
50音 取扱店舗名 所在地 店舗TEL 業種

あ アラオハウジング㈱ 狐地2-62 0567-68-8764 建設業

あ JAあいち海部 弥富支店 鯏浦町上六50 0567-67-1131 小売業

あ JAあいち海部 鍋田支店 寛延2-96 0567-68-8121 小売業

あ JAあいち海部 グリーンセンター十四山 菜々耕房 鍋平3-55-5 0567-56-6808 小売業

あ JAあいち海部 生活部 鍋平3-45-1 0567-56-6805 小売業

あ JAあいち海部 南部営農センター 鍋平3-51 0567-56-6804 小売業

あ こむぎ工房 あきらぱん 鯏浦町西前新田48-1 0567-55-8161 飲食業

あ 安居 東蜆2-32-2 0567-55-9306 飲食業

あ カフェテラス葵やぎ 松名6-10-4 0567-68-1966 飲食業

あ あーる工房 弥富店  鯏浦町南前新田123ウイングプラザパディー1階 0567-65-8565 サービス業

あ あみやき亭 弥富店 鯏浦町西前新田32 0567-67-1135 飲食業

い いいなもっと㈱ 弥富市鯏浦町方六20 0567-67-0054 小売業・サービス業

い 伊勢屋自転車預り所 鯏浦町西前新田1 0567-67-3946 サービス業

い 伊藤タイヤ工業㈲ 五明町築留1941-5 0567-65-2297 小売業

い やとみ 一八 鯏浦町南前新田35-3 0567-65-2491 飲食業

い 一刻魁堂 弥富店 鍋平2-28 0567-52-4811 飲食業

い ㈱石川商店 前ケ須町午新田483-1 0567-67-1197 小売業

い 猪飼自動車 鮫ケ地1-14 0567-52-0824 サービス業

い イトウサイクル 佐古木1-50 0567-67-1023 小売業

う ㈲魚庄 間崎1-23 0567-68-8028 飲食業

う ㈱宇佐美モーター商会 平島町西前新田59 0567-67-0362 小売業・サービス業



50音 取扱店舗名 所在地 店舗TEL 業種

う 魚照 子宝6-12-3 0567-52-0323 飲食業

え エディオン弥富中六店 早川電機 鯏浦町中六51-7 0567-67-0327 小売業

え エスポワ 鯏浦町車東3 0567-66-0700 飲食業

お オリエンタル和装 弥富サロン 鮫ケ地1-103 0567-52-3521 サービス業

お 大谷木工所 四郎兵衛1-97 0567-52-0120 製造業

お 大鹿時計店 東末広2-11 0567-68-2339 小売業

お 学生服 オオタニ 鯏浦町上六155 0567-67-0317 小売業

か ㈱加藤仏壇 鯏浦町南前新田191 0567-67-0220 小売業

か 加賀写真工房 稲狐町147 0567-68-1384 サービス業

か ㈲瓦栄商店 前ケ須町午新田503-2 0567-67-0522 屋根工事業

か かどや食堂 鯏浦町西前新田24-4 0567-67-0203 飲食業

か ジュエリータイム川スミ パディ店  鯏浦町南前新田123ウィングプラザパディ2F 0567-67-1291 小売業

か カーショップ海部 鮫ケ地2-190 0567-52-3338 サービス業

か からみそラーメンふくろう弥富店 五明町内川平465-1 0567-31-6811 飲食業

か 海南土建㈱ 四郎兵衛2-64 0567-52-0070 土木工事業

か ㈱川村楽器 鯏浦町東気開60-1 0567-67-0224 小売業

き きっちん すず木 佐古木1-35 0567-67-0692 飲食業

き きんとっと 鯏浦町南前新田123 0567-67-0844 飲食業

ぐ グレース 弥富店  鯏浦町南前新田123ウィングプラザパディ2F 0567-65-5211 小売業

ぐ グリーンハウス弥富 稲荷3-52 0567-68-3900 飲食業

げ ほっとする菓子屋さん 月花堂 平島町大脇19-2 0567-67-1913 小売業



50音 取扱店舗名 所在地 店舗TEL 業種

こ 香月堂 荷之上町焼田新田585-8 0567-67-0961 小売業

さ 喫茶サガン 稲荷1-28 0567-68-3631 飲食業

さ ㈱佐藤工務店 鯏浦町西前新田21 0567-65-3511 サービス業

さ サプナ弥富店 前ケ須町午新田656 0567-67-1375 飲食業

さ 三八屋 弥富店 前ケ須町午新田652 0567-65-2038 飲食業

さ ㈲指梅木工 五之三川平2-64 0567-67-1712 木工業

さ サカエ美容室 境町3 0567-68-1489 美容室

し シャインフォート  鯏浦町南前新田123ウィングプラザパディ1F 0567-67-6222 小売業

し 松月堂㈲ 前ケ須町南本田530 0567-67-0828 製造・販売

し SHIMOSATO（下里理容） 鳥ケ地3-1496-3 0567-52-0203 サービス業

し 食房創庫みさ 五明4-102 0567-65-0744 飲食業

し レディースファッション シャルル  鯏浦町南前新田123パディ2F 0567-67-1147 小売業

じ ㈲十四山モータース 鍋平1-75 0567-52-0604 サービス業

す 鈴木プロパン 鯏浦町上六66-1 0567-67-0215 サービス業

す スギ薬局 海南店  前ケ須町南本田339-1 0567-64-2361 小売業

す スギ薬局 弥富店 平島中4-5 0567-65-7621 小売業

す ドラッグスギヤマ 十四山店 鍋平2-9 0567-56-5091 小売業

す スパー間崎店 間崎1-19-2 0567-68-5552 小売業

せ セブンイレブン弥富竹田店 東蜆2-1 0567-52-1177 小売業

せ セブンイレブン弥富西竹田店 竹田6-30 0567-52-1771 小売業



50音 取扱店舗名 所在地 店舗TEL 業種

た ㈾タキミ洋裁店 鯏浦町中六230 0567-67-0855 小売業

つ 喫茶つつみ 佐古木1-52 0567-67-3301 飲食業

つ つげ美容室 前ケ須町野方723 0567-67-0293 美容室

つ 辻内ミシン商会 前ケ須町午新田479-6 0567-67-0339 小売業

つ 石蕗 鯏浦町北前新田155 0567-65-8668 飲食業

て レストラン天王十四山店 竹田2-128 0567-52-3011 飲食業

て café Tee up 五明1-18 0567-65-2885 飲食業

て 天龍 操出3-5 0567-68-3377 飲食業

と 東海衣料㈱ 六條町大山36 0567-52-2981 小売業

と トッシュプランニング 平島町喜右味名58-4 0567-65-0776 印刷業

ど コーヒーショップ ドン 中山町中山93 0567-67-3120 飲食業

な メガネ・宝飾・時計 ナルセ 鯏浦町中六15 0567-67-0610 小売業

な 仲良し  鯏浦町南前新田123パディ1F 0567-67-2517 小売業

な Nakamichi 佐古木2-264-2 090-7036-5588 美容室

は ㈲花咲生花店 前ケ須町午新田476-1 0567-65-1187 小売業

は 服部モータース 平島町西新田78 0567-65-5408 自動車販売整備

は 花あかり。弥富店 佐古木4-563-5 0567-69-8356 飲食業

ぱ パナショップ弥富 鯏浦町南前新田28-2 0567-65-0213 小売業

ぱ パンジー 狐地3-158 0567-68-1332 飲食業

ひ 美容室 ヒノ木 佐古木6-123-13 0567-65-4448 美容室

ふ フルーツハーモニー一柳（一柳商店） 前ケ須町南本田468-1 0567-67-0212 小売業



50音 取扱店舗名 所在地 店舗TEL 業種

ふ ファーマーズカフェ 神戸4-20 0567-52-1119 飲食業

ふ ファミリーマート弥富西中地町店 西中地町中島23 0567-66-0066 小売業

ふ ファミリーマート弥富駅前店 鯏浦町西前新田55-1 0567-66-0336 小売業

へ ヘアーサロンイケド 前ケ須町西勘助330-10 0567-67-1959 サービス業

ほ ホワイトハウス  鯏浦町南前新田7-1-1ホワイトタウン 090-1748-6805 飲食業

ま 満香園茶舗 鯏浦町南前新田63-3 0567-67-0231 小売業

ま ㈱マルスエ佛壇 鯏浦町南前新田184-3 0567-67-0707  小売業

ま でらうま丸忠 鯏浦町車東1-3 0567-67-6788 飲食業

ま 松岡サイクル 間崎1-26 0567-68-8038 小売業

ま マルサダ 平島町中新田159-1 0567-67-1010 小売業

ま マナブサービス 寛延4-83 0567-68-8552 サービス業

ま 丸うモータース 中山町松山1-51 0567-65-0055 自動車修理業

み みわでんき 間崎町ハノ割42-8 0567-68-8029 小売業

み ミカ施術院 鯏浦町中六84-2 0567-67-3539 サービス業

む ㈱ムライ石油店 子宝2-91 0567-52-2503 サービス業

め メガネの服部 パディー店  鯏浦町南前新田123ウィングプラザパディ2F 0567-67-3375 小売業

め メガネブティック服部 鯏浦町中六188 0567-67-3862 小売業

も ㈲ももの木 前ケ須町野方771 0567-67-3858 ケーキ製造販売

も モード・タカギ弥富店  鯏浦町南前新田123ウイングプラザパディー2F 0567-65-7276 小売業

や ㈱山源服部商会 鯏浦町中六130-1 0567-65-2888 小売業

や 安井工業㈱（ドアラボ） 前ケ須町西勘助244 0567-65-1134 建築業



50音 取扱店舗名 所在地 店舗TEL 業種

や 生鮮館 山彦 弥富店 前ケ須町東勘助100-1 0567-66-0005 小売業

や ㈱ヤマナカ パディー店 鯏浦町南前新田123 0567-67-3406 小売業

や 弥富オート南部工場 三好2-22 0567-68-2350 小売業・サービス業

や 八百重 鯏浦町中六12-1 0567-65-0865 小売業

や 韓国料理 焼肉きんちゃん 前ケ須町東勘助103-1 0567-65-8829 飲食業

や やっぱりステーキ弥富店 鯏浦町未新田21-68 0567-66-2600 飲食業

ゆ 電化のUデン栄南店 操出2-16-2 0567-68-1199 小売業

ゆ ユニオンタイヤ 鮫ケ地3-5-5 0567-52-2172 小売業

よ ㈲吉野建築 鯏浦町上六115-2 0567-67-2474 建設業

よ REX 横井電器・ヨコイリフォーム 前ケ須町南本田506-1 0567-67-0426 小売業・リフォーム

よ ㈱よしや商店 前ケ須町南本田435-1 0567-65-0072 燃料販売

り ボディケア Leaf  五明町蒲原1371-4イオンタウン弥富内 0567-65-2344 サービス業

る 万寿園・ルグラン 間崎1-30 0567-68-8032 小売業

れ レストランワタナベ/パティスリーポム 五斗山1-116 0567-56-3080  小売業・飲食業サービス業

わ ㈲和楽亭 荷之上町古堤413-3 0567-65-7288 飲食業

わ 和食の魚玉 五斗山1-52 0567-52-1025 飲食業


