
【清洲地区】 R4.６改正

長尾理容 清洲 コーヒーとパンの店　　モカ 清洲 からだケア　わたなべ 清洲
理容ニシデ 清洲 喫茶　やよい 朝日 清洲接骨院 清洲
大橋理容 新清洲 喫茶　錦 西市場 小川はり院 清洲
桜木理容店 新清洲 珈琲所 コメダ珈琲店　清須店 西市場 ㈱きよすさくら接骨院 清洲
理容サロンオバタ 西市場 ウイ　マダン 田中町 マッサージ院　B-reborn 新清洲
バーバーカトウ 西市場 ワンス・モア 西田中 弘法堂治療所 西市場
㈲てるてるぼーず 西市場 カフェテリア　ロング 一場 OSカイロプラクティック研究会やすらぎ院 西市場

喫茶軽食　モンバン 上条 きよす整体院 一場
冨田接骨院 西田中

ラセラ美容室 清洲 清洲鍼灸治療院 西田中/新清洲

(有)風恋人 新清洲 よしの屋酒店 新清洲 はなみずき接骨院　神門整体清須 花水木
repos ルポ 新清洲 ユアサ酒店 清洲 はなみずきアスリートラボ鍼灸接骨院 花水木
美容室 micora 新清洲 一福屋 西市場 しずはり治療院 清洲
美容室 Keats House 上条 酒やビック 清須店 西田中
美容室クリップ 廻間

西田中
㈱ヨシヅヤ内　取扱店 西市場 ペットサロンドリーム 新清洲

(有)松岡石油 新清洲 ・㈱ヨシヅヤストアー 〃 ㈱大阪屋 一場
・㈱ワイストアー 〃 メナードフェイシャルサロン清須西市場店 西市場
・㈱靴のホッタ 〃

河瀬クリーニング店 清洲 ・㈱キクチメガネ 〃 太田米松商店 西市場
・SANTA CLOCK 〃
・㈱玉露軒 〃

たからや 新清洲 ・㈱トラベルメイト 清洲営業部 〃 五條カメラ店 清洲
・ピー・ブリエ 〃 (有)武藤清洲店 清洲
・㈱ワン・ポイント(モア) 〃 フジカラーワールド清洲店 西市場

奥田電器 清洲 ・カーブス清須店 〃
松屋ラジオ店 清洲 ・㈱穂香(こりとーる) 〃
電化プラザトスコファミリー店 新清洲 ・㈱メトロ 〃 五十花店 廻間
電化ワールド清洲店 西田中 ピアゴ清洲店 〃 ㈱浅田 清洲
(有)小林電機 西田中 ㈱フィールコーポレーション清須店 〃

(有)かにえ 西田中
浅野屋 清洲 清洲
まつ寿司 清洲 菊屋装飾 清洲
とうふ料理　五条 清洲 梨撫麗（りぶれ） 新清洲 新聞店
焼肉やすお 清洲 ブティックHAPPY 新清洲 (有)阿知波新聞店 土田
舌騒がせな奴　士彩夢 新清洲 ㈱美好屋 西市場 (株)あだち新聞店 西市場
いせ徳 新清洲 ワークマン清須店 西田中
和風レストラン田中すし 新清洲 その他小売店
パンドクエット 新清洲 マルイシ 清洲
味波　清洲店 新清洲 ㈱小林本店（ガス器具小売） 清洲
お好み焼　　よしむら 新清洲 オートサイクル杉本 清洲 ㈱仏壇の大野屋　・　㈱弘春堂 新清洲
キヨスプレス 新清洲 ㈱ワタナベオート 清洲 はんや正栄堂（印鑑小売） 新清洲
北京家庭料理　田記 新清洲 ＹＯＵ ＳＨＯＰ 水野 一場 ㈱知奈美（弁当小売） 廻間
かど徳 朝日 ㈱オートプラザYAMA 一場 セブンイレブン廻間店 廻間
とんかつ山正キヨス店 朝日 (有)モトスポーツハヤカワ 一場 後藤印刷紙工(有) 西田中
中国料理　桜華 西田中 近藤自動車工業㈱　清洲工場 朝日 セブンイレブン清須西田中店 西田中
信長ラーメン 西田中 ㈱SKM 朝日 ファミリーマート清洲丸の内店 丸の内
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　愛知清洲店 西田中 三栄タイヤ商会 弁天 音羽結納店（結納品卸売） 田中町
食事処　歳 田中町 ホンダバイクハウスオクムラ 弁天 有花里　Zippo Station（雑貨屋） 朝日
板前の台所　よし田 土田 浅野自動車商会 西田中 尾張Lock 清洲
スナック　真理 西市場 岩田モータース 西田中
ラパンの麦 廻間 (有)加藤モータース商会 西田中
れすとらん　つじ 上条 ㈱阿部技建（外壁リフォーム　他） 清洲
天中軒 上条 ㈱小川工業所 清洲
お弁当　くっく 花水木 村瀬表具店 清洲
居酒屋　遥ちゃん 弁天 川井畳店（畳製造小売） 清洲

菊花堂 清洲 ㈱大山建築（住宅建築関係） 新清洲
尾張松前屋 清洲 ㈲庭鈴造園（庭木の剪定　他） 朝日
こむぎことたまご。 清洲 ㈱酒井木工 西田中

カトウ金物店 清洲 デリス洋菓子店 新清洲 ㈱大和創建(塗装) 西市場
アクト(空調機器・電気工事） 上条

【春日地区】

さいごう理容 西須ヶ畑 焼肉　かすが 長畑 幸田商会（ｱﾙﾐｻｯｼ・ｶﾞﾗｽ販売施工業） 宮重町
ヘアーフィールドハルヒ 夢の森 岩庄 宮重　 水谷電機工作所（電気機械器具小売） 堀田
ヘアーサロンマコ 樋 東鮓第十二支店 川中 エースインテリア（家具小売） 西牧南　
美容院　WISH 宮東 ㈱ｻﾌﾟﾅｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 西牧前 真和企画（印刷業） 社子地 
BRUSH-ON 落合 居酒屋　新鮮具味 宮重　 ㈲中田工務店（総合建築業） 五反地 

居酒屋  夢来咲 中沼 蓮彦商店 東出

後藤食品 東小塚　
大仙産業㈱ 西余部 ㈱オズワールド 落合

姿勢専科　尾張/清須 落合
食品販売　山芳 神明 ㈱福祉用具ジェイエイ 西須ヶ畑

山田屋 冨士塚 

花水木 屋敷　 パナショップ　春日 北名古屋市中之郷

ひまわりっ娘 上河原 春日自動車 高札 中京電化㈱ 川中 
ｺｰﾋｰﾊｳｽ・ブルー 野田町 アクセルオート 高札 
喫茶・ゴジョウ 川中

やえくら接骨院 長畑
マックスバリュ清須春日店 酉 医療法人　はるひ呼吸器病院 流

御菓子処わたなべ 砂賀東 
㈱松河屋春日店 砂賀東 ※工事代金等でも使用できる事業所がございますので、事前にその事業所又は商工会にご確認ください。

理容 喫茶店 鍼灸・整体・接骨院

ガソリンスタンド

クリーニング お米

美容院
酒屋

宝石・家具・金物

メナードフェイシャルサロン　ソワネージュ

その他サービス業

自転車・自動車・バイク

その他住宅関係

飲食店
薬・化粧品

ビー・アンド・ディードラッグストア清須店呉服・衣料・装飾

たばこ 本・カメラ・時計

電気屋

花・肥料

菓子・洋菓子

大型ショッピングセンター

その他小売店等

ショッピングセンタ－
一般病院・鍼灸・整体・接骨院

電気屋

その他サービス業

呉服・衣料・装飾

自転車

施設・宅配給食

美容・理容 飲食店

菓子・洋菓子

喫茶店

食品

酒・タバコ・菓子・雑化

清須市楽市券取扱加盟店名簿



【新川地区】 R4.６改正

麺処あづま 阿原 ㈲亜豆馬（コ－ヒ－ハウス亜豆馬） 阿原 コザワ花園 土器野
風月 阿原 ＣＡＦＥ＆ＲＥＳＴ友苑 須ヶ口
居酒屋　美豚 西須ヶ口 喫茶春日 東須ヶ口
御食事処一利 西須ヶ口 カフェ＆レストラン田園 寺野 ㈱ツジ薬局 土器野/東外町
やわらか　とんかつ　彩 西須ヶ口 茶々明日香 寺野
YOSHINAGA 須ヶ口 茶房　舞庵 土器野
大橋食堂 須ヶ口 クリ－ニングすかぐち 須ヶ口
あつた屋 須ヶ口
八剣伝　須ヶ口駅前店 須ヶ口駅前
楓庵 東須ケ口 加藤自転車モ－タ－商会 須ヶ口
鉄板diningZEN 東須ケ口 寿自動車工業㈱ 寺野 岩田呉服店 東須ヶ口
和食　高木屋 東須ケ口 はやしサイクル 寺野 小沢洋品店 土器野
餃子亭 土器野 串自動車 助七 やまだ屋呉服店 土器野
さくらい亭 土器野 イムラオートサービス㈱ 助七 ニットフジ（手芸用品） 土器野
味処　つぼく 土器野/助七 クリエイティブ 鍋片
プチレストランベル 土器野 モスレミオート 阿原
お好み焼きたかの 土器野
居酒屋　はやかわ 助七
味のがんこ炎 助七 リカー＆ギフトとかちや（サラダ館） 下河原
焼肉とっきり 桃栄 メガネ工房宗十郎 土器野 三河屋酒店 須ヶ口
台湾料理　三味源 桃栄 "12"home made 助七 赤林酒店 土器野
のんき～ 中河原 メガネのカワムラ 須ヶ口
中国料理 群つる 助七
オンマー 阿原
Serendpity（セレンディピティ） 土器野 ベルサイユ洋菓子新川店 西須ヶ口

㈱パラダイス 阿原
深見牛乳店 下河原 (有)橋本金物店 阿原

㈱NBB(食品卸売) 阿原
山春商店 土器野 新川タクシ－㈱ 下河原

ヘヤーサロンヤマダ 阿原 ㈲豊公橋ゴルフクラブ（ｺﾞﾙﾌ練習場） 下河原
まちのとこやさん ぷれんどりー 阿原 渡辺タバコ店(タバコ小売） 土器野
カットハウスげん 土器野 ㈱オオタケ（住宅設備機器販売） 土器野
美容室髪・遊 土器野 深尾商店（ガス器具販売） 土器野
髪シンフォニー 寺野 ㈲サハシ 西須ヶ口 鈴木薫香堂（各種香，線香製造卸） 須ケ口
ヘアモード　ニシワキ 中河原 中日新聞新川北部専売所 助七 肉のいとう（食肉卸） 須ケ口
パーマプラザ淳 鍋片 学研ＣＡＩスクール（㈲いろはや） 須ヶ口
EDGE 東須ケ口 ㈲伊勢安商店 須ヶ口
カットスタジオ　 フィール 西須ケ口 セブンイレブン清須須ケ口店 須ケ口
hair room stella 阿原 愛電館たかむら 土器野 POLAプライベートサロンMy 須ケ口駅前

後藤電気店 土器野 Kick Boxing GYM WITH(ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ) 須ケ口駅前
安芸津電気 助七 豊吉スポ－ツ（スポーツ用品店） 助七
㈲須ヶ口共立電化センター 須ヶ口 ㈱ツーリスト中部（旅行業） 助七

ほりひら鍼灸・接骨院 東須ヶ口 電化プラザトスコ新川店 桃栄 ㈱名神総合サービス 助七
やまうち接骨院 桃栄 Mimi E den 助七

堀場石油㈱（ガソリンスタンド） 西堀江
有限会社　鳥広 寺野
フォトスタジオ　カワムラ 土器野
太陽食品工業㈱ 須ヶ口駅前

早川米穀店 土器野 ㈱宮崎設備工業 鍋片
加藤米穀店 土器野

【西枇地区】

すしかつ 住吉 東海理化サービス㈱ 泉 ㈲  国武商事（燃料小売業） 泉
御料理　八百㐂 西六軒 ㈱日新タイヤ商会 恵比須 ㈲　飯見商店（食料品小売） 北大和
レストラン　ミノル 花咲 (有)東京ゴム商会 二見 飛騨牛乳　西枇販売所 南大和
恵比寿 花咲 ゴトー自動車 小田井 いとう靴店 南大和
てっぺん 花咲 カークラフトJフレンズ 小田井 近藤商店（金物小売） 南大和
御食事処　なかに 城並 林自転車モーター商会 南二ツ杁 ㈱　松下屋（食料品小売） 南大和
まめ助 芳野 カームコーポレーション 古城 やまとや（菓子・パン卸売） 南大和
㈱一文字グループ 砂入 オートセンターウエスト 古城 熊沢燃料住設㈱ 南大和
料理処　なぎさ 恵比須 ブルースモービル 末広 玉露軒（茶類小売） 西六軒
日本料理　かきな 問屋 ㈱Bｏｏｎ 地領 ㈱　中甚（文具店） 南松原
そば処　多助　　　　 末広 瀬見井モータース 辰新田 SHOPさとrak chang(雑貨小売) 南松原

早川燃料店（燃料小売） 東笹子原
㈱　尾張屋（漬物小売） 大野

花野庵 芳野 三久青果店（食料品小売） 北二ツ杁
レスト喫茶　英 花咲 ㈱ヤマナカ西枇フランテ館 押花 名古屋牛乳　枇杷島販売所 芳野
Ｃａｒｒｅｆｏｕｒ　Ｃａｆｅ（カルフール　カフェ） 城並 八ツ屋（食料品小売） 芳野
カフェミル 砂入 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清須花咲店 花咲
喫茶レストラン　カリナン 花咲 箕浦新聞店 西六軒 笹屋（菓子小売） 花咲
Café＆gallery　みどりや 辰新田 太田屋（たばこ小売） 宮前
ニューぶち 南松原 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清須城並2丁目店 城並

ワタナベ電器 押花 ㈲オーエス（ブラシ、筆小売） 古城
泉 ㈲メイク 下新

シチリ酒店 南大和 ㈲セイコー電器 住吉 清須和菓子工房 うめざわ 花咲

大橋鍼灸療院 小田井 西枇杷島交通　㈱（タクシー業） 日の出
ふじ理容館 芳野 こんどう接骨院 城並 ㈲長瀬看板店 地領
理容　ハッピー 芳野 はり・灸　天和治療院 北二ツ杁 ㈲和合商会（ビルメンテナンス業） 地領
理容　天野 地領 西枇杷島駅前治療院　マッサージ・鍼灸 日の出 NEWS90(音楽制作・スタジオ) 地領
理容　畑山 南大和 にしびわじま接骨院 芳野 ㈱　ベンリーコーポレーション（ビルメンテナンス業） 古城
理容　やまもと 南大和 三都㈱ 花咲

グットパートナーズ(スポーツインストラクター) 二見
押花園 押花 マルチシステムエンジニア(寺戸) 旭
後藤種苗商店 北二ッ杁

TRIP NAIL（ネイルサロン） 旭

稲葉ランドリー 押花 ㈲宇佐美商店 南大和
新名クリーニングセンター 枇杷島駅前東 志のだや呉服店 南松原

飲食業

その他小売店

酒屋
メガネ屋

その他小売店・サービス業

建設関係

電気屋

新聞店

事務用品・カメラ屋

呉服･衣料・装飾

その他サービス業

美容院・美容業

理容

酒屋

クリーニング

花・肥料

鍼灸・整体・接骨院

大型ショッピングセンター

建築関係

伊藤テレビ商会

喫茶店

米穀店

電気屋

新聞店

自転車・自動車・バイク飲食

鍼灸・整体・接骨院・療術

理容・美容

自動車・自転車・バイク

菓子・洋菓子

阿原
メディカルCure・カイロ・
エステ　ラクリア清須

豆腐屋・牛乳店

寝具販売店・洋品店・呉服屋・手芸用品

クリーニング屋

薬局

花屋喫茶店


