
 足近町・小熊町
シャトレーゼ　羽島店

小熊町島2－23　☎058-393-1428
自然が育んだおいしさを毎日お届けします。

ファミリーレストラン　童夢
足近町5丁目5の1　☎058-392-7896
　

ジャンプパーク
小熊町島2－24－101　☎058-374-8512
手軽に自由にトランポリン！

三和クリーニング
小熊町島5－61　☎058-392-0858
『信頼と確かな技術』

勇菜
足近町5丁目360番地　☎080-7532-8310
地元野菜を食べて元気を保ちましょう！

Nyan Campanella
足近町4－117－2　☎058-392-2522
アンティークカフェ＆ネコカフェ

森白製菓売店
小熊町4－474　☎058-392-9000
あられ、煎餅、ゼリー、チョコの工場直売店です。

持ち込みタイヤ交換専門店　中村自動車
足近町南之川375番地8　☎090-9947-5257
激安持込タイヤ交換は中村自動車へ

おそうじ本舗　岐阜羽島駅前店
☎0120-039-025
おそうじの事でしたら気軽にお電話下さい‼

 正木町
CPサロン　ｒｉｃｈｅ

正木町森13丁目65番地　☎058-322-4180
お肌も心もリフレッシュ‼ＣＰ化粧品取扱店

スーパー温熱療法と整体ほぐし院
正木町大浦565－2（広瀬歯科西）☎090-7858-4097
肩や腰等の痛みを改善、冷え性や血流を改善

イワデン
正木町須賀小松339－2　☎058-392-3357
岐阜の玄関　羽島に元気を

花村自転車店
正木町新井850－1　☎058-391-4010
当店の自転車とともにいついつまでも…

やまうちクリーニング
正木町大浦1146－2　☎058-391-7744
集荷・配達致します

喫茶　小島
正木町大浦3469　☎058-392-3458
月曜定休

Ａ－ｓｔｙｌｅ
正木町須賀小松52（Hair Salon muku内）☎080-2612-3270
２０２２年自分らしくおしゃれを楽しもう！

 竹鼻町
桃太郎茶や

竹鼻町狐穴1900－1　☎058-392-1950
頑張れはしま‼桃太郎茶やも頑張るぞ‼

竹鼻ドライ㈾
竹鼻町狐穴3231－4　☎0120-17-5173
クリーニングのご相談は、当店へ

綿朋ふとん店
竹鼻町2663　☎058-391-5804
健康で　幸せいっぱい　元気なはしま

美容室　セレナ
竹鼻町498－1　☎058-393-1186
美容室セレナで皆さんキレイになりませんか

(有)羽島寝装
竹鼻町神楽28　☎058-392-0262
安心・快適な眠りをあなたに提案するお店

リカーショップ　しおかまや
竹鼻町狐穴1586番地1　☎058-391-3505
油断なく感染防止。マスクの下は笑顔です！

入山自転車店
竹鼻町3130－1　☎058-391-3404
お気に入りの自転車をみつけに来てね。

シノダ電業㈱
竹鼻町中町2732　☎058-392-2205
あなたの街のでんきやさん

セブン-イレブン　羽島竹鼻町狐穴店
竹鼻町狐穴字昭和町3036－1　☎058-393-3713
至極のセブンカフェで元気になりませんか

すし処　左門
竹鼻町飯柄324　☎058-391-5604
安心・安全なすしネタでお待ちしております

㈱みやこ屋　羽島店
竹鼻町丸の内3－59　☎058-392-9832
ほっとひと息　みやこ屋のお菓子

あーる工房　羽島店
竹鼻町西野町917　☎058-393-2086
洋服リフォームと靴、バッグ修理の店

ミセル　マムマム
竹鼻町丸の内6－7　☎058-393-2231内
広いキッズコーナー有。親子で楽しめるカフェ

こみやま花店
竹鼻町138　☎058-391-2740
フラワーギフト地域ＮＯ．１

桜時（オト）
竹鼻町狐穴706－1エステートシバタ1Ｆ　☎070-2316-3543
国産野菜のみお惣菜のランチ・テイクアウト

㈱栄サービスセンター
竹鼻町狐穴1141　☎058-392-1785
車の事なら何でもお任せください！

神田花店
竹鼻町2820－1　☎058-392-2225
花を飾って、心を元気にしませんか

稲垣米穀店
竹鼻町狐穴1264－3　☎058-391-3044
ライスパワーで、がんばるぞー！

はしもと表具店
竹鼻町大西２丁目（298番地13）　☎058-391-6418
　

大同印刷・事務機のダイドウ
竹鼻町3214　☎058-392-2345
本革ランドセルや限定万年筆も取り揃え。

産地直送地どり焼肉　とりゆう
竹鼻町字日吉町103番1　☎058-216-8929
全国から産地直送した鶏専門の焼肉屋

スポーツ　オーゾネ
竹鼻町丸の内4丁目74-2　☎058-392-1597
商品は一流。価格は三流。

井三商店
竹鼻町2643　☎058-391-2013
くえば、わかる

御食事処　うき與
竹鼻町3160番地　☎058-391-3004
木曜日定休です。

鳥芳　本店
竹鼻町2659－5　☎058-391-3019
飲食・仕出し・うなぎ蒲焼がんばっています

カルチェラタン
竹鼻町丸の内2－108　☎058-393-4335
明るく笑って、コロナを弾き飛ばそう‼

富士久
竹鼻町2743　☎058-391-2237
創業１８４０年　乾物・飲食器の店

桜ラーメン
竹鼻町飯柄487－1　☎058-392-1236
　

猫カフェ　ごろーにゃ
竹鼻町狐穴3191－3　☎058-392-6040
８匹の猫たちとのんびり過ごしませんか？

安全地帯
竹鼻町狐穴矢熊　☎058-392-3534
カムカムエブリバディ！コーヒー飲もうよ。

メガネショップ　ヒロ
竹鼻町下町２　☎058-391-3839
メガネの事なら何でもお任せください。

山田一畳店
竹鼻町2382－1　☎058-391-3033
青いたたみで元気まつり

㈲入野自転車商会
竹鼻町3161－1　☎058-391-2591
　

寿司芳
竹鼻町狐穴3188－6　☎058-392-2414
コロナに負けず頑張ろう！

居酒屋　八海
竹鼻町丸の内2丁目108　☎058-392-9345
定休日は火曜日です‼

おかしの里もりや　羽島店
竹鼻町丸の内5－4　☎058-391-8847
いろいろなお菓子満載でお待ちしております

ダスキン羽島
竹鼻町宮町2904-2　☎058-392-8821
無理なく続けれる衛生習慣をお手伝いします。

ファミリーファッション　シマサク
竹鼻町丸の内4丁目74の1　☎058-391-2647
お買得な品が盛りだくさんぜひご来店下さい

g'n ｃａｆｅ
竹鼻町飯柄320サクラヒルズ羽島１Ｅ　☎058-372-3776
おいしいモーニングとランチはいかがですか

チェリー洋菓子店
竹鼻町飯柄368－3　☎058-392-0209
元気になろう！！　羽島市！！

ビー珈琲
竹鼻町錦町86　☎058-201-7175
１杯ずつ丁寧に抽出する珈琲をどうぞ。

宝石・時計・メガネ　シバタ
竹鼻町丸の内3－29　☎058-391-3504
キラキラを着けると、幸せがやってくる

アスピカホール羽島
竹鼻町狐穴渡瀬562－1　☎058-392-9292
皆様の人生に心から寄り添います

日本料理　吉川家
竹鼻町狐穴503－2　☎058-391-3561
慶事・法要のことならお任せ下さい

ありんこ店
竹鼻町狐穴719－1　☎058-391-1613
焼きたてワッフル、五平餅を販売しています

㈲武藤石材店
竹鼻町狐穴1613番地　☎058-391-3777
心つながる先祖供養　心を込めたお手伝い

あさとも履物店
竹鼻町中町2742　☎058-391-2648
『足にやさしい靴』いろいろあります。

兎月園
竹鼻町2631－1　☎058-391-2562
定休日　火曜日　営業時間　８時～１９時

COFFEE SHOP　みゆき
竹鼻町飯柄133　☎058-391-2423
ハンドドリップした珈琲を提供しています

しょう
竹鼻町飯柄103－1　☎070-8331-4403
ランチ・定食・お弁当有ります。

広瀬食料品店
竹鼻町狐穴3255－1　☎058-391-2367
めっちゃくちゃウマイ‼は、おまかせ下さい

セカンドハウス
竹鼻町狐穴392－2　☎058-393-0236
「ただいま」と言いたくなる二つ目のおうち

 江吉良町・舟橋町
東横ＩＮＮ　岐阜羽島駅新幹線南口

舟橋町2－27　☎058-207-1045
宿泊・デイユース　￥２，９００～

三愛
江吉良町49－1　☎058-391-6906
時計・宝石・メガネ・補聴器の専門店

羽島ダンゴ　たぬきのお店
江吉良町江中4－13　☎058-201-7212
創業半世紀のだんごをぜひ‼

御菓子処　黄金堂
江吉良町江南1丁目18番地　☎058-391-6556
和菓子を食べてコロナを吹っ飛ばしましょう

(有)なまずや　羽島分店
舟橋町宮北2丁目17番地　☎058-392-1338
コロナに打ち勝とう！

リビング三浦
江吉良町306－1　☎090-1758-2037
ネット掲載商品店頭でお受け取りできます

喫茶　パンダ
江吉良町1557番地　☎058-391-4037
定休日火曜日　ＡＭ６：３０～ＰＭ４：３０営業

和食dining　いちい
舟橋町出須賀2-5　☎058-398-1120
元気な羽島が大好きです。

ＫＩＭＩ美容室
江吉良町1676　☎058-391-3556
定休日：毎週月曜日、第三日曜日

セブン-イレブン　岐阜羽島駅前店
舟橋町宮北7－2　☎058-391-5066
近くて便利！

パティスリー　プーコニュ
舟橋町2－1　☎058-398-3410
ケーキを食べて笑顔になろう～～

べんりや　すーさん
江吉良町江南2-8サインハウス7号　☎0800-805-1095
お掃除・買い物・草むしりなんでもおまかせ

珈琲　詩季
江吉良町1555　☎058-391-6154
だいじょうぶ、羽島の未来は元気だよ

酒のデパート　源さん
舟橋町宮北3-19　☎058-391-0525
こだわりの日本酒・焼酎なら源さんで！

ヤマダカメラ
舟橋町18－1　☎058-392-5558
写真撮影は専門店、ヤマダカメラスタジオで

岐阜羽島バス・タクシー㈱
舟橋町宮北1丁目21番地　☎058-391-2205
～皆様と共に創業７０年～新型コロナ対策実施中
 福寿町・堀津町

喫茶　ビ・ボーン
堀津町須賀中15－3　☎058-398-2028
とにかくオイシイシ安い！デス。

ヘアーブティックZepping（ゼッピン）
堀津町2256－1　☎058-398-1707
ナチュラルにこだわり続けて・・・創美

日本料理　ほん郷
福寿町本郷2－96　☎058-393-1080
毎週水曜、第３火曜　定休日です

洋品のとよだ
堀津町2444－1　☎058-398-1172
衣料品　小中学生洋品のとよだ

喫茶　かっぱ
堀津町前谷88　☎058-398-5689
　

カフェレスト　ＨＹ
福寿町平方4－40　☎058-322-9300
楽しいこといっぱい

カフェ・カリス
舟橋町2－38　☎058-398-6861
今日も元気で感謝。ありがとうございます。

シャルレ山田
福寿町平方12－52　☎058-398-6128
不定休のためお気軽にお電話下さい！

リアル筋力ジム　energy
福寿町平方4－43　☎058-260-4146
生活する上で生じた痛みを改善します！

アスピカホール別邸　羽島福寿草庵
福寿町浅平1-44　☎058-391-1000
家族葬を温かい空間でお手伝いします

ブタギドラ
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-372-5410
１月２３日オープン！絶品まぜそばをご提供！

伝串　新時代　岐阜羽島店
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-394-1888
幅広いメニューでとにかく安くてうまい店です

ベビーフェイスプラネッツ　羽島店
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-394-2666
キッチンから手作りでフレッシュな料理を

赤から岐阜羽島店
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-372-3791
鍋はやっぱり赤から鍋！やみつき旨辛味

羽島漁港本店
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-372-6614
新鮮魚介盛りだくさん！海の幸は漁港が一番！

ｃｈｅｅｓｅｅｒｒ
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎050-5872-9084
お洒落な店内でチーズたっぷりのお食事を！

三貴
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-322-6398
手作り肉餃子がとにかくおいしい！！

油そば専門店　歌志軒
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-392-4666
楽しさ無限大！進化する油そば

スターバックスコーヒー羽島福寿店
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-394-3723
美味しいコーヒーでほっと一息つきませんか

サーティワンアイスクリーム岐阜羽島店
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-391-0031
アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けします

センスオブリゾート
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎0120-37-1728
あなたの庭をより快適に美しく

しゃぶしゃぶ温野菜
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-201-9699
プロの目利きが厳選したお肉と国産野菜を！！

乃が美　はなれ羽島店
福寿町千代田３丁目岐阜羽島ガーデンモール内　☎058-260-7300
食べた人全てが笑顔になる魔法の「生」食パン

 上中町・下中町・桑原町
西垣商店

上中町長間894－2　☎058-391-3212
電話一本、配達します‼

御菓子処　のむらや
桑原町八神2713－6　☎058-398-8451
火曜日定休　営業時間　７時～１８時

フードショップ　ワタナベ
桑原町八神1809－2　☎058-398-8211
生鮮食品と手作り惣菜の店！

長栄堂
上中町長間132　☎058-391-3957
コロナに負けない様に草もち食べよう。

アイリス
桑原町東方481－1　☎058-398-6311
新型コロナに負けないぞ、みんな頑張れ‼

ヴァレンティオフィシャルショップ
上中町長間1881番地　☎058-398-6800
ヴァレンティ製品のご相談は当店まで！

川魚料理・鴨料理　魚勝
桑原町八神5234　☎058-398-8811
創業明治三十一年、変わらぬ羽島の味を！

はしまひょうたん
上中町長間794番地　☎058-392-5668
令和３年１０月１日より予約受付開始！

上中薬店
上中町長間1735の2　☎058-392-2795
いくつになっても　きれいに　元気に

山栄商店
上中町中515－1　☎058-398-3225
みんなが笑顔で話せる近所のお店

はしま元気まつり参加店舗一覧 業種分類 サービス 物販 飲食店


