
特典

地域の方々に「愛される」いこいの場となるようにサービスの提
供をして参ります。みなさんお気軽にお立ち寄りくださいませ！！

30
代官町1-21

営／火～金16：00～24：00
　　（LO料理23：00/ドリンク23：30）
　　土・日祝12：00～24：00
休／月曜ただし祝日の場合は営業、翌々日休

Tel.052-908-9829肉乃小野寺
飲食

塩ねぎ牛タン　通常1,380円→980円（税込）
※お1人様3,000円以上のご飲食毎に適応

［東桜・山吹・東白壁学区］ ［葵・筒井学区］

4

特典

カット4,950円～　カット＆カラー11,000円～　
カット＆パーマ11,000円～　トリートメント3,850円～

29
代官町1-3-4

営／9：30～（最終受付 カット18：00
　　　　　　パーマ・カラー17：30）
休／毎週月曜日、第2・3火曜日

Tel.052-934-1515general hair（ジェネラル ヘアー）
美容院

新規のお客様限定ALL20％OFF

特典

創業120年受け継がれる秘伝のたれ。蔦がからまる都会
のオアシスで厳選されたうなぎをお召し上がり下さい。

32
東桜2-15-22

営／11：00～14：00(LO13：30)
休／月曜日

Tel.052-931-4104多門亭ひつまぶし
飲食

ソフトドリンク又はフルーツ
サービス

特典

コンセプトは「我が家」おひとりおひとりの想いを大切に。
その想いに相応しい最後の時をお過ごしいただける空間。

31
徳川1-913

営／年中無休
休／なし

Tel.052-930-4444紫雲殿徳川斎場
冠婚葬祭

粗品進呈

特典

完全予約少人数貸し切り制のワインバー。

34
東外堀町32
鈴木ビル2階

営／12：00～23：30
休／不定休

Tel.非公開ワインの森 PAR AVION
飲食

さんけん茶ペットボトル
1本（500ml)プレゼント

特典

東桜で10年以上経営している家族でがんばるトルコ料理店
です。お子様にも食べやすいパスタやピザもありますよ！

33
東桜2-15-39
グランドール東桜1F

営／11：00～15：00(LO14：30)
　　17：30～23：00(LO22：15)
　　日・月17：30～22：00(LO21：15)
休／火曜日

Tel.052-931-3131トルコ料理とイタリアンのお店  TAXiM
飲食

1,000円以上のご飲食で、お子様（中学生以下の方）に
トルコアイス（ミニ）をサービス

特典

横山美術館は明治・大正時代に日本で制作され海外に輸
出された陶磁器の里帰り品を展示してある美術館です。

36
葵1-1-21

営／10：00～17：00
休／月曜日（祝日の場合は翌平日休）

Tel.052-931-0006公益財団法人 横山美術館
ミュージアム

入場券200円割引　一般1,000円⇒800円
高大学生・シニア65歳以上800円⇒600円

特典

全席ソファー席で、くつろげる隠れ家シーシャカフェです。
物販も充実の品揃えでお待ちしております。

35
東外堀町32
鈴木ビル3F

営／18：00～25：00（月～土）
　　18：00～23：00（日）
休／不定休

Tel.052-746-9389Shisha Café POLARIS
飲食

シーシャ料金を1台につき、税抜価格から200円引き
（その他のサービス併用不可）

特典

朝挽きの地鶏を使用したやきとりと創作串揚げ。アットホ
ームでくつろげるお店。お子様連れもOK！

38
葵2-4-1　三恵ビル1F

営／月～金
　　11：30～14：00
　　17：00～23：00(LO22：00)
　　土
　　17：00～23：00(LO22：00)
休／日曜日・祝日

Tel.052-932-0655串焼き、串揚げとおばんざいのもみじ
飲食

串盛り合わせ
1,000円⇒800円にてご提供

特典

インドアゴルフ練習場です。３打席、弾道計測器、パター練
習、予約・入店・支払はすべてスマホで完結。

37
葵2-3-22
ハウスアベニュー1F

営／365日24時間営業
休／なし

Tel.052-933-4422Golf Avenue(ゴルフアベニュー）
レジャー

入会金5,500円を無料！

特典

バラのお取り扱い豊富です！観葉植物、胡蝶蘭もお取り扱いして
おります！お客様のご要望に合わせてお作りさせていただきます！

40
葵2-4-12

営／10：00～18：00
休／木・日曜日

Tel.052-936-8383フラワーショップ MARUMATSU
花き

お買い物2,000円以上のお客様へ
バラ1輪プレゼント

特典

名古屋めし、炭火やきとりが自慢の居酒屋です。ご家族
連れにも安心な食事メニューも豊富にございます。

39
葵2-4-7
アンシャンテ車道1F

営／17：00～24：00（LO23：30）
休／なし

Tel.052-979-2555我楽多文庫 車道店
飲食

農家直送のお米で炊き上げたごはんセット
（ご飯、みそ汁、漬物）1組1セットサービス

特典

杵つきミキサーを使った”もっちもち・ふっわふわ”の超加水
食パンが自慢。ハード系パンも豊富に取り揃えています。

42
代官町17-23

営／9：00～無くなり次第終了
休／水・日曜日・祝日

Tel.052-939-0130太陽のパン屋さん 食パン工房陽だまり
買物

全商品5％OFF
特典

名刺から封筒・チラシ・パンフレットなどのデザインから印刷
に加え、HP制作・社員証・会員証も企画制作しております。

41
葵2-4-19

営／11：00～18：00
休／土・日曜日・祝日

Tel.052-979-5530有限会社ケントス
その他

合計請求金額から10％OFF

Eまっちカード協力店

冨士中/あずま中エリア

タクシム



特典

スポーツサイクルの販売、修理を承っております。修理、整
備のご相談事ありましたらお気軽にご来店下さいませ。

44
代官町24-7

営／11：00～19：00
休／水・木曜日

Tel.052-325-8295CYKICKS
自転車

店頭在庫（子ども車除く）新車ご成約時に
5,000円割引

特典

カギだけでなく、建具・自動ドア・セキュリティ・オートロック
と幅広いサービスで地域の皆様に貢献します。

43
代官町19-1

営／9：00～19：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-937-6464代官ロックサービス
住宅関連

合カギ作製、同じカギ2本以上で100円割引、
カギ取替えの出張作業1,000円割引

特典

創業昭和八年、地域密着の酒販店です。

46
筒井2-3-11

営／10：00～20：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-935-2951合資会社 岡田屋酒店
買物

5,000円以上お買い上げの場合、粗品進呈
（現金のみ：他のサービスとの併用不可）

特典

昭和32年開店の喫茶店です。車いすでの入店可能です。
全席禁煙。

45
筒井1-15-34

営／7：00～21：00（月～土）
　　7：00～18：00（日・祝）
休／木曜日

Tel.052-935-7711ファミリー喫茶 フレンド
飲食

毎月10日
お会計時にカード提示で粗品進呈

特典

豆腐を使った創作料理をはじめ、市場で仕入れた新鮮な
魚をご用意してお待ちしております。

48
筒井2-9-8
メゾン車道

営／11：30～14：00、17：30～23：00
休／日曜日

Tel.052-934-2100車道トウフ
飲食

17：30～19：00まで
おまかせ焼酎を1杯420円

特典

創業25年のダイニングバーです。お昼はランチ限定で豆
乳ラーメンを提供しております。

47
筒井2-8-14

営／11：30～14：00
　　18：00～27：00
休／日曜日

Tel.052-937-7110Dining bar Montreux
飲食

ランチ：豆乳ラーメンに煮玉子をサービス

特典

自店舗にてクリーニングをしております。しみぬき、修理、
特殊品対応。

50
筒井町4-24

営／8：30～20：00（月～金）
　　8：30～19：00（土曜）
休／日曜日・月曜祝日

Tel.052-936-5852クリーニング ヨシダ
クリーニング

毎週水・木曜日ドライ品10％OFF
（※水洗以外のもの）

特典

生活の中に「炎」をたやすということ。それはわたしたち古
来から続く贅沢な空間です。炎のある暮らしにようこそ。

49
筒井2-10-8

営／10：00～17：30
休／日曜日・祝日

Tel.052-936-3536有限会社 日本煖炉
住宅関連

暖炉、薪ストーブ購入の方に
薪一箱プレゼント（約20㎏）

特典

スポーツ車、シティサイクル展示しています。もちろん修
理メンテナンスOKです。お気軽にご相談下さい。

52
百人町16

営／10：00～19：00
休／水曜日

Tel.052-937-7557（有）サワイサイクル
自転車

タイヤ・チューブ交換
1本200円割引

特典

揚げたての天ぷらや飛騨の郷土料理をゆっくりとした時
間の中で堪能して頂けたら幸いです。

51
東桜2-6-17
エフォートⅡ-1F

営／11：30～14：00、
　　18：00～22：00（水～土）
　　18：00～22：00（日・祝）
休／月・火曜日

Tel.052-935-6110月の庭 天ぷら・飛騨郷土料理
飲食

天ぷらを一品サービス　　　　　　　　

特典

２００３年より筒井小グラウンドを使用し活動しております。
野球に興味がある小学生男女大募集！！無料体験実施中。

54
活動時間／
土曜日 10：30～17：30（育成は13：00）
日・祝日   8：30～17：30（育成は12：00）

Tel.090-2180-5639筒井ボンズ
学び

入団プレゼント
⇒筒井ボンズ帽子・シャドー用タオル

特典

お子さまの大会前のケガ、産後のお悩み、痛みや健康に
対しての相談お待ちしております。サポート致します！

53
百人町40-2
第2エムワンビル2F

営／9：00～20：00
休／木・土曜日（午後）、日曜・祝日

Tel.052-933-5155ひがし出来町接骨院
接骨院

初診時の自費メニューから5％OFF
（受診歴のある方もOK）

特典

1日中モーニングが食べられる喫茶店です。まんががたく
さんあるのでゆっくり楽しんでいただけます。

56
古出来2-5-10　1F

営／8：00～15：00（月～金）
　　8：00～13：00（土）
休／日曜日

Tel.052-723-7567喫茶まいける
飲食

珈琲チケット1冊500円引き
特典

地域密着（住居兼店舗）で自営の小さなお店です。安心し
てお越しください。連絡お待ちしております。

55
古出来1-5-16

営／14：00～23：00
　　（営業日／火・木・土曜）
休／月・水・金・日曜日

Tel.052-931-7303茶の　田園 茶商茶房 葦（よし）
飲食

お茶500円（税込）以上お買い上げのお客様にソフトドリンク100円引き。
夜の営業時飲食3,000円（税込）以上で
次回使用のドリンク券1杯かカラオケ5曲サービス。

［葵・筒井学区］ ［旭丘・明倫学区］

5

Eまっちカード協力店

あずま中/桜丘中エリア




