
　

R2.10.30現在
藤花ちゃんプレミアム商品券取扱店一覧（中小店） 　※R2.9.11～申込追加分

「全店共通券」・「中小店専用券」どちらも使えます。

取扱店 電話

古知野東地区

THE GARDEN 飲食 中華料理 0587-50-9990

お好み もんじゃてい 飲食 お好み焼き・焼きそば・もんじゃ焼き 0587-53-3353

藤一番 江南店 飲食 ラーメン 0587-53-1411

モスバーガー江南店 飲食 ファストフード 0587-53-3221

焼肉ダイニング KANNAN亭 飲食 焼肉 0587-86-0592

ワタリドリ江南本店 飲食 焼き鳥 0587-54-9777

あまどい屋 江南中央店 建設 雨樋 0587-81-6324

セブン-イレブン　江南江森町店 小売 コンビニエンスストア 0587-53-2377

ファミリーマート 江南高屋店 小売 コンビニエンスストア 0587-51-2344

ファミリーマート 江南前野町店 小売 コンビニエンスストア 0587-51-0913

(有)マルト櫻井商店 小売 ガス器具・灯油等 0587-54-2247

犬山タクシー サービス タクシー 0587-54-2601

尾張北部タクシー サービス タクシー 0587-54-1515

カーコンビニ倶楽部 アイコー サービス 自動車販売・整備ｅｔｃ 0587-53-5878

カラオケスタジオ ヴォイスキャッツ江南店 サービス カラオケ 0587-56-1533

ソフト・ピア 三心野白店 サービス クリーニング 0587-53-2833

ビューティサロンあずさ サービス 美容業 0587-54-8323

モア NEXT サービス クリーニング 0587-51-6226

(有)大脇モータース サービス 自動車整備・販売 0587-56-2643

業種・取扱品目



　

R2.10.30現在
藤花ちゃんプレミアム商品券取扱店一覧（中小店） 　※R2.9.11～申込追加分

「全店共通券」・「中小店専用券」どちらも使えます。

取扱店 電話

古知野南地区

ITALIAN DINING LIGGI 飲食 イタリア料理 0587-54-5007

あたたか家 どかどか 飲食 焼鳥・居酒屋・魚介料理・海鮮料理 0587-56-8230

インドカレー ドスティ 飲食 インドカレー 0587-96-7463

お食事処 志野 飲食 麺類・定食 0587-54-0562

カフェテラス コール 飲食 コーヒー・軽食 0587-55-7125

サガミ 江南店 飲食 和食・そば・みそ煮込 0587-55-9090

四川料理 縁香閣 飲食 中国料理 0587-87-8593

シャトーマスミ 飲食 喫茶・軽食 0587-54-0114

日本料理 花野江 飲食 日本料理 0587-54-1100

美江小籠湯包 飲食 飲茶・点心・餃子 0587-96-6070

や台や江南駅前町 飲食 寿司・居酒屋 0587-51-0838

介護ショップ アンシュルス 卸売 介護用品 0587-50-0160

イエローハット 江南店 小売 カー用品 0587-59-6621

とんかつころっけのはしだ 小売 惣菜（揚げ物） 0587-55-0530

ファミリーマート 江南赤童子店 小売 コンビニエンスストア 0587-51-1233

amity cosy サービス エステ・化粧品販売 090-1093-0054

Hair salon Scissor'z-A サービス 美容業 0587-96-7830

金鈴美容室 サービス 美容業 0587-56-2884

クリーニングショップ ハクスイ サービス 一般クリーニング 0587-56-4862

クリーニングショップ ハクスイ 駅前店 サービス 一般クリーニング 0587-54-2722

ボディケアサロン プラーナ サービス ボディケア 090-2944-8910

業種・取扱品目



　

R2.10.30現在
藤花ちゃんプレミアム商品券取扱店一覧（中小店）　 ※R2.9.11～申込追加分

「全店共通券」・「中小店専用券」どちらも使えます。

取扱店 電話

古知野西地区

カフェ ケント 飲食 コーヒー・パスタ・サンドウイッチetc 0587-53-1690

クウェッション 飲食 喫茶店 0587-55-0018

ファミリーマート 江南東野町店 小売 コンビニエンスストア 0587-51-3035

ローソン 江南上奈良南店 小売 コンビニエンスストア 0587-56-8312

hair salon fuwari サービス 美容業 0587-74-1515

アップルクリーニング 上奈良店 サービス 一般クリーニング 0587-53-8250

古知野北地区

大脇ふとん店 小売 寝具全般 0587-55-2847

宮田地区

MediCafe Herb&Spice 飲食 カフェ 0587-54-7066

居酒屋ふきのとう 飲食 居酒屋 0587-52-6233

まんだらや 飲食 創作和食 0587-55-9929

焼肉 うし家 飲食 焼肉 0587-53-0288

洋食 ダチェス 飲食 ハンバーグステーキ 0587-81-3077

珈蔵 江南店 飲食 喫茶 090-8154-5757

ｃｈｅｅｓｅ ｃａｋｅ ｍａｎｉａ！ 江南店 小売 チーズケーキ販売 090-1283-2468

青新種苗店 小売 野菜・花の種子及び苗・肥料・農薬 0587-55-1357

ウジタ薬局 小売 薬品 0587-55-6833

中日新聞 江南まんだら寺前専売店 小売 新聞 0587-55-7508

(有)モンテオートサービス 小売 自動車販売 0587-54-1351

リサイクルショップ ナイス 小売 中古品販売 0587-55-1618

ローソン 江南団地南店 小売 コンビニエンスストア 0587-56-8536

クリーニングのモア サービス クリーニング 0587-55-1367

ソフト・ピア ヤマナカザ・チャレンジハウス江南店 サービス クリーニング 0587-53-2833

美容室 ら・ぽーる サービス 美容業 0587-53-8051

味わい処 江美 飲食 洋食 0587-54-5321

手打道場 高砂 飲食 うどん 0587-57-8788

ひだまりcafe あむ 飲食 喫茶店 0587-57-6716

藤一番 江南店 飲食 ラーメン 0587-53-1411

焼肉ハウスＫ 飲食 焼肉 0587-56-7800

POT HOME 建設 リフォーム 0587-81-9617

ズーム・モーターバイク・ストア 小売 二輪車部品 0587-51-6886

ソフト・ピア 西友江南店 サービス クリーニング 0587-53-2833

草井地区

業種・取扱品目



　

R2.10.30現在
藤花ちゃんプレミアム商品券取扱店一覧（中小店）　 ※R2.9.11～申込追加分

「全店共通券」・「中小店専用券」どちらも使えます。

取扱店 電話

ｒｅｐｏｓ 飲食 カフェ・アンティーク 0587-56-5210

TAKEDA CAFE Tree's 飲食 カフェ・自然食 0587-50-4178

珈琲屋 明楽時運 是故 飲食 喫茶店 0587-59-6212

権兵衛 飲食 うどん・そば・丼物 0587-59-8115

紋土珈琲 五明店 飲食 喫茶 0587-51-0036

レディーバード 飲食 喫茶店 0587-53-4870

カフェ・ドゥ・マージュ 小売 喫茶店 0587-53-2131

杉本精肉店 小売 食肉全般 0587-56-3279

ファミリーマート 江南寄木店 小売 コンビニエンスストア 0587-51-0032

夢キムチ 小売 キムチ食品 0587-54-8756

㈱市川木工 小売 ダイニングテーブル・椅子・一枚物天板 0587-56-4688

スタジオK's サービス ダンスレッスン 0587-54-8804

ソフト・ピア 布袋駅東店 サービス クリーニング 0587-53-2833

ダイナ施術院 本院 サービス 施術料・物販 0587-53-7700

トータルビューティーサロン 凛 サービス エステサロン 0587-54-8813

ハローイングリッシュスクール サービス 英会話スクール 0587-54-8756

美・健康スタジオ サービス フィットネスクラブ 0587-54-8804

ビューティー Benten ヘアー＆エステ サービス 美容業 0587-56-8727

マリモ美容室 サービス 美容業 0587-54-1605

㈱岩田新聞店 サービス 新聞 0587-56-4303

業種・取扱品目

布袋地区



　

R2.10.30現在
藤花ちゃんプレミアム商品券取扱大型テナント店（中小店）一覧　※R2.9.11～申込追加分

「全店共通券」・「中小店専用券」どちらも使えます。

取扱店 電話

東京靴流通センター 小売 靴 0587-52-3855

喫茶サンローズ 飲食 喫茶・ランチ 0587-56-8815

Beme 小売 衣料品 0587-56-7395

アルコ 小売 靴・履き物 0587-56-8822

グレース 小売 婦人服 0587-56-8411

ザ・ダイソー 小売 100円ショップ 0587-56-8831

花夢館 小売 生花・園芸 0587-56-8841

パリクロアッサン 小売 ベーカリーショップ 0587-53-4208

レ・ジャーム 小売 婦人服 0587-56-8835

和わ 小売 呉服・和装品 0587-56-8411

Worm Wood サービス リラクゼーション 0587-55-6789

ギッシュ サービス 美容業 0587-56-8822

リメイク工房 サービス 衣類お直し 0587-54-2025

お食事処えびす 飲食 鮮魚・定食・麺類・鉄板・おつまみ 0587-58-5811

滋和堂 サービス リラクゼーションサービス 0587-53-5521

ヘアーサロン いちかみ サービス 理容業 0587-53-3844

※アピタ江南西店・ピアゴ江南店・平和堂江南店・松竹温泉天風の湯の直営売場については

   大型店となり、「全店共通券」のみ使用できます。

松竹温泉 天風の湯

平和堂江南店

ピアゴ江南店

業種・取扱品目


