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区分 事業所名 住所 電話番号 業種等 区分 事業所名 住所 電話番号 業種等
株式会社コノミヤ トミダヤ養老店 石畑1168-4 34-3553 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 中日新聞 川瀬新聞店 高田421-1 32-0037 新聞販売
ザ・ビッグ 養老店 宇田561 32-5800 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 株式会社リビングプラザ 高田483-6 32-0660 住宅設備・建設
㈱オークワ スーパーセンターオークワ養老店 瑞穂418-1 37-3030 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 有限会社日比設備 高田1327-1 32-0585 水道工事業

ホームプラザナフコ養老店 瑞穂407-1 36-2722 ホームセンター りんごや 高田26-1 32-1010 食料品小売業
ホームセンターバロー養老店 高田2149 32-5122 ホームセンター 清水商店 高田87-1-1-4 32-0291 食料品小売業
バロー養老店 高田2149 34-3388 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ のぼる 高田308-6 32-0001 小売・卸売
エディオン・渡辺でんき 高田188 32-0278 家電販売 スタジオＫ５ 高田927-3 32-4646 サービス業
伊藤商店 高田211-1 32-0300 燃料販売 as one 高田386-1 51-7038 美容業
鍵安 高田154-1 32-0569 小売業 北村商店 高田50-6 32-4482 小売業
古市ラジオ店 高田154-1 32-0491 家電製品販売 タイヤガーデン養老 高田2205-1 32-0445 自動車タイヤ販売
山田屋呉服店 高田171-1 32-0010 呉服小売 メガネパーク光華 押越1017-5 32-0347 （眼鏡・時計・補聴器）小売
おしゃれブティック おぎそ 高田3875-46 34-0482 婦人服販売 鎌倉屋 押越880 32-0435 仏壇・仏具小売
(有)アブカン 高田137-3 32-0342 文具・事務用品・ｽﾎﾟｰﾂ用品販売 ナイスバーバー 高田927-3 32-4646 理容業
ヘアーサロン パイン 高田138 32-0454 理容業 （株）花の店カトー 押越37-39 34-3000 生花店
森田屋呉服店 高田128 32-0054 呉服小売 （株）笹屋 シャディ養老高田店 押越655 34-1338 布団・ギフト
勝田製菓 高田118-1 32-0203 菓子小売店 東村石油株式会社 押越923-1 32-1388 ガソリンスタンド
呉服のサナダ 高田117-1 32-0257 呉服小売 田中モータース 押越981-5 32-0289 自動車修理販売
メガネのミノベ 高田141 32-0584 時計・眼鏡・補聴器小売業 （有）野寺肥料店 押越1229-1 32-0471 肥料・農業・園芸資材・種苗販売

八百貫商店 高田118-7 32-0386 食料品小売業 西脇モータース 押越37-12 32-9512 自動車販売・整備・車検
株式会社 ウデヤ 高田116 32-0131 婦人服等小売業 魚善 押越565-1 32-1404 飲食店・仕出し
かぎや 高田106 32-0047 衣料品小売業 盛福印刷株式会社 押越499-3 32-2131 印刷業
やまろく 高田103-1 32-0168 化粧品販売 魚桂 押越43-7 32-0035 食品小売
今利屋商店 高田101 32-0466 茶・タバコ小売 藤井ハウス産業株式会社 押越1974 32-3088 建築、建具、家具、ふすま、太陽光

杉山花店 高田77-1 32-1457 生花小売 ノーブル美容室 押越448-2 32-3678 美容業
呉服の京屋 高田384 32-0784 呉服の小売 なかもと 押越660-1 32-9517 飲食店（焼肉）
養老旅行センター 高田91-1 34-2704 旅行業 養老温泉ゆせんの里ホテルなでしこ 押越1374-50 34-1313 サービス業
高田ミシン商会 高田26-2 32-0345 縫製機械販売・修理 イノウエ漢方薬局 押越519-4 34-2289 薬局
松本文具店 高田3875-32 32-0460 文具・事務用品販売 株式会社 石繁小川石材店 押越958-1 32-0955 石材加工販売
たけや 高田334 32-0270 生活雑貨・日用品販売 桐山新聞店 高田3875-30 32-4417 新聞販売
金蝶園分店 高田91 32-0177 和菓子製造小売 永田印刷（資）養老営業所 高田481-7 33-1139 印刷業
自由軒 高田967-1 32-0302 飲食業 株式会社藤太 泉町306-2 47-9366 精肉販売・飲食店
ふとんの髙橋（高田製綿株式会社） 高田365-2 32-1322 寝具製造販売・リフォーム・丸洗い 株式会社水野精肉本店 泉町315-2 32-0058 食肉販売
酒清酒店 高田361-4 32-0242 酒類小売業 米定商店 三神町673 32-0338 米穀販売
御菓子司 松野屋 高田360-17 32-0247 菓子製造小売 株式会社丸明 三神町588-7 32-3120 小売業（精肉）
（有）肥田花店 高田363-6 32-0383 生花販売 （株）農先新 三神町57-1 84-2215 ジェラート・焼菓子製造
養老永楽屋 高田347-1 32-0850 仏壇・仏具製造販売 株式会社ミート伊東 三神町415-10 32-2968 食肉卸業
（株）大橋米穀 直江615の5 32-3062 米穀販売業 マルツネミート 三神町908 32-2119 精肉店
松園 高田900-1 32-0059 飲食店 KAZU GYM 三神町332-10 090-4258-0792 トレーニングジム
大橋畳店 高田953-1 32-0358 畳製造販売 岩富精肉店（事前予約販売のみ） 三神町75 32-3629 精肉卸売業
ホリモーターサイクル 高田925-1 32-0490 自転車販売 理容イワナガ 泉町272番地5 32-3266 理容業
株式会社野寺商店 高田930-1 32-1165 ガソリンスタンド
稲葉製粉製麺所 高田423-1 32-0305 食品製造販売

区分 事業所名 住所 電話番号 業種等 区分 事業所名 住所 電話番号 業種等
ふとん いわせ 直江694-23 32-2810 寝具・贈答品・引出物 お食事処 あすか 飯ノ木280 34-0707 飲食業
早崎建具店 直江416-41 34-3239 木製建具・フスマ・サッシ・カーテン 近澤電気（株） 飯ノ木741-2 32-2817 電気工事・家電販売
（株）早崎石油 金屋427-1 32-0207 ガソリンスタンド 株式会社 愛彰 飯ノ木169 32-9944 厨房機器等
ヨーロー西濃集配（株） 金屋井上382-1 32-0240 運送業 ノオメン商事 大跡242 32-2234 アルミ建材・ガラス販売及び施工

（有）大橋設備 飯積108 34-1800 水道工事 株式会社タカダ創美 西岩道201 32-3045 テント一般
岐阜ローヤルミート 五日市1008-1 32-0891 食肉小売・飲食業 ルルパンブルー 飯ノ木313-1 84-3113 飲食業
菊亭 五日市7-2 32-0397 飲食店 東新工業有限会社 鷲巣1618-17 32-3713 管工事業・ﾘﾌｫｰﾑ工事
髙木浴槽住設 石畑1487-4 32-3171 住宅設備 ヘアーサロン ヨシノ 鷲巣666 34-1316 理容業
にしわきでんき石畑店 石畑784-1 32-1300 家電販売 味処 松吾郎 鷲巣1057-1 32-4688 飲食店（料理屋）
上田自動車有限会社 石畑1158-1 32-0918 自動車販売・整備・車検・鈑金塗装 おかしのいえきいろ 鷲巣1589-4 32-5262 洋菓子の製造・販売
（有）あわの屋 石畑1161-1 34-3500 靴・衣料品販売 きび羊羹本家 鷲巣1568-2 32-0512 菓子製造・販売
飛騨牛養老ミート販売株式会社 石畑288-1 32-0800 食肉販売 竹中自動車 小倉850-1 32-1409 自動車販売・修理
焼肉 山びこ 石畑94-6 32-0563 飲食店（焼肉店） 株式会社大棟工務店 一色1021-1 32-0770 建築工事業
ぷちショップ養老店 石畑1157-2 34-3683 酒類小売業 さわやか 船見146 34-3215 ハウスクリ−ニング
手造りハム 一太郎 石畑416 34-1129 食肉製品製造販売 Ni−Go  Café 鷲巣1589-4ｺｰﾎﾟ田中 34-3266 飲食業
焼肉勝ちゃん 石畑180-3 32-3286 飲食店 有限会社クリーンファーム日吉 中232 33-1145 農業
（有）大倉管工 石畑1245-2 32-0707 水道設備工事 株式会社木村材木店 安久173-3 32-0171 建設業
トータルガレージサナダ 石畑812-1 32-4716 自動車販売・修理 ウインドかわち 室原745 34-0871 家電品小売・修理
一平寿司 竜泉寺1072-1 32-0160 飲食業（寿司） 黒田自転車店 宇田174-1 32-9115 自転車・バイク販売修理
割烹の魚仲 養老1173-1 34-0011 飲食店 木村理容院 宇田187-1 32-1662 理容業
養老ランド(三立開発（株）） 養老1155-2 32-3456 遊園地 エム・エス観光（有） 宇田556-2 34-1991 貸切バス
（株）滝元館遊季の里 養老公園1290-167 32-3111 宿泊業 株式会社みつばちの郷 橋爪1553-9 34-2617 食品製造業
養孝園バーベキュー 養老1173-5 32-3610 飲食店（焼肉） Nachure hairsalon 室原426-1 47-7022 美容室
豊駒 養老公園1277 090-7303-9666 飲食業 にしわきでんき 下笠1176-1 35-2062 家電販売
ギフトホーム（だいけん設備） 大坪559 32-0768 建設業 川次商店 下笠2298 35-2741 川魚卸小売業
中華料理 翠園 大坪96-1 32-0118 飲食店（中華料理） 株式会社山種 下笠2278 35-2014 魚の卸売・小売販売
お米のともちゃん 祖父江2176-2 090-8547-9700 米の産直販売 サロン・ド・すみ 下笠1147-4 35-2578 美容業
養老ベース 蛇持165 32-3770 自動車用タイヤ販売 島津屋 下笠1173-5 35-2039 酒類、飲食料品販売
有限会社ライフ 江月1247-1 32-3049 米穀販売 （有）近藤造園 上之郷263 35-2428 造園業
有限会社養老魚新 飯田187-1 32-0048 飲食店（料理屋） 有限会社安田屋 栗笠堤唐無番地 35-2041 仕出し、宴会、食品販売
銀座米綱商店  飯田192-5 32-3258 仕出し・料理店 新鍵屋 栗笠1672-9 35-2216 石油製品ﾞ・化粧品販売
伊藤商事株式会社 養老ＳＳ 飯田1338 32-3431 ガソリンスタンド 冨永燃料店 栗笠467-1 35-2038 燃料販売（小売）
森川美容室 飯田213-2 32-9536 美容業 株式会社安田タイヤ 船附1293 35-2711 タイヤ・自動車用品販売(小売）
大垣南自動車学校 祖父江649 32-3116 自動車教習所 古今珍品情報流通センター 船附1503 35-2227 物品販売（小売）
メナードフェイシャルサロン養老飯田 飯田1066-8 34-3654 化粧品販売・エステ パティスリー暦 船附1513-3 35-1106 洋菓子製造・販売（小売）
田中ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ（株）鮨飛脚たなか 根古地190 36-1150 飲食業 宮島畳店 船附389 35-2007 製畳業・飲食業・運送業
有限会社日比モータース 根古地437-3 37-2275 自動車修理・販売 ノエビア岐阜第一販社 船附2893-1 35-3537 化粧品販売
田中屋商店 大場408 35-1791 酒類・食料品小売 ファミリーマート養老船附店 船附1487-1 36-0680 コンビニエンスストアー
（株）エイトリハウス 大場888-8 35-1550 リフォーム工事
株式会社ふなやす 瑞穂508 37-2011 サービス業 計164店
はらだでんき 瑞穂477 37-2226 家電販売
スマイルみずほ株式会社 瑞穂1123 35-3358 小売業
たつみ 瑞穂203-1 35-1902 飲食業
焼肉サン 大巻1196-1 35-2959 飲食業
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