
　　　　　    　　  江南商工会議所

　　　　      　　　0587-55-6245

令和３年度江南市プレミアム付商品券事業

藤花ちゃんプレミアム商品券

取扱店一覧

令和３年１１月３０日(火)まで

          【中小店専用券】　　【全店専用券】

使用期限

１枚５００円 １５枚綴り

ピンク：全店共通券・・・１０枚 黄緑：中小店専用券・・・５枚

※大型店等とは、売場面積が１，０００㎡以上ある店舗または、市内に複数店舗のある事業所で

複数店舗の総売場面積が１，０００㎡以上の場合も大型店として扱います。

但し、テナントである事業所は大型店等から除外する。

５，０００円で７，５００円分の商品券

すべての取扱店で使用できる商品券 大型店等（※）以外で使用できる商品券

最新の情報や取扱店

については江南商工

会議所ホームページ

にて公開中！お問い合わせ先



取扱店 電話

MEGAドン・キホーテUNY江南店 小売 総合スーパー 総合小売 0570-066-911

V・drug　江南店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 22-5881

V・drug　江南北店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 51-2377

アピタ江南西店（ヴィアモール江南） 小売 総合スーパー 食品・衣料品・住居関連・テナント 54-6411

ザ・チャレンジハウス江南

サンドラッグ木賀店 小売 ドラッグストア 医薬品販売 51-1336

サンドラッグ江南店 小売 ドラッグストア 医薬品販売 52-3531

スーパー三心江南店 小売 総合スーパー 食品・雑貨 51-3222

スギ薬局 古知野店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 22-5621

スギ薬局 高屋店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 51-1055

スギ薬局 野白店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 51-1611

スギ薬局 般若店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 50-4835

西友　江南店 小売 総合スーパー 食品 53-5311

ディスカウントドラッグストア コスモス古知野店 小売 ドラッグストア 医薬品・化粧品・食料品・日用品他 51-1710

ディスカウントドラッグストア コスモス村久野店 小売 ドラッグストア 医薬品・化粧品・食料品・日用品他 51-2766

ドラッグストアクリエイトSD江南高屋店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 51-2022

ピアゴ布袋店 小売 総合スーパー 総合小売 54-9511

平和堂 江南店 小売 総合スーパー 総合小売 56-8800

ホームセンターバロー 江南店 小売 ホームセンター 日用品・園芸用品他 53-2483

マツモトキヨシ ヘルスバンク 今市場店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 56-5392

マツモトキヨシ ヘルスバンク 三心江南店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 53-7802

マツモトキヨシ ヘルスバンク 松竹店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 56-5748

ヤマダデンキテックランド江南店 小売 電化製品 家電製品 51-5701

㈱綿半ホームエイド　江南店 小売 ホームセンター 商品物販 55-5101

すいとぴあ江南 サービス 宿泊業 宿泊・お土産 53-5111

松竹温泉　天風の湯 サービス 公衆浴場 スーパー銭湯 53-4126

業種・業態・取扱品目

8月29日（日）をもって閉店いたしました。

 取扱店は、５２４店舗（中小店４９９店舗、大型店等２５店舗）になりました。

藤花ちゃんプレミアム商品券 取扱店一覧（大型店）

藤花ちゃんプレミアム商品券 取扱店 ※業種別で掲載



取扱店 電話

crepe rocher 飲食 その他飲食店 クレープ 080-3683-6400

アジアンキッチン　からうま江南店 飲食 インド料理店 インド料理 53-8822

居食座空　遊冶郎 飲食 居酒屋 ランチ・一品料理・アルコール・コース料理 55-4055

イタリアンレストラン チロル 飲食 イタリア料理店 イタリア料理 53-0016

いねのや 飲食 そば・うどん店 天丼・カツ丼・そば一式 54-0192

うまいもんバルＲｉｎｐｕ亭 飲食 居酒屋 飲食店 81-9998

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

尾張タンメン野武士 飲食 ラーメン店 ラーメン 81-6441

かっぽう家 ぶしん 飲食 日本料理店 魚・肉・野菜・アルコール類等 56-5586

カフェ＆レスト　リリアン 飲食 喫茶店 おにぎり・銀鮭ムニエル 53-4131

極楽焼肉はらみた屋 飲食 焼肉店 焼肉店 81-5239

心陽家 飲食 日本料理店 和食 53-3569

雑貨とお教室カフェ 小箱 飲食 カフェ 布マスク・手作り雑貨・テイクアウトドリンク 080-8257-9930

サンタール 飲食 西洋料理店 オムライス専門店 54-3938

寿司処すぎ本 飲食 すし店 寿司 53-0330

炭火焼肉専門店 なかた牧場 飲食 焼肉店 焼肉 96-7889

創菜中華キッチン　森の食卓 飲食 中国料理店 中華料理 53-1677

蕎麦と料理　あふひ 飲食 そば・うどん店 そば料理 50-7533

つかさ 飲食 食堂・レストラン ランチ・お弁当・仕出し 54-2603

とんかつの船はし 飲食 食堂・レストラン とんかつ・カニコロッケ・エビフライ・唐揚げ 54-5537

藤一番 江南店 飲食 ラーメン店 ラーメン 53-1411

ほるたん屋　江南店 飲食 焼肉店 焼肉（ホルモン・タン・カルビ） 51-0029

モスバーガー江南店 飲食 ハンバーガー店 ハンバーガー 53-3221

焼肉ダイニング KANNAN亭 飲食 焼肉店 焼肉 86-0592

洋食屋 SANJI 飲食 食堂・レストラン 洋食 81-9024

和食すし　増屋 飲食 日本料理店 和食・すし・うなぎ 54-3333

江南設備㈱ 建設 建設業 住宅設備等 55-2987

㈱サインズコーナン 建設 建設業 看板・掲示板制作 54-8411

川正米穀荒物店 高屋店 小売 米穀類 米穀・荒物・金物販売 53-2021

ゲンキー高屋店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 50-7480

㈱古池新聞店 小売 その他小売 各種新聞 81-5360

酒やビック　江南高屋店 小売 酒店 酒類販売 22-6446

酒の野木森 小売 酒小売 酒類販売 56-2755

サワセイ江南店 小売 その他小売 贈答品 55-7211

寝窓工房ユーキ 小売 寝具 寝具・インテリア用品販売 54-8110

セブン-イレブン 江南江森町南店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 53-3055

セブン-イレブン 江南宮後町砂場店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 56-4619

古知野東地区

業種・業態・取扱品目

藤花ちゃんプレミアム商品券 取扱店 ※地区別、業種別で掲載

藤花ちゃんプレミアム商品券 取扱店一覧（中小店）



取扱店 電話

パティスリー　デゼル 小売 菓子・パン 洋菓子 81-7595

尾北センター薬局 小売 医薬品・化粧品 調剤薬局 56-8181

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 コンビニエンスストア 51-0233

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 コンビニエンスストア 51-0913

㈱扶桑石油　Ｄ.Ｄ.江南北店 小売 燃料 ガソリンスタンド 55-7265

㈲古田電機 小売 電気機械器具 電化製品販売・工事 56-3636

豆工房コーヒーロースト江南店 小売 コーヒー豆販売 コーヒー豆 81-3196

㈲マルト櫻井商店 小売 機械器具 ガス器具等 54-2247

ミヤコ花壇 小売 生花販売 生花販売 54-1678

武蔵屋 小売 菓子・パン 和菓子製造販売 56-3422

リカーマウンテン江南店 小売 酒小売 酒類・ドリンク・食品 51-2223

hair atelier D's. サービス 美容業 美容業 54-7723

犬山タクシー サービス タクシー タクシー 54-2601

尾張北部タクシー サービス タクシー タクシー 54-1515

髪工房マスダマス サービス 理容業 理容業 55-4021

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

ソフト・ピア 三心野白店 サービス 洗濯業 クリーニング 53-2833

大三オート サービス 自動車整備 自動車整備 54-7422

ビューティサロンあずさ サービス 美容業 美容業 54-8323

美容室 La chou chou サービス 美容業 美容業 53-2112

モア NEXT サービス 洗濯業 クリーニング 51-6226

ワンランド サービス 美容業 犬の美容室 56-2422

Cafe＆ステーキ juju 飲食 西洋料理店 ステーキ・コーヒー・モーニングサービス 070-1658-1180

COOK あい吉 飲食 居酒屋 刺身・天ぷら 59-6017

KOMA 飲食 西洋料理店 スープ・パエリア 50-5850

味の魚仙 飲食 日本料理店 会席料理・仕出し料理 56-2970

あたたか家 どかどか 飲食 居酒屋 料理・お酒 56-8230

あみやき亭　江南店 飲食 焼肉店 焼肉 53-1285

イタリアンダイニングリッジ 飲食 イタリア料理店 イタリア料理 54-5007

一不二 飲食 食堂・レストラン みそかつ定食他各種定食 54-1111(内線207)

囲炉裏酒場 大和 飲食 居酒屋 居酒屋 54-0777

インドカレー ドスティ　2店 飲食 インド料理店 インドカレー 96-7463

お食事処 志野 飲食 そば・うどん店 定食・麺類 54-0562

カフェ やすらぎ屋 飲食 カフェ コーヒー 53-9536

カフェ・ド・クレール 飲食 喫茶店 喫茶 59-6512

カフェテラス コール 飲食 喫茶店 コーヒー・軽食 55-7125

カフェレスト　ビーグル 飲食 喫茶店 喫茶店 54-5956

カルビ大将 江南店 飲食 焼肉店 焼肉 56-0041

喫茶オリーブ 飲食 喫茶店 喫茶店 54-2040

キッチン くま 飲食 西洋料理店 エビフライ・ハンバーグ・ステーキ 54-3552

九州小町　江南駅前店 飲食 居酒屋 九州料理・もつ鍋 51-1015

餃子の王将　江南店 飲食 中国料理店 餃子・中華料理 54-4944

業種・業態・取扱品目

古知野東地区

古知野南地区



取扱店 電話

ケンジの餃子 飲食 居酒屋 餃子 51-1718

ケンジの串カツ 飲食 居酒屋 串料理 53-6116

江南古知野食堂 飲食 食堂・レストラン 食堂 56-7001

江南焼肉わにく 飲食 焼肉店 焼肉店・精肉販売 50-4983

珈琲琥珀 飲食 喫茶店 珈琲豆自家焙煎 54-2032

サガミ江南店 飲食 食堂・レストラン 和食 55-9090

酒癒処　あかり 飲食 居酒屋 居酒屋 55-7263

重寿司 飲食 すし店 寿司 56-2457

四川料理 縁香閣 飲食 中国料理店 四川料理 87-8593

シャトーマスミ 飲食 喫茶店 喫茶・軽食 54-0114

食堂　和おん 飲食 食堂・レストラン 中華そば・カレー等 090-9947-4153

寿司と和食　むさし家 飲食 日本料理店 寿司・和食・弁当・会席料理 56-2983

惣三郎 飲食 お好み焼店 お好み焼き・やきそば・たこ焼他 54-2661

台湾料理味味臻 飲食 中国料理店 台湾料理 56-1733

天錦 飲食 日本料理店 日本料理 55-0333

涛寿司 飲食 すし店 寿司 56-4753

日本料理 花野江 飲食 日本料理店 日本料理 54-1100

白楽天 飲食 中国料理店 中国料理 56-2704

美食亭　奏 飲食 居酒屋 居酒屋・コース料理 55-5190

日向ぼっこ 飲食 喫茶店 珈琲・軽食・定食 53-2339

まちのちいさなパフェ屋さん 飲食 その他飲食店 アイスクリーム 53-9536

街の中華定食屋 PANDA 飲食 中国料理店 中華 87-8082

抹茶文庫 飲食 喫茶店 モーニング・ランチ・甘味・つきたて餅 51-2110

美江小籠湯包 飲食 中国料理店 中華料理 96-6070

美濃路　江南店 飲食 焼鳥店 焼鳥 51-0770

美之 飲食 焼肉店 焼肉屋 56-4523

焼そば家こう 飲食 その他飲食店 焼きそば・唐揚げ他 55-2255

や台ずし　江南駅前町 飲食 居酒屋 居酒屋 51-0838

和彩鮮食 幸乃家 飲食 日本料理店 和食 54-7100

和風料理 ふじ吉 飲食 日本料理店 日本料理 54-8576

㈱アンキ設備 建設 管工事 水道工事・下水接続工事 54-3154

㈱ホームテック 建設 建設業 建築リフォーム商品 53-5295

松井建築㈱ 建設 土木建築 建築工事 54-6655

㈱山﨑工務店 建設 建設業 エクステリア 96-6110

AOKI 江南店 小売 紳士服 紳士服販売 56-7188

Cake shop Aube 小売 菓子・パン ケーキ洋菓子販売 81-8674

LENS STYLE 江南店 小売 時計・眼鏡・光学機械 コンタクトレンズ・コンタクトレンズケア用品 53-7851

SAKAI&CO.・酒井眼鏡本店 小売 時計・眼鏡・光学機械 時計・宝石・眼鏡 56-2847

アートギャラリー前田 小売 その他小売 絵画・額縁販売 56-4412

愛知北農業協同組合江南支店 小売 農耕用品 営農・生活品販売 55-2275

イエローハット 江南店 小売 自動車部品 カー用品 59-6621

イチハラ衣料店 小売 衣料品 衣料品 56-2810

梅のや 小売 菓子・パン 和菓子製造販売 56-3572

大口屋　江南駅前店 小売 菓子・パン 和菓子販売 55-0644

古知野南地区

業種・業態・取扱品目



取扱店 電話

オートサイクルショップ 後藤 小売 自転車 自転車・バイク・販売修理業 55-0521

御菓子司 八雲堂 小売 菓子・パン 和菓子 55-0411

㈲オゼキ制服 小売 学生服 学生服・体操服 55-1463

尾張油業㈱ 小売 燃料 ガソリンスタンド・プロパンガス 56-4039

加賀自転車店 小売 自転車 自転車及び修理 55-6432

家具のサカエヤ 小売 家具・建具・畳 ベッド・学習机・ランドセル 54-7777

柏屋 小売 菓子・パン 和菓子 54-1237

かりや呉服店 小売 呉服店 呉服・婦人服販売 56-2569

川正米穀荒物店 新町店 小売 米穀類 米穀・荒物・金物販売 53-2021

きもの館なかね 小売 呉服店 着物販売 55-0137

グッドベーカリー 伊せ屋 小売 菓子・パン パン 81-3061

化粧品のエビスヤ 小売 医薬品・化粧品 化粧品販売 56-2346

（資）五郎油店 小売 燃料 ガソリンスタンド 56-2882

サカエスポーツ 小売 スポーツ用品 スポーツ用品 54-8550

酒やビック　江南店 小売 酒店 酒類販売 51-5031

シャルドン洋菓子店 小売 菓子・パン 洋菓子販売 54-7756

寝具のみやち 小売 寝具 寝具一式 55-0021

炭焼き弁当たまご家江南店 小売 弁当（テイクアウト） テイクアウト弁当 87-8398

セブン-イレブン 江南駅北店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 59-6676

セブン-イレブン 江南古知野町花霞店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 54-7117

ソフトバンク 江南中央 小売 携帯電話サービス 携帯電話 51-2600

タスコ珈琲店 小売 コーヒー豆販売 コーヒー豆販売 54-5144

つきたて新鮮店頭精米 みずほの国 小売 米穀類 米穀小売 53-8856

寺澤畳店 小売 家具・建具・畳 畳製品 56-4614

ドラッグスギヤマ　古知野店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 51-6501

とんかつころっけのはしだ 小売 食料品 惣菜（揚げ物） 55-0530

納屋のパン屋さんkiitos 小売 菓子・パン パン 56-6858

バーゼルいのこ 小売 時計・眼鏡・光学機械 時計・宝石・眼鏡・貴金属・補聴器 54-2515

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 コンビニエンスストア 51-1233

古田畳商店 小売 家具・建具・畳 畳製品 56-4482

ベーカリーハンスペーター 小売 菓子・パン パン 51-3466

松永種苗㈱ 小売 種苗商 野菜種苗の販売 54-5151

メガネ赤札堂　江南店 小売 時計・眼鏡・光学機械 眼鏡・補聴器・小売 81-3377

眼鏡市場　江南店 小売 時計・眼鏡・光学機械 眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ 53-6828

やまこ清水酒店 小売 酒店 酒類販売・クリーニング取次店 56-2580

やまもと酒店 小売 酒小売 酒・調味食品小売 56-2439

洋服の青山 江南店 小売 紳士服 紳士服販売 53-1393

嫁見餠総本家 小売 菓子・パン 和菓子 54-3178

ランドマークＢＩＨＯＫＵ 小売 自動車部品 タイヤ・ホイール 54-3231

ローソン 江南古知野店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 51-0843

ローソン 江南市役所東店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 54-7585

amity cosy サービス 美容・エステ関連 化粧品 090-1093-0054

BLAZE hair サービス 美容業 美容業 59-6706

Body care LINK サービス 各種療法（整体） 筋膜施術（整体） 050-5372-7357

古知野南地区

業種・業態・取扱品目



取扱店 電話

FBトラベル江南営業所 サービス 旅行業 旅行業 51-1530

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

iPhone修理のヴィジョン 江南駅前店 サービス その他サービス 各種スマホ・ipad・ipod・アイコス・スイッチ修理など 87-8011

愛北動物病院 サービス 動物病院 ペットの診療 55-9177

石井美容室 サービス 美容業 美容業 54-6641

石文妙子税理士事務所 サービス 税理士事務所 相続税・生前対策相談 56-8488

一輝塾 サービス その他サービス 学習塾 080-6904-4450

㈲救急ロックサービス サービス その他サービス 鍵の取付・加工・販売・合鍵作成 51-6888

クイン理容室 サービス 理容業 理容業 56-4663

靴磨屋T.A.N.S サービス その他サービス 靴磨・靴修理 81-4697

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

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

㈱サニートラベル サービス 旅行業 旅行 53-3222

志村接骨院 サービス 各種療法（整体） 施術 53-2020

㈲写真館かつみ サービス 写真業 写真撮影とその製作 54-3113

すまいる疲労回復院 サービス 各種療法（整体） 施術 080-3676-3178

センチュリー21鈴村住建 サービス 不動産 不動産 54-2254

㈲中交トラベル サービス 旅行業 旅行 55-7011

ネイルサロンクローバー サービス 美容・エステ関連 エステ・化粧品 53-9680

はいから美容室 サービス 美容業 美容業 53-3982

はめかえTOWN・車検本舗・Anela Nail サービス その他サービス タイヤのはめかえ専門店・車検・ネイル 81-5112

㈱林自動車整備工場 サービス 自動車整備 自動車修理・板金・販売 54-3158

美容室 mulberry サービス 美容業 美容業 81-4645

美容室 アリスの国 サービス 美容業 美容業 54-8304

美容室natalie(ナタリー) サービス 美容業 美容業 56-5833

美容室Ｕｎ－アン－ サービス 美容業 美容業 54-3120

ボディケアサロン プラーナ サービス 美容・エステ関連 マッサージ 53-5126

メンズ脱毛サロン　Comodo Bellissimo サービス 美容・エステ関連 脱毛サロン・化粧品・アパレル・雑貨 090-7670-8224

理容　丹羽 サービス 理容業 理容業 56-2911

理容室 ニューヤマト サービス 理容業 理容業 53-5848

理容室ヤング サービス 理容業 理容業 56-4348

レンタル衣裳館　乙女座 サービス 貸衣裳 貸衣装・写真スタジオ 54-0704

Dining Cafe KOTI 飲食 西洋料理店 イタリア料理 51-1222

I.C.佐守 飲食 喫茶店 喫茶 55-7910

Jasper通り 飲食 食堂・レストラン 和食系お惣菜 81-7555

TEA HOUSE la CASA 江南店 飲食 カフェ ランチ 53-0880

石釜珈琲と抹茶 山手珈琲店 飲食 喫茶店 珈琲他 81-9493

いちごや 飲食 日本料理店 かきあげ丼 53-1580

五味八珍 江南店 飲食 ラーメン店 中華ファミリーレストラン 53-5641

そば蔵　江南店 飲食 そば・うどん店 そば 53-0871

竹泉 飲食 そば・うどん店 そば・うどん 55-2819

ブーランコ江南店 飲食 喫茶店 各種パン・ ドリンク・コーヒー 56-1788

古知野南地区

古知野北地区

業種・業態・取扱品目



取扱店 電話

ベベドール 飲食 イタリア料理店 パスタ 53-0247

弥次郎平　江南庵 飲食 そば・うどん店 うどん・そば・和食 53-2800

らーめん 石亭 飲食 ラーメン店 ラーメン 52-1215

ラ・カーサ江南 建設 建設業 建設工事・建築資材の販売 51-0080

ｔｓｕｎａｇｕ 江南店 小売 雑貨 生活雑貨 96-9629

愛知北農業協同組合江南北支店 小売 農耕用品 営農・生活品販売 56-2245

大脇ふとん店 小売 寝具 寝具全般 55-2847

セブン-イレブン 江南山尻店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 54-5554

ぶてぃっく木々 カフェもくもく 小売 婦人・子供服 婦人服・小物・飲食 53-0737

オグラ理容 サービス 理容業 理容業 56-3574

ほてい運転代行 サービス その他サービス 運転代行 090-7855-7856

名鉄タクシー サービス タクシー タクシー 55-8333

よねくらクリーニング サービス 洗濯業 クリーニング業 59-7713

理容バンビ サービス 理容業 理容業 55-5851

理容ひかり サービス 理容業 理容業 55-0329

カフェ・ケント 飲食 カフェ パスタ・グラタン・ハンバーグ等洋食 53-1690

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋江南東野店 飲食 西洋料理店 カレー 55-1220

クウェッション 飲食 喫茶店 コーヒー 55-0018

月兎 飲食 食堂・レストラン 創作料理 54-3371

コメダ珈琲 江南西店 飲食 喫茶店 コーヒー 53-1900

魚屋の寿し　魚錠　江南店　 飲食 すし店 寿司(回転寿司) 51-4507

中国料理　龍宴 飲食 中国料理店 中国料理 55-6545

名古屋名物味噌とんちゃん屋 江南ホルモン 飲食 焼肉店 焼肉・ホルモン 51-1333

ブラッスリー三幸 飲食 喫茶店 喫茶・コーヒー・ランチ 53-6000

和ダイニング楽喰 飲食 居酒屋 酒類・コース料理・定食 53-6500

大森食品 小売 食料品 食料品小売 56-4206

サワダ薬局 小売 医薬品・化粧品 医薬品 55-0061

セブン-イレブン 江南島宮町吉原店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 53-1770

セブン-イレブン 江南東野町烏森店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 55-7112

肉の専門店　小島 小売 食肉 精肉 55-0990

パティスリーカノン 小売 菓子・パン 洋菓子 59-7888

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 コンビニエンスストア 51-3035

㋣尾関商店 小売 機械器具 設備機器販売 56-2728

焼菓子・ケーキ工房　花がすみ 小売 菓子・パン 洋菓子 55-3311

ヤマサ共和ライフ㈱ 江南営業所 小売 燃料 ガス・電化商品・アクアクララ・リフォーム 54-3121

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

ローソン 江南東野町店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 54-1785

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

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

げん気堂治療院 サービス あん摩マッサージ指圧 鍼灸マッサージ 53-2551

江南ゴルフセンター サービス その他サービス ゴルフ練習場 55-6736

フトン巻きのジロー 江南滝学園前店 サービス 洗濯業 布団のクリーニング 50-2615

ボウリング王国スポルト江南 サービス ボウリング場 ボウリング 55-3221

業種・業態・取扱品目

古知野西地区

古知野北地区



取扱店 電話

味栄 飲食 すし店 うなぎ料理 57-7661

稲廼家　団地店 飲食 そば・うどん店 うどん・そば・丼物 57-1617

おおやまホルモン 江南村久野店 飲食 焼肉店 焼肉 54-4129

尾関屋 飲食 日本料理店 うなぎ料理 57-4805

珈琲屋 らんぷ 江南店 飲食 カフェ コーヒー 81-3932

コメダ珈琲 江南村久野店 飲食 喫茶店 コーヒー 57-4777

たから（宝鮨） 飲食 すし店 寿司 55-6661

手打道場 高砂 飲食 そば・うどん店 うどん・蕎麦 57-8788

なかむら屋 飲食 焼肉店 ホルモン 57-5858

ひだまりcafe あむ 飲食 喫茶店 喫茶店 57-6716

焼肉ハウスＫ 飲食 焼肉店 焼肉 56-7800

POT HOME 建設 建設業 リフォーム 81-9617

愛知北農業協同組合草井支店 小売 農耕用品 営農・生活品販売 57-8324

伊神呉服洋品店 小売 衣料品 学生衣料・紳士・夫人衣料全般 59-8338

一般社団法人つまみ華細工協会 小売 その他小売 花・フラワーアレンジメント 090-6647-4120

岡本酒店 小売 酒小売 酒類一般食品全般 57-7094

㈲金森石油 小売 燃料 ガソリンスタンド 57-7868

セブン-イレブン 江南村久野町平松店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 54-5601

㈱綜合家具ヤマケン 小売 家具・建具・畳 家具・インテリア 54-4311

中日新聞 江南草井専売店 小売 その他小売 新聞 52-3168

生ぎょうざ花風 小売 その他小売 ぎょうざ 50-5533

肉の匠 小売 食肉 焼肉・精肉店 74-1474

本間製パン㈱ 江南直売店 小売 菓子・パン 業務用食パン 51-2220

Bumpy Happy サービス 美容・エステ関連 美容室 070-8318-4754

DIY PARK サービス その他サービス 雑貨 54-8255

かえる鍼灸整骨院 サービス その他サービス 整体・はり・マッサージ・美容・ダイエット食品 81-8114

カットルーム KASAI サービス 理容業 理容業 59-6180

ソフト・ピア 西友江南店 サービス 洗濯業 クリーニング 53-2833

ねこやしき． サービス ペットショップ ペットサロン 090-9911-3821

レンタルスペース MARUCHO サービス その他サービス レンタルスペース 57-8505

Medi Cafe HERB&SPICE 飲食 カフェ カフェ 54-7066

居酒屋　夢食 飲食 居酒屋 居酒屋 53-3389

居酒屋ふきのとう 飲食 居酒屋 居酒屋 52-6233

珈蔵 江南店 飲食 カフェ 珈琲 090-3511-7965

尾州うどん 一 飲食 そば・うどん店 うどん 22-8117

ボワード 飲食 喫茶店 コーヒー・洋菓子製造 57-0415

曼荼羅舎（まんだらや） 飲食 日本料理店 弁当・焼肉・居酒屋 55-9929

焼肉 うし家 飲食 焼肉店 焼肉 53-0288

洋食 ダチェス 飲食 食堂・レストラン ハンバーグ・カニクリームコロッケ 81-3077

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

愛知北農業協同組合宮田支店 小売 農耕用品 営農・生活品販売 58-7206

青新種苗店 小売 種苗商 野菜・花の種子及び苗・肥料・農薬 55-1357

草井地区

宮田地区

業種・業態・取扱品目



取扱店 電話

亜帆呂＆Ａ.Ｐ.Ｏ. 小売 婦人・子供服 婦人服 54-7613

㈱維研 小売 その他小売 繊維製品販売 57-3555

ウジタ薬局 小売 医薬品・化粧品 医薬品・健康食品・化粧品 55-6833

学生専科　タキヒロ 小売 学生服 学生衣料品販売 57-8230

花ぐや 小売 花・植木 生花 51-5251

梶村新聞店 小売 その他小売 各種新聞 58-7552

暮しの衣料マツオカ江南ピナ店 小売 衣料品 衣料品・雑貨 53-6524

ケーキハウス ヒイラギ 小売 菓子・パン 洋菓子 53-0547

江南サイクル 小売 自転車 自転車・修理 54-6837

こめき商店 小売 米穀類 米穀販売 58-7551

笑福庭園 小売 花・植木 フラワーアレンジ・植物販売・インテリアグリーン 57-2929

㈲炭竹商店 小売 燃料 ガソリンスタンド 58-8733

セブン-イレブン 江南前飛保町店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 53-7798

㈲タキデンキ 小売 電気機械器具 家電販売 54-5767

滝洋品店 小売 学生服 学生衣料 58-7640

たこ焼き 味和 小売 その他小売 たこ焼き 090-3939-4875

中日新聞 江南まんだら寺前専売店 小売 その他小売 新聞 55-7508

つるや菓子舗 小売 菓子・パン 和菓子 55-1408

とうはち 小売 花・植木 花苗・野菜苗・園芸用品 58-8061

日栄家電㈱ 小売 電気機械器具 家電製品 58-8074

パン工房　パン・パフィー 小売 菓子・パン パン 81-8698

ファミリーマート 江南後飛保薬師店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 52-4300

㈱古田商店 小売 米穀類 米穀・ＬＰガス器具販売 55-1393

㈱マルハチ 小売 燃料 ガス小売業 58-7354

味噌鉄酒店 小売 酒小売 調味料・酒類・食品販売 58-7516

メガネ・宝石・時計のウサミ 小売 時計・眼鏡・光学機械 メガネ・宝石・時計 56-4618

メナードフェイシャルサロン 江南松竹店 小売 医薬品・化粧品 エステ・化粧品 080-3679-9900

㈲モンテオートサービス 小売 自動車 自動車販売 54-1351

リサイクルショップ ナイス 小売 雑貨 中古品販売 55-1618

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

割又商店 小売 燃料 プロパンガス 58-7477

m.mikey サービス 美容業 美容業 74-5927

social studio ATHENA サービス ダンススクール ストレッチレッスン・レンタルスタジオ・手作り雑貨 53-8307

TAKAMI（理容室） サービス 理容業 理容業 57-5700

エステサロン　アンジュマリー サービス その他サービス エステティックサロン 55-2252

クリーニングのモア サービス 洗濯業 クリーニング 55-1367

グリーンシザーズ サービス その他サービス 植物・剪定工事・造園工事 090-5619-4440

美容室 COVER+COVER サービス 美容業 美容業 53-0081

フルリール サービス 理容業 理容業 55-4846

まつげサロン アンジュマリー サービス 美容・エステ関連 まつげエクステンション・まつげパーマ 55-2252

メナードフェイシャルサロン La nanarla サービス 美容・エステ関連 化粧品・エステ 81-7248

業種・業態・取扱品目

宮田地区



取扱店 電話

ｒｅｐｏｓ 飲食 カフェ アンティーク雑貨・ランチ 56-5210

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

アートスペース　ベルグ　布袋店 飲食 喫茶店 パン・喫茶 56-6668

味のがんこ炎　江南店 飲食 焼肉店 焼肉 53-3120

インド料理 ドスティ　1店 飲食 インド料理店 インドカレー 56-4934

インド料理プルニマ江南店 飲食 インド料理店 カレー・ナン 53-4600

カフェ　しょぱん　本店 飲食 カフェ コーヒー・サンドイッチ・スープ・食パン・デザート類 54-0088

カフェ・ドゥ・マージュ 飲食 カフェ ドリンク・パスタ・ケーキ 53-2131

喫茶ひなゆき 飲食 喫茶店 喫茶店 55-2357

ぎふ初寿司　力長町分店 飲食 すし店 寿司 53-8522

金魚亭 飲食 食堂・レストラン 洋食（ハンバーグ） 54-7251

珈琲屋 明楽時運 是故 飲食 喫茶店 喫茶店 59-6212

珈琲家 すぎもと 飲食 喫茶店 コーヒー・その他飲み物 55-8253

権兵衛 飲食 そば・うどん店 うどん・そば・丼物・定食物 59-8115

しな㐂 江南店 飲食 ラーメン店 ラーメン 56-8558

食パン専門店　ほていぱん 飲食 その他飲食店 食パン専門店・ドリンク類 50-5688

つくる亭 飲食 食堂・レストラン とんかつ・からあげ・天ぷら 55-4118

名代炭焼うなぎ きむらや 飲食 日本料理店 うなぎ 56-3041

百葉箱 飲食 イタリア料理店 ピザ・パスタ 53-1334

ふれんど 飲食 その他飲食店 たこ焼き・クレープ・焼きそば 54-1889

ボンパナ 江南店 飲食 菓子・パン パン 54-8668

みかど 飲食 喫茶店 コーヒー・食事 56-3270

紋土珈琲 五明店 飲食 喫茶店 コーヒー 51-0036

ゆくり台所 残波 江南店 飲食 居酒屋 沖縄料理 54-0554

レディーバード 飲食 喫茶店 喫茶店 53-4870

㈱高田建材店 建設 建設業 建材・建築材料 56-4325

㈱西村塗工店 建設 建設業 住宅外壁・屋根の塗り替え工事 55-6201

Gallè-de-watanabe 小売 菓子・パン フランス焼き菓子 56-6223

ＳＡＫＥ－ＬＡＮＤたかやなぎ 小売 酒小売 酒類販売業 56-3223

愛知北農業協同組合布袋支店 小売 農耕用品 営農・生活品販売 55-6122

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

岩田燃料㈱ 小売 機械器具 ガス機器販売 55-0118

岩田燃料㈱江南給油所 小売 燃料 ガソリンスタンド 54-0430

エディオン　ヒラキ 小売 電気機械器具 家電製品 54-4526

大口屋　布袋本店 小売 菓子・パン 和菓子販売 56-3067

御菓子処みつ雀 小売 菓子・パン 和菓子 55-2346

尾張ういろ 小売 菓子・パン 和菓子 55-4336

学生服のモリタ 小売 学生服 学生服・学校用品 55-5153

鹿児島屋 小売 食肉 精肉小売 55-4114

花音 小売 花・植木 生花・雑貨販売・喫茶 56-1872

岸五 小売 ホームセンター 日用雑貨・金物販売 56-2500

クスリのアオキ 布袋店 小売 ドラッグストア ドラッグストア 50-0310

勲碧酒造㈱ 小売 酒小売 清酒 56-2138

江南自動車販売㈱ 小売 自動車 自動車販売・整備 54-6221

業種・業態・取扱品目

布袋地区



取扱店 電話

㈱江南スバル 小売 自動車 自動車販売・整備 55-3271

呉服の岩幸・サチ 小売 呉服店 呉服・婦人服 55-5151

三勝屋 小売 食料品 食品販売 55-2218

杉本精肉店 小売 食肉 食肉全般 56-3279

セブン-イレブン 江南今市場町店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 53-2302

セブン-イレブン 江南五明町天王店 小売 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 55-6860

たつみ堂 B&S 小売 書籍・文房具 書籍・雑誌・事務用品・文具 55-3265

中日新聞　布袋販売所 小売 その他小売 新聞 56-4303

トータルビューティーサロン 凛 小売 医薬品・化粧品 エステサロン 54-8813

冨田屋 小売 酒小売 酒類を含む食品販売 55-2502

パナショップ江南 小売 電気機械器具 家電製品 56-3250

ヒロマサイクル 小売 自転車 自転車 56-4344

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 コンビニエンスストア 51-0032

船徳商店 小売 機械器具 ガス器具・衛生用品・空調機 55-0947

フローラル縁 小売 花・植木 花屋 53-2206

丸井酒店 小売 酒店 清酒 56-3018

㈲宮瀬新聞店 小売 その他小売 新聞 55-2934

森田屋洋品店 小売 衣料品 衣料品・婦人服 56-3325

山星酒造㈱ 小売 酒店 清酒 54-4433

夢キムチ 小売 食料品 白菜キムチ・チャンジャ・韓国食品 54-8756

洋菓子ベルジュール 小売 菓子・パン 洋菓子製造小売 56-3323

レガロ　ロースターズ　コーヒー 小売 コーヒー豆販売 コーヒー豆販売 81-9930

Ｙ’s・ factory サービス 理容業 理容業 54-6670

アイホク接骨院 サービス 各種療法（整体） 接骨・整骨 56-0756

愛北タクシー サービス タクシー タクシー 55-2265

クリーニング　ペガサス サービス 洗濯業 クリーニング業 55-2555

㈲江南観光社あいみんＢＵＳ　いもずきんちゃん サービス 旅行業 旅行バス・飲食 51-5253

スタジオK's サービス ダンススクール キッズダンス教室 54-8804

ソフト・ピア 布袋駅東店 サービス 洗濯業 クリーニング 53-2833

ハローイングリッシュスクール サービス その他サービス 英会話教室 54-8756

美・健康スタジオ サービス ダンススクール フィットネスクラブ 54-8804

ビューティー Benten サービス 美容業 美容業 56-8727

美容室あとりえどど サービス 美容業 美容業 54-6014

ヘアー 髪 サイトウ サービス 理容業 理容業 55-2319

本郷自動車 サービス 自動車整備 自動車整備 75-1006

政木写真館 サービス 写真業 記念写真撮影 81-5251

マリモ美容室 サービス 美容業 美容業 54-1605

ゆうゆうパソコン教室　ピアゴ布袋教室 サービス その他サービス パソコン教室 56-6601

リ・アンジュ サービス 美容・エステ関連 エステ 090-6075-8467

リラクゼーションルーム花音 サービス あん摩マッサージ指圧 足つぼ・もみほぐし 54-5599

布袋地区

業種・業態・取扱品目



取扱店 電話

一刻魁堂 飲食 ラーメン店 飲食（中華レストラン） 51-5488

海転寿司丸忠 飲食 すし店 飲食（和食レストラン） 51-1011

カフェ・ド・ルアン 飲食 カフェ 喫茶 53-0140

スガキヤ 飲食 ラーメン店 飲食（フードコート） 53-6180

スターバックスコーヒー 飲食 カフェ 喫茶 51-5931

ディッパーダン 飲食 その他飲食店 飲食（フードコート） 53-6091

鉄板三丁目 飲食 お好み焼店 飲食（フードコート） 51-1353

てんてん 飲食 食堂・レストラン 飲食（フードコート） 55-8720

ドトールコーヒー 飲食 喫茶店 喫茶 54-6582

とんかつ新宿さぼてん 飲食 食堂・レストラン 飲食（和食レストラン） 53-8807

パステルイタリアーナ 飲食 イタリア料理店 飲食（洋食レストラン） 51-6616

マクドナルド 飲食 ハンバーガー店 ファストフード 54-0302

ミスタードーナツ 飲食 その他飲食店 ファストフード 54-1863

若鯱家 飲食 食堂・レストラン 飲食（和食レストラン） 54-9811

ABCマート 小売 靴・履物 靴 51-6801

AT EASY 小売 靴・履物 靴 81-8005

BOOKSえみたす 小売 書籍・文房具 書籍 56-8060

EYE WORLD・Rose Vie 小売 時計・眼鏡・光学機械 メガネ・時計・貴金属 51-5950

ILLUSIE300 小売 雑貨 雑貨均一プライス 51-6515

ＪＩＮＳ 小売 時計・眼鏡・光学機械 メガネ 53-6711

Ｍ2 小売 婦人・子供服 婦人服 53-1277

MAKI　mi 小売 婦人・子供服 婦人服 53-6628

SUIT　SELECT 小売 紳士服 紳士服・婦人服 51-3221

アバディーン 小売 雑貨 生活雑貨 53-1444

ヴィレッジヴァンガード 小売 玩具・娯楽用品 玩具・ファンシー雑貨 51-5907

オリンピア 小売 雑貨 ファンシー雑貨 51-6101

カルディコーヒーファーム 小売 食料品 食物販 51-1210

クラフトハートトーカイ 小売 その他小売 手芸用品 55-9821

グランサックス 小売 雑貨 バッグ・服飾雑貨 51-5382

グリーンパークストピック 小売 婦人・子供服 婦人服 58-5855

グローブ 小売 婦人・子供服 婦人服 58-5080

口福堂 小売 菓子・パン 食物販（和菓子） 51-3600

コラージュ 小売 その他小売 バッグ・服飾雑貨 51-5383

さが美 小売 呉服店 呉服 51-6761

シューラルー 小売 婦人・子供服 婦人服 51-3055

シュベール 小売 婦人・子供服 婦人服 54-1096

ジュンヌモリエ 小売 婦人・子供服 婦人服 51-5261

新星堂 小売 その他小売 CD・ビデオ・楽器 55-7170

ダールフルット 小売 その他小売 食物販（ピザ） 81-3335

鳥ぷろ 小売 食料品 食物販（惣菜） 51-6721

アピタ江南西店

業種・業態・取扱品目

藤花ちゃんプレミアム商品券 大型テナント店（中小店）



取扱店 電話

はな花だんご 小売 その他小売 食物販（焼き物） 54-3809

ブランシェス 小売 婦人・子供服 子供服 53-5630

ブランドメゾン 小売 雑貨 インポート雑貨 81-7945

ペットワールド アミーゴ 小売 ペットショップ ペット 51-2581

ミルフローラ 小売 その他小売 貴金属 51-5625

メゾネット 小売 雑貨 生活雑貨 51-5421

ユニクロ 小売 衣料品 ファミリー衣料 51-1511

ライトオン 小売 衣料品 ファミリー衣料 53-3751

ワッツウィズ 小売 雑貨 雑貨均一プライス 50-0282

TAiSEiKAN サービス あん摩マッサージ指圧 リラクゼーション 54-6588

アニバーサルスタジオ サービス 写真業 写真館 50-2322

サンリペア サービス その他サービス リペア 53-1880

センティア サービス その他サービス エステ・ネイル 51-5671

パレットプラザ サービス その他サービス DPE 50-5515

ポニークリーニング サービス 洗濯業 クリーニング 53-7865

ワンダーフォレスト サービス その他サービス アミューズメント 51-6286

フラワーショップ いとう 小売 花・植木 生花販売 57-7545

ベルナール 江南店 小売 菓子・パン 焼きたてパン・イートインカフェ 57-3393

iPhone修理105Store サービス その他サービス iPhone・スマホ・ダブレット・ゲーム機修理 090-7857-5545

デューポイント江南店 サービス 美容業 美容業 96-9808

喫茶サンローズ 飲食 喫茶・ランチ 珈琲・定食etc 56-8818

スガキヤ新江南平和堂 飲食 ラーメン ラーメン 53-7336

マクドナルド江南平和堂店 飲食 バーガー類 バーガー類 52-1711

マミーズ 飲食 お好み焼・やきそば・たこやき お好み焼・やきそば・たこやき 59-8050

Bene 小売 衣料品 衣類 56-7395

靴のアルコ 小売 靴・履き物 靴 56-8832

グレース 小売 婦人服 婦人服 56-8411

こみかるはうす江南店 小売 書籍・トレーディングカード 書籍・トレーディングカード 51-2170

ダイソー平和堂江南店 小売 100円ショップ 100円ショップ 56-8831

花夢館 小売 生花・園芸 切花・鉢・プリザーブドフラワー・ソープフラワー 56-8841

パリクロアッサン江南店 小売 ベーカリーショップ ベーカリー 53-4208

レ・ジャーム 小売 婦人服 婦人服 56-8835

和わ江南店 小売 呉服・和装品 和装小物 56-8836

Bodycare Salon Worm Wood サービス リラクゼーション・マッサージ リラクゼーション・マッサージ 55-6789

美容室ギッシュ江南店 サービス 美容業 美容業 56-8822

リメイク工房江南店 サービス 衣類お直し 洋服リフォーム・オーダー 54-2025

MEGAドン・キホーテＵＮＹ江南店

平和堂江南店

アピタ江南西店

業種・業態・取扱品目



取扱店 電話

松竹温泉天風の湯

お食事処えびす 飲食 食堂・レストラン 鮮魚・定食・麺類・鉄板・おつまみ 58-5811

滋和堂 サービス 美容・エステ関連 リラクゼーションサービス 53-5521

ヘアーサロン いちかみ サービス 理容業 理容業 53-3844

すいとぴあ江南

すいとぴあ江南 レストラン翠江亭 飲食 食堂・レストラン レストラン 53-5353

(注)1回目のチラシでの取扱店一覧のなかで、宮田地区(小売)の『ウジタ薬局』の取扱品目の記載が「医薬品・補聴器・コン

　　 タクトレンズ」となっていましたが、正しくは「医薬品・健康食品・化粧品」でした。ここにお詫びして訂正いたします。

(注)1回目のチラシでの取扱店一覧のなかで、古知野東地区(飲食)の『なにがし江南店』ですが、６月末をもって閉店となり

　　 ましたので削除いたします。

(注)1回目のチラシでの取扱店一覧のなかで、アピタ江南西店専門店(サービス)の『ぱそれす』は使用できませんので削除

　　 いたします。店舗でもPOPにて案内をさせていただきます。

(注)1回目のチラシでの取扱店一覧のなかで、古知野東地区の『セブンイレブン 江南江森町店』は店舗移設の伴い『セブン

　　 イレブン 江南江森町南店』の店名が変更となりました。また、電話番号も「53-2377」から「53-3055」に変更となりました。

(注)大型店一覧に掲載されております宮田地区の『ザ・チャレンジハウス江南』は8月29日（日）をもって閉店となりました。

　   それに伴い、8月30日以降は藤花ちゃんプレミアム商品券はご使用になれませんのでご注意ください。

(注)愛知県緊急事態宣言等により、営業状況につきましては直接店舗へお問合せ下さい。

業種・業態・取扱品目



(令和3年8月30日現在)

※藤花ちゃんプレミアム商品券ご利用上の注意

●この商品券は、登録された取扱店でご利用できます。

●この商品券は、現金とのお引換はできません。

●この商品券は、おつりはでませんので、額面上での金額でご利用ください。

●この商品券は、売買、譲渡などはできません。

●この商品券の盗難、紛失または滅失などに対してその責を負いません。
○商品券、ギフト券・ビール券・図書券・切手・印紙・プリペイドカードなどの換金性の高いもの。

○税金および電気・都市ガス・水道・公共サービス料・NHK受信料などの公共料金。

○法・条例により定価以外による販売が禁止されているもの。（たばこ・電子タバコ用たばこ・市指定ゴミ袋など）

○仕入れ等の事業資金の支払。

※新型コロナ感染拡大防止対策のため、ご購入あるいはご利用時には、マスク着用をお願いいたします。


