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290 犬山(その他犬山) 医療・サービス 医療法人　岡部医院 0568-62-7121 犬山市犬山薮下２１－３
291 羽黒 医療・サービス さとし眼科クリニック 0568-68-3104 犬山市羽黒成海南８
292 羽黒 小売業 （株）さくらコンタクト 0568-68-3104 犬山市羽黒成海南８
293 羽黒 コンビニ ファミリーマート犬山羽黒新田店 0568-69-0690 犬山市羽黒新田字九右ェ門屋敷４－８

294 羽黒 医療・サービス 宮崎整形外科　外科　内科 0568-68-0461 犬山市羽黒新田字下蝉屋７－１
295 城東 小売業 愛知北農業協同組合　犬山支店 0568-62-9111 犬山市塔野地西４－１
296 犬山(その他犬山) 小売業 愛知北農業協同組合　犬山西支店 0568-61-0040 犬山市上坂町５－５８
297 羽黒 小売業 愛知北農業協同組合　羽黒支店 0568-67-0999 犬山市羽黒字前川原４７－２
298 犬山(その他犬山) コンビニ ファミリーマート犬山上野店 0568-63-2605 犬山市上坂町４－１１５
299 キャスタ１Ｆ 小売業 花屋福助　犬山店 090-1415-8729 犬山市天神町１－１　１Ｆ

1 犬山(城下町) 飲食業 犬山ローレライ麦酒　丸の内店 0568-55-1648 犬山市犬山北古券７－２
2 犬山(城下町) 飲食業 カフェさくら坂 0568-63-2577 犬山市犬山東古券７２８－４
3 犬山(城下町) 飲食業 山田五平餅店 0568-61-0593 犬山市犬山東古券７７６
4 犬山(城下町) 飲食業 ｍａｎｔｏｖａｎａ 0568-61-8887 犬山市犬山東古券７７６
5 犬山(城下町) 飲食業 香味茶寮　壽俵屋　犬山井上邸 0568-62-7722 犬山市犬山西古券６
6 犬山(城下町) 飲食業 茶亭　椿 0568-61-8148 犬山市犬山西古券１６
7 犬山(城下町) 飲食業 ワールドキュイジーヌ　パスポート 090-6380-8810 犬山市犬山西古券２１－２
8 犬山(城下町) 飲食業 犬山ぐーまる 0568-62-8011 犬山市犬山西古券２３
9 犬山(城下町) 飲食業 犬山ぐーまる　甘美茶屋 0568-62-8011 犬山市犬山西古券２３
10 犬山(城下町) 飲食業 犬山ぐーまる　深田珈琲 犬山焙煎所 0568-62-8011 犬山市犬山西古券２３
11 犬山(城下町) 飲食業 むすび茶屋 0568-48-7870 犬山市犬山西古券２４
12 犬山(城下町) 飲食業 犬山よあけや 0568-61-0089 犬山市犬山東古券６６５
13 犬山(城下町) 飲食業 スナックたまの 0568-62-6132 犬山市犬山西古券３１
14 犬山(城下町) 飲食業 珈琲ボタン 0568-64-6952 犬山市犬山東古券６６１
15 犬山(城下町) 飲食業 花らく里 0568-61-0156 犬山市犬山西古券５５
16 犬山(城下町) 飲食業 いち藤・どて万次郎 0568-97-2926 犬山市犬山西古券５６
17 犬山(城下町) 飲食業 町家処　どんでん 0568-62-5543 犬山市犬山西古券５９
18 犬山(城下町) 飲食業 七福亭　あきな 0568-62-6662 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
19 犬山(城下町) 飲食業 うま家 090-1478-7128 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
20 犬山(城下町) 飲食業 ひふみ 090-9911-0989 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
21 犬山(城下町) 飲食業 優多加 090-7040-6588 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
22 犬山(城下町) 飲食業 焼海処　吾空 090-5034-5781 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
23 犬山(城下町) 飲食業 地ビール処　巴克斯 090-9265-5456 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
24 犬山(城下町) 飲食業 蔵家 0568-65-6839 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
25 犬山(城下町) 飲食業 伊勢屋砂おろし 0568-61-5502 犬山市犬山東古券５８
26 犬山(城下町) 飲食業 (有）池田屋 0568-61-0672 犬山市犬山西古券６７
27 犬山(城下町) 飲食業 喫茶サンライズ 0568-62-7936 犬山市犬山西古券６８
28 犬山(城下町) 飲食業 swan's cafe  juice stand 犬山市犬山東古券５３－４
29 犬山(城下町) 飲食業 ことぶき 0568-61-0718 犬山市犬山東古券１１３－８
30 犬山(城下町) 飲食業 パティスリー　ラ　ミウ 0568-90-1547 犬山市犬山東古券１１０－３
31 犬山(城下町) 飲食業 手打ち蕎麦　野和 0568-62-5739 犬山市犬山東古券６８８－３
32 犬山(城下町) 飲食業 おばんざいかふぇ　やまとー 0568-55-4251 犬山市犬山東古券３８９
33 犬山(城下町) 飲食業 フレンチ奥村邸 0568-65-2447 犬山市犬山東古券３９５
34 犬山(城下町) 飲食業 岳 0568-48-5658 犬山市犬山南古券１８４
35 犬山(城下町) 飲食業 料理仕出し　井筒定 0568-61-0034 犬山市犬山南古券１８３
36 犬山(城下町) 飲食業 イタリア風カフェテラス　プチドール 0568-62-0306 犬山市犬山南古券２０１－５
37 犬山(城下町) 小売業 木のお店デザインモリス 0568-62-6002 犬山市犬山北古券７
38 犬山(城下町) 小売業 豆吉本舗　犬山店 0568-61-5515 犬山市犬山西古券５－２
39 犬山(城下町) 小売業 アジアン衣料・雑貨　ｍｉ－ｎａ 090-9170-8637 犬山市犬山西古券５
40 犬山(城下町) 小売業 犬山特産品館（犬山まちづくり株式会社） 0568-62-5213 犬山市犬山西古券１２
41 犬山(城下町) 小売業 漬処　壽俵屋　犬山庵 0568-62-2244 犬山市犬山西古券１５
42 犬山(城下町) 小売業 花雑貨　Shu-ri 0568-61-0089 犬山市犬山東古券６６５
43 犬山(城下町) 小売業 御菓子司　松栄本店 0568-61-0025 犬山市犬山西古券３３
44 犬山(城下町) 小売業 絹乃舘　匠美 0568-65-8805 犬山市犬山東古券６５
45 犬山(城下町) 小売業 マジパン 080-6968-7451 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
46 犬山(城下町) 小売業 田中豆腐店 0568-67-1034 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
47 犬山(城下町) 小売業 ぱんの村 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
48 犬山(城下町) 小売業 くるみ家 080-5107-6587 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
49 犬山(城下町) 小売業 花の香花園　中本町店 0568-62-9216 犬山市犬山東古券５９
50 犬山(城下町) 小売業 桜屋菓舗 0568-61-1537 犬山市犬山西古券７２－１
51 犬山(城下町) 小売業 藤澤製菓 0568-61-0336 犬山市犬山東古券１６１
52 犬山(城下町) 小売業 高田屋製菓 0568-61-1322 犬山市犬山東古券１６４
53 犬山(城下町) 小売業 玉冨久菓舗 0568-62-2425 犬山市犬山東古券656
54 犬山(城下町) 小売業 東屋餅菓子舗 0568-61-0575 犬山市犬山東古券６８８－２
55 犬山(城下町) 小売業 大正堂　兼松書店 0568-61-1978 犬山市犬山字東古券６８８
56 犬山(城下町) 小売業 御菓子処　岩井本店 0568-61-0196 犬山市犬山東古券４６２
57 犬山(城下町) 小売業 愛電館かわむら 0568-61-2714 犬山市犬山字東余坂２８－６
58 犬山(城下町) 小売業 小西印舗 0568-61-1246 犬山市犬山東古券２９５
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59 犬山(城下町) 小売業 株式会社　厳骨庵 0568-61-2117 犬山市犬山南古券２６６
60 犬山(城下町) 小売業 若松屋阡壱 0568-61-1001 犬山市犬山南古券１８６
61 犬山(城下町) 小売業 ハナセン 0568-62-2070 犬山市犬山南古券１８０－２
62 犬山(城下町) 小売業 加藤米穀店 0568-61-0154 犬山市犬山南古券138
63 犬山(城下町) 小売業 入鹿ハチミツ店 0568-65-1887 犬山市犬山南古券１５６
64 犬山(城下町) 小売業 むつき薬局　専正寺店 0568-48-0855 犬山市犬山南古券２０４－１
65 犬山(城下町) 小売業 (資）大橋米穀 0568-61-0308 犬山市犬山字専正寺町３－３
66 犬山(城下町) 小売業 タカギ薬局 0568-62-8758 犬山市犬山南古券１６６－１４
67 犬山(城下町) 小売業 ういろの大野屋 0568-61-2100 犬山市犬山南古券１６６
77 犬山(城下町) 大型店 清水屋　犬山店 0568-62-1151 犬山市犬山南古券１６６－１４
68 犬山(城下町) 貸衣装業 犬山日和　弐番館 0568-48-7871 犬山市犬山西古券２４
69 犬山(城下町) 請負業 シルバー城下町プラザ 080-4222-8505 犬山市犬山東古券７６
70 犬山(城下町) 占い、似顔絵 楽壱楽座 052-908-4343 犬山市犬山西古券６０　昭和横丁
71 犬山(城下町) 印刷業 印刷の博文社 0568-61-0289 犬山市犬山西古券６４
72 犬山(城下町) サービス業 ヘアールーム圭 0568-62-5551 犬山市犬山西古券１２０－１７
73 犬山(城下町) サービス業 合資会社　犬山クリーニング本店 0568-61-0833 犬山市犬山東古券６２３
74 犬山(城下町) 健康器具販売と施術 足軽堂。 0568-65-7450 犬山市犬山東古券502
75 犬山(城下町) サービス業 おたずね鍼灸院 090-9934-9589 犬山市犬山西古券９０－３
76 犬山(城下町) サービス業 堀クリーニング（資） 0568-61-0846 犬山市犬山南古券４６
78 犬山(城下町) サービス業 せんたくハウスざぶざぶ清水屋店 0568-61-7332 犬山市犬山南古券１６６－１４
79 犬山(城下町) 電気工事業 (株）メイデン 0568-61-2318 犬山市犬山南古券１５１－３
80 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 芳川屋 0568-65-9881 犬山市犬山東古券１９５－２
81 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 自然薯工房 0568-62-3000 犬山市犬山東古券197-4
82 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 吉野寿司 0568-61-0782 犬山市犬山東古券３１０－８
83 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 ねこてい 0568-65-2229 犬山市犬山東古券３３９－６
84 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 松の里 0568-61-1464 犬山市犬山字富士見町１１
85 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 末広商店 0568-62-0293 犬山市犬山富士見町１５－６
86 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 御食事処　角屋 0568-62-3731 犬山市犬山高見町９
87 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 ロッテリア名鉄犬山駅店 0568-61-3950 犬山市犬山字富士見町１４
88 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 デニーズ　犬山店 0568-65-1388 犬山市犬山字愛宕５
89 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 カフェ　ラ・メール　市役所店 0568-62-8002 犬山市犬山東畑３６
90 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 フライドキッチン　トリノ 0568-39-5977 犬山市松本町１－６３ワタナベプラザ１階

91 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 桃屋 0568-65-2161 犬山市松本町１－８６
92 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 キリン亭 0568-61-0264 犬山市天神町１－５
93 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 喫茶アリババ 0568-62-8195 犬山市天神町１－１３－１　２棟１０６
94 犬山(犬山駅周辺) 飲食業 メディアカフェポパイ犬山店 0568-63-2778 犬山市中山町１－４５
95 犬山(犬山駅周辺) 小売業 アオシン種苗店 0568-61-2675 犬山市犬山東古券１９６
96 犬山(犬山駅周辺) 小売業 花泉 0568-61-4653 犬山市犬山東古券２６５－３
97 犬山(犬山駅周辺) 小売業 (有)仙田運動具店 0568-61-0078 犬山市犬山東古券２８３－５
98 犬山(犬山駅周辺) 小売業 ナガセ時計店 0568-61-0888 犬山市犬山東古券２８３－７
99 犬山(犬山駅周辺) 小売業 柏屋茶舗 0568-62-3888 犬山市犬山東古券３３１
100 犬山(犬山駅周辺) 小売業 ミッシェル洋菓子店 0568-61-1057 犬山市犬山富士見町８－２
101 犬山(犬山駅周辺) 小売業 はぐろ薬局犬山店 0568-65-0049 犬山市犬山字高見町９　鈴井ビル１階

102 犬山(犬山駅周辺) 小売業 V-drug　中部薬品(株）犬山駅前店 0568-63-5755 犬山市犬山高見町１２－１
103 犬山(犬山駅周辺) 小売業 もちたけ犬山駅店 0568-61-1658 犬山市犬山字富士見町１４
104 犬山(犬山駅周辺) 小売業 (有）中川電化センターＲＥＸナカガワ 0568-61-0700 犬山市犬山字薬師３－１０
105 犬山(犬山駅周辺) 小売業 （株）絹庄　犬山ＳＳ 0568-61-0871 犬山市犬山愛宕１
106 犬山(犬山駅周辺) 小売業 V-drug　中部薬品(株）犬山駅東店 0568-54-2350 犬山市天神町１－６
107 犬山(犬山駅周辺) 小売業 酒ゃビック　犬山店 0568-61-6731 犬山市松本町２－９４
108 犬山(犬山駅周辺) 小売業 スギ薬局　松本店 0568-63-5161 犬山市松本町２－９５
109 犬山(犬山駅周辺) 小売業 サイトウハム 0568-61-5711 犬山市松本町１－１６２
110 犬山(犬山駅周辺) 小売業 イエローハット犬山店 0568-61-6621 犬山市松本町３－３
111 犬山(犬山駅周辺) 小売業 メガネBOX　かなもり 0568-62-1138 犬山市天神町１－１３－２－１０８
112 犬山(犬山駅周辺) 小売業 花の香花園　しろひがし店 0568-62-8389 犬山市天神町１－１３－１　しろひがしマンション１階

113 犬山(犬山駅周辺) 小売業 コープいぬやま 0568-61-6201 犬山市松本町４－７４
114 犬山(犬山駅周辺) 小売業 (株)元氣べんとう 0568-61-7718 犬山市中山町２－７５
115 犬山(犬山駅周辺) 小売業 ぱんの音 0568-61-2666 犬山市中山町２－６１
116 犬山(犬山駅周辺) 小売業 ふとんのイトウ 0568-61-0039 犬山市中山町２－６
117 犬山(犬山駅周辺) 小売業 ホームプラザ　ナフコ　犬山店 0568-62-8801 犬山市中山町２－１５
118 犬山(犬山駅周辺) 貸衣装業 犬山日和　 0568-61-2532 犬山市犬山東古券１９５
119 犬山(犬山駅周辺) サービス業 タイ式マッサージ    まむ庵 090-8555-2642 犬山市犬山東古券２８３－６
120 犬山(犬山駅周辺) クリーニング業 クリーニングのブランネージュ 本店 0568-61-0550 犬山市犬山東古券３１３－３
121 犬山(犬山駅周辺) 美容業 ビー・エスコート犬山店 0568-63-5220 犬山市犬山東古券３００
122 犬山(犬山駅周辺) サービス業 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮＥＲ　ＶＩＳＡＧＥ 0568-61-9711 犬山市犬山字富士見町９－１
123 犬山(犬山駅周辺) サービス業 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ｔｏｕｇｈ 0568-62-1668 犬山市犬山字富士見町１５－６グランシャリオ２Ｆ

124 犬山(犬山駅周辺) 病院 犬山駅西病院 0568-61-2017 犬山市犬山字高見町１１
125 犬山(犬山駅周辺) 印刷業 (有)犬山印刷 0568-61-0518 犬山市犬山東古券２８１－１
126 犬山(犬山駅周辺) サービス業 犬山鍼灸治療所 0568-62-2011 犬山市松本町１－４５
127 犬山(犬山駅周辺) サービス業 サロン　ド　クリスティー 0568-61-8261 犬山市松本町１－２３　グレース犬山１－２Ａ
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128 犬山(犬山駅周辺) 請負業 犬山市シルバー人材センター 0568-62-8505 犬山市松本町２－７
129 犬山(犬山駅周辺) 都市ガス供給 犬山ガスサービスセンター 0568-62-8500 犬山市天神町１－１７
130 犬山(犬山駅周辺) クリーニング業 クリーニングのブランネージュ　CO-OP店 090-3838-8023 犬山市松本町４－７４　コープ店内
131 犬山(犬山駅周辺) 学習塾 佐々木塾 0568-62-6862 犬山市犬山字下時迫間１４－３
132 犬山(犬山駅周辺) 美容業 ディ―バ 0568-62-2806 犬山市中山町２－５５
133 キャスタ 小売業 ヨシヅヤ犬山店 0568-61-5811 犬山市天神町１－１　
134 キャスタＢ１ 小売業 肉の小川 0568-62-7305 犬山市天神町１－１　Ｂ１
135 キャスタＢ１ 小売業 鮮度の魚錠 0568-62-8657 犬山市天神町１－１　Ｂ１
136 キャスタＢ１ 飲食業 ヴィドフランス　犬山店 0568-62-7094 犬山市天神町１－１　Ｂ１
137 キャスタＢ１ 小売業 イワタケ 0568-61-6228 犬山市天神町１－１　Ｂ１
138 キャスタＢ１ 小売業 ちかだ屋　キャスタ犬山店 0568-62-6671 犬山市天神町１－１　Ｂ１
139 キャスタＢ１ 飲食業 魚屋の寿司　魚錠キャスタ店 0568-61-3122 犬山市天神町１－１　Ｂ１
140 キャスタＢ１ 小売業 カルディコーヒーファーム犬山店 0568-62-5170 犬山市天神町１－１　Ｂ１
141 キャスタＢ１ 小売業 おかしの里もりや　犬山キャスタ店 0568-48-3915 犬山市天神町１－１　Ｂ１
142 キャスタＢ１ 飲食業 わせん 0568-54-8178 犬山市天神町１－１　Ｂ１
143 キャスタ１Ｆ 小売業 コスモドラッグ 0568-62-7740 犬山市天神町１－１　１Ｆ
144 キャスタ１Ｆ クリーニング業 たいようクリーニング　キャスタ店 0568-62-6425 犬山市天神町１－１　１Ｆ
145 キャスタ１Ｆ 旅行業 ＪＴＢ犬山キャスタ店 0568-62-6030 犬山市天神町１－１　１Ｆ
146 キャスタ１Ｆ 小売業 ｅｘ－ｓｅｌｅｃｔ　犬山店 0568-68-8220 犬山市天神町１－１　１Ｆ
147 キャスタ１Ｆ 小売業 SOCIE 0568-62-8693 犬山市天神町１－１　１Ｆ
148 キャスタ１Ｆ 小売業 ミタカ 0568-62-8693 犬山市天神町１－１　１Ｆ
149 キャスタ１Ｆ 小売業 シューズハウス・オークラ 0568-62-6772 犬山市天神町１－１　１Ｆ
150 キャスタ１Ｆ 飲食業 Ｂｉｓｔｒｏ　ｓｏｕ－ｓｏｕ 0568-62-0041 犬山市天神町１－１　１Ｆ
151 キャスタ１Ｆ 飲食業 カフェ・プロスペール 0568-61-4564 犬山市天神町１－１　１Ｆ
152 キャスタ１Ｆ 小売業 マイスターサービス 0568-62-8311 犬山市天神町１－１　１Ｆ
153 キャスタ１Ｆ 小売業 Ｋコレクション犬山店 0568-62-7732 犬山市天神町１－１　１Ｆ
154 キャスタ１Ｆ 小売業 るなぱぁく　犬山店 0568-61-7316 犬山市天神町１－１　１Ｆ
155 キャスタ１Ｆ 小売業 グレース　犬山店 0568-62-7701 犬山市天神町１－１　１Ｆ
156 キャスタ１Ｆ 小売業 マダムサンタ 0568-68-6580 犬山市天神町１－１　１Ｆ
157 キャスタ１Ｆ 小売業 clutch 0568-44-1777 犬山市天神町１－１　１Ｆ
158 キャスタ２Ｆ 小売業 レディースエドヤ 0568-62-6213 犬山市天神町１－１　２Ｆ
159 キャスタ２Ｆ 小売業 くまざわ書店犬山店 0568-62-8252 犬山市天神町１－１　２Ｆ
160 キャスタ２Ｆ 小売業 メガネショップ　マイビジョン 0568-62-6010 犬山市天神町１－１　２Ｆ
161 キャスタ２Ｆ 小売業 Penny　Lane 0568-62-9211 犬山市天神町１－１　２Ｆ
162 キャスタ２Ｆ 小売業 和わ　犬山店 0568-62-0068 犬山市天神町１－１　２Ｆ
163 キャスタ２Ｆ 小売業 アイワールド 0568-62-9511 犬山市天神町１－１　２Ｆ
164 キャスタ２Ｆ 小売業 はんの光栄堂 0568-61-8587 犬山市天神町１－１　２Ｆ
165 キャスタ２Ｆ 小売業 100円ショップミーツ犬山キャスタ店 0568-39-5548 犬山市天神町１－１　２Ｆ
166 キャスタ２Ｆ 小売業 メーベルコトブキ 0568-62-9511 犬山市天神町１－１　２Ｆ
167 キャスタ２Ｆ 小売業 学生服のイトウ　キャスタ犬山店 0568-61-0389 犬山市天神町１－１　２Ｆ
168 キャスタ２Ｆ 美容業 Ｆｏｒｒｅｓｔ　Ｇ 0568-65-0034 犬山市天神町１－１　２Ｆ
169 犬山(その他犬山) 飲食業 ビストロ猫 0568-61-0534 犬山市犬山西畑２２−３
170 犬山(その他犬山) 飲食業 株式会社犬山館 0568-61-2309 犬山市犬山大門先５０－１
171 犬山(その他犬山) 飲食業 swan's　cafe 0568-61-1220 犬山市犬山寺下３２０
172 犬山(その他犬山) 飲食業 サンパーク犬山 0568-62-7566 犬山市犬山甲塚４８－３
173 犬山(その他犬山) 飲食業 光寿司 0568-62-4184 犬山市犬山西三条４６－１
174 犬山(その他犬山) 飲食業 すしや　湊 0568-61-7180 犬山市上坂町５－５４
175 犬山(その他犬山) 飲食業 うなぎ　蓬ぜん 0568-39-5077 犬山市上坂町４－１６８
176 犬山(その他犬山) 飲食業 喫茶れとろ 0568-61-6767 犬山市上坂町３－１６６
177 犬山(その他犬山) 飲食業 焼肉　味楽 0568-62-8052 犬山市上野前川田１１９７－１
178 犬山(その他犬山) 飲食業 カレーハウスＣoＣo壱番屋犬山五郎丸店 0568-61-8561 犬山市五郎丸万願寺１－１
179 犬山(その他犬山) 飲食業 犬山えぞラーメン 0568-62-6656 犬山市五郎丸字狭間８９－１
180 犬山(その他犬山) 飲食業 江戸っ子 0568-62-0727 犬山市五郎丸字隅田２１－６
181 犬山(その他犬山) 飲食業 びすとろＭＡＲＵ 080-4227-0141 犬山市五郎丸東１－１０８－１
182 犬山(その他犬山) 小売業 株式会社フジヨシ商店 0568-62-3551 犬山市上坂町５－２２３
183 犬山(その他犬山) 小売業 もちたけ本店 0568-61-1658 犬山市犬山北笠屋１０－１
184 犬山(その他犬山) 小売業 スギ薬局　犬山西店 0568-63-5271 犬山市上坂町５－２０９
185 犬山(その他犬山) 小売業 和菓子処ますだ 0568-61-0145 犬山市大字橋爪字地蔵下１６－９
186 犬山(その他犬山) 小売業 ゴルフオオイ 0568-61-0809 犬山市五郎丸上前田３１－１
187 犬山(その他犬山) 小売業 (株）マツヤデンキ　犬山店 0568-62-9171 犬山市五郎丸字上前田５９－１
188 犬山(その他犬山) 小売業 三河屋　犬山店 0568-63-5554 犬山市五郎丸字下前田５８－１
189 犬山(その他犬山) 小売業 宮鈴マルセイ 0568-62-6777 犬山市五郎丸隅田１５－1
190 犬山(その他犬山) 小売業 ゲンキー　犬山五郎丸店 0568-63-2900 犬山市五郎丸字稲葉組３６－１
191 犬山(その他犬山) 小売業 ピュア 0568-67-2904 犬山市五郎丸鷺寺２１－１９
192 犬山(その他犬山) 小売業 マツモトキヨシヘルスバンク五郎丸店 0568-65-1412 犬山市五郎丸清水坪２８－２
193 犬山(その他犬山) サービス業 臨江館 0568-61-0977 犬山市犬山字西大門先８－１
194 犬山(その他犬山) サービス業 ウェディングプラザ　二幸 0568-62-6543 犬山市内田東町４－１２
195 犬山(その他犬山) 陶器製造、販売 犬山焼窯元　後藤陶逸陶苑 0568-61-0578 犬山市犬山相生１４
196 犬山(その他犬山) トレーニングジム ＯＳＳＵ‼ＧＹＭ　ＮＯＲＴＨ 0568-63-0311 犬山市上坂町３－３２
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197 犬山(その他犬山) サービス業 髙木写真館 0568-61-0698 犬山市上坂町４－１９２
198 犬山(その他犬山) サービス業 といだクリーニング 0568-62-0836 犬山市橋爪北中野７－５
199 犬山(その他犬山) アトリエ (有)アトリエ 0568-61-4872 犬山市上坂町５－２１４
200 犬山(その他犬山) サービス業 鍼専門治療院　杏林堂 0568-62-6223 犬山市犬山神ノ木１２－４
201 犬山(その他犬山) サービス業 尾張介護タクシー２４ 0568-62-4441 犬山市橋爪五反田２６
202 犬山(その他犬山) 内装、建具工事業 株式会社明裕 0568-61-1283 犬山市橋爪字西浦３１－１
203 犬山(その他犬山) 掃除業 おそうじPRO 0568-62-4986 犬山市橋爪止々馬木５２－５
204 犬山(その他犬山) 卸売業 中部魚錠　本店 0568-61-2424 犬山市五郎丸字隅田２０－３
205 犬山(その他犬山) サービス業 ｓａｌｏｏｎ　ｈａｉｒ 0568-61-5005 犬山市五郎丸字鷺寺１１－３２
206 犬山(その他犬山) サービス業 Ｓｎｏｗｄｒｏｐ　Ｂａｌｌｏｏｎ 0568-63-2052 犬山市五郎丸鷺寺１６－８
207 城東 飲食業 犬山物産(レストラン桃太郎） 0568-61-1576 犬山市栗栖字古屋敷１４－３
208 城東 飲食業 青柳支店 0568-61-1114 犬山市栗栖字古屋敷１１－６
209 城東 飲食業 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　Ｌａ　Ｖｉｔａ 0568-61-1221 犬山市梅坪３－２８
210 城東 飲食業 中華じゃりん子 0568-62-1722 犬山市富岡新町１－６４
211 城東 飲食業 居酒屋正 090-9126-1951 犬山市富岡新町２－２０コーポ高木Ｂ－１０３

212 城東 飲食業 カフェ　ラ・メール　本店 0568-61-6606 犬山市塔野地４－７－２
213 城東 飲食業 ひゃくにんごはん、 0568-61-5615 犬山市塔野地東前田２６－１
214 城東 飲食業 山王苑 0568-62-6789 犬山市塔野地字深田２６－８４
215 城東 飲食業 鉄板厨房だるま 0568-61-7552 犬山市塔野地南ノ切３５－１
216 城東 飲食業 みなみ 0568-62-8127 犬山市塔野地杉ノ山５－１９
217 城東 飲食業 夢カフェ 0568-61-3476 犬山市前原字向屋敷９５－２０５
218 城東 小売業 はぐろ薬局塔野地店 0568-68-6182 犬山市塔野地北４－１２－２
219 城東 小売業 城東薬局 0568-62-3741 犬山市塔野地清水５－１
220 城東 小売業 (株）河村鉱油 0568-61-0838 犬山市塔野地西中ノ切１６－３
221 城東 小売業 アイリス薬局 0568-63-5800 犬山市塔野地字大畔２２６－２
222 城東 小売業 海老澤麹店 0568-55-2469 犬山市善師野橋本３－４
223 城東 美容業 HAIR　LOUNGE　Ｌｅ　ｃｉｅｌ 0568-61-1101 犬山市梅坪３－２８
224 城東 美容業 ヘアメイクジール　 0568-62-4646 犬山市梅坪３－１０３
225 城東 サービス業 インテリア　愛岐堂 0568-62-0279 犬山市富岡東２－１１
226 城東 犬山焼窯元 犬山焼窯元　大澤久次郎陶苑 0568-61-1478 犬山市塔野地中ノ切４０
227 城東 建築工事業 安達建築(株） 0568-62-1522 犬山市塔野地字長見１－２
228 城東 サービス業 せんたくハウスざぶざぶ前原店 0568-61-5891 犬山市前原向屋敷１９－２
229 羽黒 飲食業 寅屋　するすみ店 0568-67-0110 犬山市羽黒摺墨１１
230 羽黒 飲食業 カフェ　野いちご 0568-68-6156 犬山市羽黒字長田１８－１
231 羽黒 飲食業 日本料理　関西 0568-67-4314 犬山市羽黒長田１９－１
232 羽黒 飲食業 武寿し 0568-67-8840 犬山市羽黒神明６０
233 羽黒 飲食業 喫茶ムーン 0568-67-0344 犬山市大字羽黒子安１７
234 羽黒 飲食業 tona cafe 0568-39-6305 犬山市羽黒栄４－１１－２
235 羽黒 飲食業 犬山ローレライ麦酒館 0568-67-6767 犬山市羽黒字成海郷７０
236 羽黒 飲食業 和風レストラン大安 0568-67-6946 犬山市羽黒新田米野前２４－６
237 羽黒 飲食業 うなぎの大安 0568-67-6946 犬山市羽黒新田米野前２４－６
238 羽黒 飲食業 珈琲　五条 0568-68-1701 犬山市長者町３－１７８
239 羽黒 小売業 (有）ちゆき園 0568-67-1614 犬山市羽黒稲葉３８
240 羽黒 小売業 コスモスベリーズ犬山店 0568-67-0134 犬山市羽黒鳳町１１１
241 羽黒 小売業 V-drug　中部薬品(株）羽黒店 0568-69-5695 犬山市大字羽黒字摺墨４２－１
242 羽黒 小売業 井髙サイクル 0568-67-0225 犬山市羽黒字摺墨４６
243 羽黒 小売業 ハーブポット 0568-69-2223 犬山市羽黒北金屋１４－８
244 羽黒 小売業 プロパンガスの(株)バンノ 0568-67-0054 犬山市羽黒字神明８９－２
245 羽黒 小売業 オートサイクルショップ　ムトウ 0568-68-0302 犬山市羽黒古市場２１－３
246 羽黒 小売業 (株)マルニ 0568-67-0810 犬山市羽黒古市場２５－６
247 羽黒 小売業 豆工房コ－ヒーロースト犬山店 0568-54-2731 犬山市羽黒神明８１
248 羽黒 小売業 (有）坂野書店 0568-67-0127 犬山市羽黒神明１１
249 羽黒 小売業 はぐろ薬局 0568-67-0132 犬山市羽黒古市場３５
250 羽黒 小売業 梶川酒店 0568-67-0001 犬山市羽黒字前川原５４－５
251 羽黒 小売業 花の愛花苑 0568-67-1718 犬山市羽黒小安２２－２
252 羽黒 小売業 日の出プラザエールイワタケ 0568-67-1971 犬山市羽黒字中深田２４－７
253 羽黒 小売業 (有)マルヒロ 0568-67-1635 犬山市羽黒字中深田２４－７
254 羽黒 小売業 ＤＣＭカーマ犬山店 0568-67-2232 犬山市羽黒新田字下蝉屋９－２
255 羽黒 小売業 ナフコ　犬山店 0568-67-3061 犬山市羽黒新田字下蝉屋９－２
256 羽黒 小売業 (資）福冨商店 0568-67-0625 犬山市羽黒新田字山ノ田西４－３
257 羽黒 サービス業 (株)豊栄自動車 0568-67-2183 犬山市羽黒字東向田３３
258 羽黒 美容業 ２５ｈair 0568-67-2111 犬山市羽黒大見下３－２
259 羽黒 美容業 ヘアメイクジール　スパ＆リラクゼーション 0568-65-8353 犬山市羽黒字古市場１０
260 羽黒 美容業 フジ美容院 0568-67-0162 犬山市羽黒字古市場３３－１３
261 羽黒 医療・サービス 鍼灸治療院くり木 0568-65-8092 犬山市羽黒寺浦６－８
262 羽黒 サービス業 リンパケアサロン庸　女性専科 090-9179-7074 犬山市羽黒堂ケ洞２０－１８２
263 羽黒 美容業 Ｓ－ｆｏｕｒ　ｈａｉｒ 0568-67-2340 犬山市羽黒桜海道ー１６－１
264 池野 飲食業 見晴茶屋 0568-67-0705 犬山市堤下６０
265 楽田 飲食業 カフェレスト　トミー 0568-67-4261 犬山市巾前１５



通し番号 地　区 業種 店舗名 ＴＥＬ 所在地

266 楽田 飲食業 (有）松ずし 0568-67-0574 犬山市土取２－１
267 楽田 小売業 ミズノ電機商会 0568-67-1954 犬山市西北野１１２－４８
268 楽田 小売業 ゲンキー　西北野店 0568-68-9380 犬山市西北野２０１－１
269 楽田 小売業 (株）絹庄　楽田ＳＳ 0568-67-3732 犬山市若宮１１１
270 楽田 小売業 東京靴流通センター　犬山楽田店 0568-67-9173 犬山市横町１２４－１
271 楽田 小売業 バロー犬山楽田店 0568-69-1011 犬山市巾前４５－２８
272 楽田 小売業 菊水屋本店 0568-67-1016 犬山市藪畔５５
273 コンビニ コンビニ ローソン　犬山本町店 0568-62-5100 犬山市犬山東古券１１３－５
274 コンビニ コンビニ セブン・イレブン犬山薬師店 0568-61-3353 犬山市犬山字薬師１７－３
275 コンビニ コンビニ セブンイレブン犬山松本町店 0568-62-5005 犬山市松本町１－１７２
276 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山松本町店 0568-63-3513 犬山市松本町４－１２０
277 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山駅東店 0568-63-5502 犬山市中山町２－５３
278 コンビニ コンビニ セブン・イレブン犬山五郎丸東店 0568-68-3755 犬山市五郎丸東３－１７－１
279 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山塔野地店 0568-63-2011 犬山市塔野地南ノ切１２１－２６
280 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山前原東店 0568-63-3010 犬山市前原字前畑２５－１２
281 コンビニ コンビニ セブンイレブン犬山梅坪店 0568-62-3877 犬山市梅坪２－６
282 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山善師野店 0568-63-5020 犬山市善師野馬瀬口２０－９
283 コンビニ コンビニ ローソン　犬山羽黒上大日店 0568-68-0830 犬山市羽黒上大日２７－１
284 コンビニ コンビニ セブンイレブン犬山羽黒新田店 0568-67-3838 犬山市羽黒新田樗畑１８－２
285 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山桜海道一丁目店 0568-69-5025 犬山市羽黒桜海道１－１０－８
286 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山鶴池店 0568-69-0136 犬山市楽田鶴池８－１
287 コンビニ コンビニ ローソン犬山楽田安師店 0568-67-0117 犬山市楽田安師１２
288 コンビニ コンビニ ファミリーマート犬山楽田大橋店 0568-69-0155 犬山市楽田大橋１－１５－１
289 コンビニ コンビニ セブンイレブン犬山楽田山ノ鼻店 0568-68-3455 犬山市山ノ鼻５１－１


