱ 0561-73-1263 建設関連、リフォーム業 

中日新聞岩崎香久山専売店奥田新聞店 052-806-1022 新聞販売店 

たけよし はり灸 接骨院 052-893-6641 その他 

 蟹  甲  

日進園芸センター 0561-72-0016 食料品店 

学生服の志みづ屋 0561-72-0008 衣料品店 

槌屋製菓舗 0561-72-0129 和洋菓子店 

㈱まるつや 0561-72-0030 その他小売店 

萩野商店 0561-72-1102 その他小売店 

丸源ラーメン 日進店 0561-75-6577 飲食店 

喫茶軽食 ふみ 0561-73-7506 飲食店 

あみやき亭 日進店 0561-72-8877 飲食店 

和風麺処サガミ 日進店 0561-73-2335 飲食店 

わか松（おそば・日本料理） 0561-73-8231 飲食店 

まいどおおきに 日進かにこう食堂 0561-73-7300 飲食店 

スローカフェゆったり  飲食店 

 蟹  甲  

台湾料理聚仙閣 0561-73-7355 飲食店 

ファミリーマート 日進蟹甲店 0561-75-5101 コンビニ 

㈲わこう 0561-65-3691 建設関連、リフォーム業 

PROSHOP HAMAJIMA 0561-72-0059 建設関連、リフォーム業 

㈱中川不動産事務所 0561-72-1001 その他 

 本  郷  

㈲日進書房 0561-72-0144 その他小売店 

RAYS 0561-72-8444 その他小売店 

さんきゅう丸 0561-72-5060 飲食店 

カフェヴァンベール 0561-76-3989 飲食店 

食彩 あさ乃 0561-75-5830 飲食店 

本郷美容室 0561-73-1199 理美容店、エステ 

中日新聞 日進中部専売店 塚本新聞店 0561-73-8853 新聞販売店 

 藤枝・東山  

井桁堂（名古屋ふらんす） 0561-73-4601 和洋菓子店 

ファミリーマート 日進東山店 0561-75-5233 コンビニ 

タンドリーキッチン 日進店 0561-73-5085 飲食店 

好味家 0561-78-3608 飲食店 

台湾料理 華福楼 0561-73-2332 飲食店 

焼肉 源蔵・日進店 0561-74-7387 飲食店 

理容クボタ 0561-72-0395 理美容店、エステ 

丸信畳店 0561-73-5837 生活関連サービス業 

日進東山ゴルフセンター 0561-73-1105 その他サービス業 

田中自動車㈱ 0561-72-0551 その他 

 折  戸  

水島食品 0561-72-0019 食料品店 

寿し正 0561-74-5060 飲食店 

星の王子さま２ 0561-73-2223 飲食店 

喫茶さんとれいん 0561-74-3355 飲食店 

味処 福豊 0561-73-1186 飲食店 

㈱伊豆原建設 0561-72-0208 建設関連、リフォーム業 

ガラス・サッシ 川本商事 0561-72-1162 建設関連、リフォーム業 

樹風 0561-78-2778 建設関連、リフォーム業 

中日新聞 日進折戸専売店 内山新聞店 0561-73-3514 新聞販売店 

With 総合治療院 0561-79-8095 その他サービス業 

   栄  

＆-AND（アンド）※拓穂工務店直営ショップ 0561-56-3100 生活雑貨店 

ケーキ工房 くりんここ 0561-72-5766 和洋菓子店 

菓宗庵 日進店 0561-72-5988 和洋菓子店 

ヴィトール日進 0561-73-6444 家電販売店 

キクチメガネ 日進店 0561-72-1205 その他小売店 

フラワーランド 0561-72-5430 その他小売店 

クエスト日進 0561-73-5780 その他小売店 

スギドラッグフィール 日進店 0561-41-8131 その他小売店 

トヨタ生活協同組合 日進売店 0561-72-3927 その他小売店 

一善飯店 0561-74-1559 飲食店 

やじろべえ 日進店 0561-75-0111 飲食店 

キャナリィロウ 日進店 0561-73-7519 飲食店 

ビストロ・プチ・ヴェール 0561-75-5267 飲食店 

やきとり大吉 日進駅店 0561-74-5464 飲食店 

台湾料理 味鮮園 日進店 0561-72-8929 飲食店 

香川建築事務所 0561-73-3327 その他サービス業 

JLCトラベルプラザ 0561-73-3070 その他サービス業 

 南 ケ 丘  

㈱日進山田電機 0561-72-2601 家電販売店 

美容室ムーランムージュ 0561-72-3323 理美容店・エステ 

㈲イワコー 0561-73-6079 建設関連、リフォーム業 

カワニシ薬局 0561-72-2915 その他 

 米 野 木  

久野米穀店 0561-72-0205 食料品店 

ヤマダヤ 0561-72-0460 衣料品店 

㈱山金商事 0561-72-1160 生活雑貨店 

PĀTISSERIE 結 0561-73-8656 和洋菓子店 

アルパカ・パカ 0561-56-3500 その他小売店 

おぶつだんの三千堂 0561-74-5101 その他小売店 

福林飯店 0561-72-7375 飲食店 

ラパンシェリ 0561-73-5329 飲食店 

やきとり大吉 米野木駅店 0561-72-3833 飲食店 

雅～MIYABI～ 0561-78-6509 飲食店 

コメダ珈琲 日進米野木店 0561-73-8010 飲食店 

tanglad café －タンラッドカフェ－ 0561-59-4635 飲食店 

HAIR’S U 0561-73-3375 理美容店・エステ 



にっしんプレミアム付商品券取扱店 地区別一覧 (Ｒ２.１０.１６現在)（申込概算） 

 米 野 木  

㈱鈴木工務店 0561-72-0521 建設関連、リフォーム業 

㈲余語塗工店 0561-72-0153 建設関連、リフォーム業 

伊駒建設㈱ 0561-73-6231 建設関連、リフォーム業 

㈲丸中製材所 0561-72-0050 建設関連、リフォーム業 

櫻整体 0561-73-9898 その他サービス業 

余語印刷株式会社 0561-73-4545 その他サービス業 

武田ボディショップ 0561-73-8266 その他サービス業 

K-Field 0561-75-7117 その他サービス業 

愛知牧場モーハウス 0561-72-1300 その他 

 三 本 木  

㈱玉商・タマノヤ酒類販売 0561-73-3122 食料品店 

ファミリーマート 日進三本木町店  0561-72-2000 コンビニ 

ソネ薬局 0561-73-9126 その他小売店 

駒寿し 0561-73-2168 飲食店 

イエローパンプキン 0561-73-7730 飲食店 

とんかつ いし河 0561-73-9707 飲食店 

カフェレストジミー 0561-73-6780 飲食店 

ゆったり工房 0561-74-1943 飲食店 

中国菜館 味味 0561-73-7655 飲食店 

 岩  藤  

京屋 0561-72-0841 食料品店 

ツカモトヤ 0561-72-0141 衣料品店 

ベルトゥリー 0561-72-8287 飲食店 

喫茶 紫苑 0561-74-0055 飲食店 

理容アサイ 0561-72-0674 理美容店・エステ 

クリーニング みわ 0561-72-3210 生活関連サービス業 

ヤマサリビング㈱ 0561-72-3001 建設関連、リフォーム業 

中日新聞五色園専売店 小出新聞店 0561-74-5079 新聞販売店 

 藤  島  

RICE＆FOODS キトウ 0561-74-5400 食料品店 

丸福タイヤ商会 0561-72-2755 その他小売店 

コーヒーランチ ファーマ 0561-72-2171 飲食店 

エフエフ 0561-74-2818 飲食店 

近藤ドライクリーニング 0561-72-2659 生活関連サービス業 

 岩  崎  

リカーショップミナミ 0561-73-5805 食料品店 

defi HATAYAinc  0561-72-0075 衣料品店 

小野田電気 0561-72-0070 家電販売店 

シミズ家具 0561-72-0535 その他小売店 

エムシーアイ 0561-73-4661 その他小売店 

㈱加藤サイクル 0561-72-0071 その他小売店 

㈱シルクルス 0561-72-0007 その他小売店 

スギドラッグ 香久山店 0561-75-5471 その他小売店 

咲蔵珈琲 0561-56-4439 飲食店 

四川 China 八兵衛 0561-72-5757 飲食店 

居酒屋たま太 0561-74-1700 飲食店 

源六寿司 0561-73-7525 飲食店 

カラオケ居酒屋ジョイ 0561-73-6638 飲食店 

まるや本店 日進香久山店 0561-73-9008 飲食店 

Pasta クオーレ 0561-41-8782 飲食店 

HOT 0561-74-7792 飲食店 

さち美容院 0561-72-2812 理美容店・エステ 

美容室リバーサイド 0561-73-8296 理美容店・エステ 

牧自動車 0561-73-1517 生活関連サービス業 

㈱テラモト 0561-72-0073 生活関連サービス業 

一休ほねつぎ 0561-76-2902 生活関連サービス業 

㈱アシスト 0561-76-6838 建設関連、リフォーム業 

㈱岩崎ガラス建窓 0561-72-1682 建設関連、リフォーム業 

㈱山本工務店 0561-73-7711 建設関連、リフォーム業 

ASA日進 052-807-3458 新聞販売店 

㈲松田薬局 0561-73-6811 その他サービス業 

ギターショップデュース デューススタジオ  052-711-1190 その他サービス業 

にっしんたろう接骨院 0561-72-0015 その他 

 香 久 山  

スクールショップ香久山 052-800-8633 衣料品店 

PATISSERIE MILLE GRUE 052-806-2696 和洋菓子店 

バイシクル リンユウ 052-808-1456 その他小売店 

フラワーショップ 花かんざし 052-805-8783 その他小売店 

中国酒家 山下 052-805-9060 飲食店 

 竹 の 山  

しふぉんけーきのお店 きりむきり 0561-76-5611 和洋菓子店 

アスキース 0561-74-2227 その他小売店 

 竹 の 山  

ココカラファイン 竹の山店 0561-75-6581 その他小売店 

ジムキング 竹の山店 0561-72-2133 その他小売店 

ファーマーズキッチン ザ・グラム 0561-75-5959 飲食店 

and café 0561-72-8887 飲食店 

Tea Bar 碧落 0561-73-7237 飲食店 

モスバーガー 日進竹の山店 0561-75-5070 飲食店 

にぎり長次郎 日進竹の山店 0561-56-7066 飲食店 

お好み焼本舗 日進竹の山店 0561-75-5575 飲食店 

café hitoToki 0561-76-7544 飲食店 

竹の山ダイニング 手石 0561-76-9177 飲食店 

コメダ珈琲店 日進竹の山店 0561-72-6022 飲食店 

ステーキ宮 日進竹の山店 0561-72-8655 飲食店 

鞍馬 アオキスーパー日進店 0561-75-5788 飲食店 

ブリットボウル 0561-72-6791 飲食店 

味仙 0561-73-3888 飲食店 

和食さと日進店 0561-73-1611 飲食店 

The 365 stand 0561-73-5665 飲食店 

THREE LITTLE PIGS 0561-76-1233 飲食店 

やきとり一式左門 0561-74-7855 飲食店 

欧風家庭料理 ラ・プリマベーラ  0561-73-4638 飲食店 

チーズマリノ 日進店 0561-75-2272 飲食店 

Brain-Plus 090-2012-9839 生活関連サービス業 

POTOS HOUSE ぽとす はうす 0120-755-127 建設関連、リフォーム業 

コスモス調剤薬局 0561-74-6317 その他 

JEWELRY SCHINT ジュエリーシーン 0561-74-5609 その他 

あいち熊木クリニック 0561-75-5707 その他 

 北  新  

セブン－イレブン 日進北新町店  0561-72-0151 コンビニ 

食彩 阿蔵 0561-72-8585 飲食店 

無農薬珈琲とおばんざい ばぁばのお菜どころ・ダイヤモンド  0561-73-3936 飲食店 

㈲肥田ガラス 0561-73-2567 建設関連、リフォーム業 

 五 色 園  

鈴木米穀店 0561-73-3929 食料品店 

八尾勘五色園酒店 0561-72-3163 食料品店 

キッチン照 0561-72-0307 飲食店 

ユアーズ 0561-72-3017 理美容店・エステ 

   

★下記の店舗は「大型店・中小店共通券」のみご利用できます 

 大 型 店  

フィール 日進店 0561-74-8088 食料品店 

コープあいち コープ日進店 0561-72-3321 食料品店 

アオキスーパー 日進店 0561-75-5601 食料品店 

イトーヨーカドー 赤池店 052-805-2111 食料品店 

ピアゴ ラ：フーズコア 赤池店  052-804-5911 食料品店 

スーパーマーケットバロー 日進岩崎店 0561-75-6550 食料品店 

マックスバリュ 米野木店 0561-72-6733 食料品店 

洋服の青山 日進梅森台店 052-806-9995 衣料品店 

ダイソーホームセンターコーナン 日進店 052-800-0257 生活雑貨店 

エディオン 日進竹の山店 0561-74-8511 家電販売店 

㈱ヤマダ電機テックランド 日進店  052-809-2050 家電販売店 

コジマ×ビッグカメラ プライムツリー赤池  052-807-5200 家電販売店 

スギドラッグ 赤池店 052-746-0311 その他小売店 

ツルハドラッグ 日進赤池店 052-800-3268 その他小売店 

ドラッグ スギヤマ 米野木店 0561-75-5441 その他小売店 

ココカラファイン 日進香久山店  0561-75-5150 その他小売店 

ＤＣＭカーマ 日進竹の山店 0561-75-5911 その他小売店 

ホームセンターコーナン 日進店  052-800-0257 その他小売店 

MEGA ドン・キホーテ UNY 香久山店 052-807-5711 その他小売店 

㈱ニトリ 日進店 052-848-0033 その他小売店 

サンドラッグ 日進駅前店 0561-75-5731 その他小売店 

V・drug 日進栄店 0561-56-0980 その他小売店 

V・drug 赤池店 052-848-9581 その他小売店 

V・drug 米野木店 0561-41-8901 その他小売店 

アカチャンホンポ プライムツリー赤池店 052-800-5525 その他小売店 

ビックトイズプライムツリー赤池店 052-807-8881 その他小売店  


