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エリワン利用可能店舗：ギフト百花　本店
　　　　　　　　　　（楽天市場店、ペイペイモール店は除く）

四季折々の旬な果物、有名店のスイーツ、産地直送の生鮮品
など 多数取り揃えております。

ギ フトを中心に、“ちょっとゆたかになるいいもの”を
多数取り揃えたECサイトで す

「大切な人の毎日をちょっ
とゆたかに。いいもの揃え
ました。」をテーマに、お中
元やお歳暮、お祝いや内祝
いといった伝統的な贈り
物から、身近な人へ贈るカ
ジ ュアルギ フトにも対応い
たします。もちろん、ご 自身
へのご 褒美としてもぜ ひご 
利用くだ さい!

ギフト百花　本店
［TEL］ 0584-82-6122

ポイント
2倍！

ギフト（通販）
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エリワン利用可能店舗：全店舗

Ｖドラッグキャラクター「くすりん」のLINEスタンプ販売中！！

Ｖドラッグは「地域密着健康ステーション」へ、
ずっと健康、もっといい未来

東海・北陸を中心に店舗網を拡大して
いるドラッグストアです。医薬品や化
粧品ではお客様のニーズにあった情
報を提供するなど、カウンセリングに
注力しています。調剤薬局を併設した
店舗も徐々に増やし、地域医療を担
う身近な存在として「地域密着健康ス
テーション」を目指しております。

Ｖ・ドラッグ
多治見市高根町4丁目29番地
［TEL］ 0572-27-3911

ポイント
2倍！

ドラッグストア

エリワン利用可能店舗：全店舗

自動車タイヤの販売、取付け・保管サービス「タイヤ市場」
を岐阜県・愛知県・三重県の13店舗で展開中です！

お客様の暮らしを支える
地域密着型ホームセンターです

ホームセンターバローは岐阜県・愛
知県・三重県・静岡県に37店舗を展
開し、お客様の住まい・暮らしに関す
るあらゆるニーズに対応するため、
商品・サービスの専門化に取り組ん
でいます。大型店舗の資材売場では
品揃えを充実させるとともに、業務
用のお客様のご要望にお応えすべ
く、通常売場よりも開店時刻を早めております。

ホームセンターバロー
多治見市大針町661番地の1
［TEL］ 0572-20-0860（代表）

ポイント
2倍！

ホームセンター

エリワン利用可能店舗：全店舗

「地域一番店」を目指すスーパーマーケット。
東海・北陸を中心に約240店舗展開しています

「商品を通じて人々の暮らしを豊かにする」がバローの使命。地域の皆様の暮
らしを豊かで幸福なものにするために、お客様に選んでいただき足を運んで
いただけるような魅力ある商品構成の店づくりを目指しています。

スーパーマーケットバロー
多治見市大針町661番地の1
［TEL］ 0572-20-0860（代表）

バローブランドが2020年10月から新しくなりました。ラ
インナップは2つ。Valor selectは、“お客様の暮らしを力強
く応援したい！”という思いから毎日の暮らしに欠かすこと
のできない品々を良品廉価でお届けします。Valor plusは、
“ちょっと上質”“少し贅沢”。いつもの暮らしに気持ちをプラ
スしてくれる商品です。

ポイント
2倍！

スーパーマーケット
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エリワン利用可能店舗：全店舗[アリオ鳳店は除く]

フィットハウス公式アプリ登場！
お得なクーポンを配信中！

apple android

フィットハウスでしか買えないバッグブランド「nano」
デザイン・品質・コスパ共に自信がございます。
是非一度店頭でご確認ください！

トレンド商品から実需品まで、
ワンストップでショッピングが

可能です
品質にこだわり、国内・海外から鞄、靴を中心
に様々なファッションアイテムを取り揃えた
セレクトショップです。

フィットハウス
可児市坂戸111番地
［TEL］ 0574-63-6676

ポイント
2倍！

セレクトショップ

エリワン利用可能店舗：岐阜髙島屋

地域唯一の百貨店として、
お客様の期待に応えるサービスや品揃えを充実し、
これからも地域に根ざした百貨店であり続けます

岐阜髙島屋
岐阜市日ノ出町2-25
［TEL］ 058-264-1101

ポイント
2倍！

百貨店

岐阜髙島屋は、柳ケ瀬商店街に誕生して約40年。
「親子2世代、3世代のお客様に愛される店舗づくり」を目指し、県下唯一の
百貨店として、地域の皆様にご愛顧いただけるようたくさんの上質な商品や
サービスをご用意いたしております。

岐　阜

エリワン利用可能店舗：全店舗

「ヒマラヤメンバーズ」会員募集中！
「ヒマラヤメンバーズ」は全国のヒマラヤ店舗やヒマラヤ
オンラインストアで、おトクなサービスが受けられるヒマ
ラヤの会員です。

下記値引券の提示と、十六カードまたはじゅうろくJCBデビットでの
お支払いでその場で値引きが受けられます。

ヒマラヤ全店舗共通

期間中、何度でもご利用いただけます。

こちらのバーコードを精算時にレジに提示し、
十六カードまたはじゅうろくJCBデビットでお支払いただくと

『スポーツするならヒマラヤ』品揃えとサービスで
あらゆるスポーツとレジャーの楽しさを発信していきます
商品選びから修理・加工サービ
ス、チームユニフォームご注文な
ど、お客様のスポーツライフを全
力でサポートする事をお約束いた
します！豊富な知識の専門スタッ
フが、お客様に最適なアドバイス
をさせていただきますので、気軽
にお立ち寄りください！
皆様のご来店を心よりお待ちいた
しております。

ヒマラヤ
岐阜市江添1丁目1番1号
［TEL］ 058-271-6622（代表）

エリワン限定！ 

クーポン値引券

お支払い（税込）5,000円以上で、500円値引!

お支払い（税込）10,000円以上で、1,000円値引!

※有効期間は2022年3月31日まで。 
※本クーポンは釣銭をお出しできません。
※他の割引券や特典券との併用は
　できません。

※有効期間は2022年3月31日まで。 
※本クーポンは釣銭をお出しできません。
※他の割引券や特典券との併用は
　できません。

スポーツ用品

値引特典！
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カルコスカードをご提示いただくと、商品購入100円につき１ポイントプレゼン
ト！ポイントは１ポイントを１円としてご利用いただけます。(一部除外品がござ
います)

岐阜県、愛知県で展開している大型書店です。
文具雑貨も豊富に取り扱っております。

カルコス
岐阜市菅生8-7-21
［TEL］ 058-294-7500

　　　　　　　　でのお支払いもエリワン対象です。
※QUICPayは十六カードにセットされているものが対象です。

エリワン利用可能店舗：カルコス全５店舗（本店、各務原店、穂積店、小牧店、扶桑店）ポイント
2倍！

書籍 & 文房具

　　　エリワン利用可能店舗：千賀本店、県庁前店、長良福光店、蘇原店

時計では、ブライトリング、ボールウォッチ、宝飾ではガビトルコフスキーなど
岐阜県内では当店のみ取扱うことができる商品を取揃え、皆様のご来店をお待
ちしております。

創業１９１６年。
これからも地域の皆さまと共に歩み続けます
千賀本店は、大正5年
創業の宝石・時計・メ
ガネ・補聴器の専門店
です。お客様のご要望
にいつでもお答えでき
るよう技能士資格を
持ったスタッフが丁寧
に対応させていただき
ます。

宝石・時計・メガネ・補聴器の千賀
岐阜市神田町8-15
［TEL］ 058-265-5566

岐　阜

ポイント
2倍！

宝石・時計・メガネ

岐阜県に紳士服及び紳士用品並びに
レディースの衣料品販売を展開している会社です

トータルファッションを楽しんでもらえる様
な店舗展開を目指します。私達スタッフの
センスやスキルを向上させていく様に努め
ることはもちろん、お客様とのコミュニケー
ションでより身近に感じていただくことも
重要です。また様々なお客様の声を参考
に、あらゆるニーズに対応していける様にし
ていきます。そして、よりクオリティの高いものを広めていくことで、地域の活
性化はもちろん、街全体をよりお洒落に演出していきたいと考えています。

名紳
岐阜市市橋2-8-5
［TEL］ 058-272-3888

エリワン利用可能店舗：全店舗

エリワン特割！

本ご優待BOOKのご提示と十六カード
でのお支払いで通常価格より更に
特別割引でご奉仕！ 詳しい情報は、
エリワンホームページでご確認ください。

名紳大きいサイズ専門店
岐南店1F

オンラインショッピング
どこにいても見える。
選べる。買える。

ポイント
2倍！

紳士服

エリワン利用可能店舗：プラスリビング岐阜店、
プラスリビング北店、プラスリビングみなと店、
プラスリビング長野店、プラスリビング鈴鹿店

毎日の仕入れで、最大90％OFFの家具が
常時50,000点以上展示！

アウトレット家具+α＝「ALL理由あり家具」
プラスリビングは、当社だけの豊
富な情報網を基に、毎日日本全国
のお得なアウトレット家具やメー
カーサンプル品、倒産品等の情報
を取得し、その中から厳選された
高品質なお値打ち家具を仕入れ
ています。その為、常に50,000点
以上の高品質な激安家具が店頭
に並び、仕入れの状況に合わせて
毎日目玉商品が入れ替わる、毎日
が特売日の目が離せない家具店
です。

アウトレット家具専門店 プラスリビング
羽島郡岐南町八剣7丁目147番地
［TEL］ 058-213-7788

ポイント
2倍！

家　具
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ご紹介キャンペーン実施中！お友達を紹介すると5,000円のＱＵＯカードをプレゼン
ト！紹介された方もご成約時に5,000円のお値引き！！（詳しくは店頭スタッフまで）

創業70年を超える老舗振袖店です。経験豊かなスタッフが大切な成人式をお手伝い致します。
三井屋ではレンタル・ご購入・お母様の振袖のリメイクなど、お客様に合わせた振袖
プランをご用意！豊富な品揃えの中から、お好みに合わせてコーディネートさせてい
ただきます。成人式当日のヘアメイク着付けはもちろん、前撮り撮影も自社スタジオ
でお手伝いしておりますので、全てお任せください。お店のインスタグラムにて、ヘア
スタイルやコーディネートを随時更新しています！　　Instagram 【mitsuiya】

三井屋
【一宮本店】一宮市森本5-15-4 ［TEL］ 0586-24-3218
【北名古屋店】北名古屋市鹿田合田73 ［TEL］ 0568-25-3218

エリワン利用可能店舗：一宮本店、北名古屋店

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

ポイント
2倍！

着　物 愛知県

エリワン利用可能店舗：紳士服ノムラ

選りすぐり紳士服をお値打ちに！！
当店はスーツメーカーが前身の1965
年創業の紳士服小売店です。「毛織の
本場」一宮市で、旬の素材に細部まで
こだわった商品をお値打ちにご提供
させていただきます。ぜひ「紳士服ノム
ラ」の商品をお楽しみください。

紳士服ノムラ
一宮市森本2-3-12
［TEL］ 0586-72-1129

ポイント
2倍！

紳士服 愛知県

エリワン利用可能店舗：尾張旭店、高蔵寺店

愛知県にある振袖の専門店です。お振袖選びからヘアー、メイク、着付け、写真撮影、
成人式の準備まで一生に一度の晴れの日を私たちが全てサポートいたします!!
最新の振袖が豊富に揃った花舎では振袖レンタルやご購入などお客様お一人、
お一人に合った振袖プランをご用意致しておりますので安心した振袖選びをし
て頂けます。また、卒業袴や結婚式など成人式後のサービスも充実しています!!

振袖専門館 花舎
尾張旭店 尾張旭市南本地ケ原町2-127 ［TEL］0561-55-5170
高蔵寺店 春日井市中央台2-5 サンマルシェアピタ館B2F ［TEL］0568-94-7877

店内併設のスタジオで想い出に残る撮
影を行います。一日限定３組でゆったり
としたモデル気分を楽しんでください！

お振袖ご成約の方、成人式当
日ヘアー、メイク、着付無料。
さらに前撮り撮影料無料

□□□□□□

ポイント
2倍！

振　袖 愛知県

エリワン利用可能店舗：和わ犬山店、和わ江南店、和わ豊明店、和わ高蔵寺店、和ゆう大垣店

着るためのきもの、ファッションとしてのきものを
楽しく提案する「きものショップ」です
和わ・和ゆうは愛知県、岐阜県で展開しているきもの専門店です。和装小物、着
付小物からカジュアル着物、フォーマル着物まで幅広く取り扱い。もちろん、着物
のクリーニングやお手入れ、お直しも気軽に承ります。着物に関することなら何でもお任せください。

和わ
春日井市中央台1-2-2 サンマルシェ南館3F
［TEL］ 0568-95-0031

「きものでランチ」や「きものde
お出掛け」など、気軽な参加型イ
ベントも毎月企画しています。

無料の会員制「和わ会員」常時募集
中。きものクリーニング3割引、無
料きもの着方教室など特典満載

□□□□□□

ポイント
2倍！

着　物

エリワン利用可能店舗：ベッド専門店 ネムリエ

ベッド専門店で機能的なものから高級品まで揃っています。体圧分散器で測定可能です。
（要予約）スリッパに履き替えて普段の生活のような感覚で寝心地を試せます。

眠りの悩みやこだわりのある方、プロのアスリートまで
訪れる、世界中のベッドをじっくり試せるベッド専門店
250坪の売り場に常時約100点展示しています。じっくり寝心地を試し
て頂けるように、スリッパへ履き替えて、普段の生活のような感覚でベッ
ドをお試し頂けます。当店ではスリープアドバイザーが在籍しておりますので、睡眠の悩みや
好みを把握し最も適した商品をご紹介致します。また、体圧分散器もあり、感覚だけではなく
映像を確認しながらお選びできます。（測定は要予約）

ベッド専門店 ネムリエ
名古屋市天白区高島1-2101
［TEL］ 052-805-4788

□□□□□□

ポイント
2倍！

ベッド 名古屋

エリワン利用可能店舗：Perfection

海釣りでの大物狙いなら
『ソルトルアーショップPerfection』におまかせください！！
近海の海釣りから遠征釣行
のサポートまで、ルアーで狙う
夢の大型魚捕獲のためのプ
ロショップです。ビギナーから
エキスパートアングラーまで
幅広く海のルアーフィッシン
グをエスコート致します。

Perfection
一宮市多加木4-31-12
［TEL］ 0586-64-8536

ポイント
2倍！

つり具 愛知県

エリワン利用可能店舗：宝石の岩田時計舗、メガネの岩田

あなたのジュエリーを安心・安全に！抗ウイルス・抗菌コーティング承ります。
＜特徴＞抗ウイルス、抗菌、防臭、防汚、変色防止　＜品質保持期間＞約５年間

感謝の心で、皆様とのご縁を大切にいたします
創業84年を迎えた、宝石・時計・眼鏡・金銀製品を取り扱う老
舗。品質に対するこだわりと、安心のサービスを心掛け、シンプ
ルなジュエリーからハイクラスジュエリーまで、幅広くご用意し
ております。また、国産高級腕時計のセイコークレドールやグランドセイコー、エレガント
なマダムグレ眼鏡フレーム、豪華な金製のおりんや仏具なども取り揃えております。

宝石の岩田時計舗
岐阜市日ノ出町1-16（柳ケ瀬、岐阜中日ビル南）
［TEL］ 0120-65-7717

岐　阜□□□□□□

ポイント
2倍！

宝石・時計・メガネ

エリワン利用可能店舗：岐阜店、稲沢店、土岐店、中津川店

初心者からベテランまで、見て触って楽しめる品揃え
あなたのFishing Lifeを応援します
鮎・渓流・海・ルアー！！どんな釣り物もお任せ下さい。
豊富な品揃えでお客様のご来店をお待ちしておりま
す。土岐店・中津川店・岐阜店・稲沢店の4店舗ありま
すので、お客様の気になる商品がきっとあるはず！釣
り教室・釣り大会・フォトコンテストなど各種イベント
も行っています！

つり具 やすや
岐阜市菅生5-6-28
［TEL］ 058-210-0667

□□□□□□

ポイント
2倍！

つり具
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エリワン利用可能店舗：明宝ハム工場、めいほうミート店

幸せを作る工房
明宝ハムは創業以来、ずっとハム職人が、「食べる
人も作る人も幸せでありたい」と願い、手作業で
作っています。美しい山々、長良川の支流、文字通
りの山紫水明のこの地にて、30余年の歳月をか
けて、明宝ハムの美味しさは育まれています。

ホームページにて、明宝ハムを使った美味しいレシピを
毎月アップしています！

明宝ハム
郡上市明宝気良33-2
［TEL］ 0575-87-2454

□□□□□□

ポイント
2倍！

ハ　ム 中　濃

ようこそ！明宝マスターズへ！
飛騨美濃せせらぎ街道沿いに建つ道の駅。四季折々の山里の景色
と、美しい吉田川を楽しめる磨墨の里公園が隣接しています。地元の
特産品販売所や味自慢と個性豊かな飲食店が揃い、ドライブ途中
の休憩場所として人気があります。

物産館の人気商品は、Ｎo.１ 明宝ハム、Ｎo.２ 磨墨の里・明宝ケチャップです！
明宝の特産品をはじめ、個性あふれるテナント店でも食べ歩きください。

磨墨の里公園物産館
郡上市明宝大谷1015
［TEL］ 0575-87-2395道の駅  明宝

エリワン利用可能店舗：磨墨の里公園物産館、新鮮市

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

□□□□□□

ポイント
2倍！

道の駅物産館 中　濃

世界一長い守口大根の郷 扶桑町唯一の守口漬・奈良漬製造工房直売店
漬頭米三秘伝の粕床で手漬けした安心安全無添加の極上守口
漬・奈良漬は蔵から出したての芳醇な味わいです。その他にも意外
な組合せが相乗効果を生む、守口漬を使用したスイーツなど、どこ
にもない壽俵屋だけの詰合せギフトなど各種ございます。

犬山城下町には守口漬のソフトクリームやお漬物アレンジメニューのお店 犬山庵
と、こだわりの粕床で漬けた焼き魚定食のお店 香味茶寮犬山井上邸もございます。

漬処 壽俵屋 扶桑總本家
丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地757
［TEL］ 0587-93-6400

エリワン利用可能店舗：扶桑總本家、犬山庵、犬山井上邸

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

□□□□□□

ポイント
2倍！

漬　物 愛知県

　　　　　エリワン利用可能店舗：北一色店、市橋店、則武店、長良店、蘇原店、鵜沼店、犬山店

北一色店・則武店・鵜沼店は喫茶スペースも併設。北一色店
では出来立ての喫茶専用メニューも提供しています。

新作から人気の定番商品まで旬の素材の美味しさをお楽しみください
ル・スリジェダムールでは、その時季にもっともおいしい旬のフルーツや食材を使い、素材
の良さを最大限に引き出したケーキを一つひとつ心を込めて作っています。イチゴを使っ
た春のお菓子、夏の太陽のようにキラキラと輝くゼリー、秋の深い味わいを堪能できる上
品なケーキ、大切な人と食べたい心温まる冬のケーキ。四季の移り変わりに合わせたオリ
ジナルケーキの移り変わりも年間を通してお楽しみください。

ル・スリジェダムール洋菓子店
岐阜市北一色4-4-30
［TEL］ 058-246-2634

ポイント
2倍！

洋菓子

エリワン利用可能店舗：本店、岐阜髙島屋店

初代の創業の志を代々肝に銘じ、素材の厳選と手間ひまを惜しまない手づくりに徹
し、味一筋、真心をこめたお菓子づくりで、皆様の厚いご信頼をいただいております。

美味しくて縁起がいい豆大福の贈り物
平成10年の全国菓子大博覧会にて内閣総理大臣賞を受賞した「名物 豆大福」は、各務
原で愛され続ける伝統の味。天然素材を使い、職人の技で引き出した餡の甘みとやわらか
い餅が絶妙です！初心を貫き、精魂込めて、ひとつひとつ手作りで仕上げる大福餅に混ぜ
込まれている黒豆は“魔を滅する”ともいわれ、大変縁起が良いとされています。お手土産
や、おめでたい席での贈り物にぜひどうぞ。

だるま堂
各務原市那加東那加町17
［TEL］ 0120-28-0523

□□□□□□

ポイント
2倍！

和菓子 岐　阜

エリワン利用可能店舗：布袋本店、江南駅前店、一宮店、大口店

移ろいゆく季節や日本古来の行事を、お菓子で表現し、お届けしています。
お菓子を通して、和の風情をお楽しみください。

創業200年の老舗和菓子処。愛知県下に6店舗展開しています
創業文政元年（1818年）の和菓子屋です。甘味は天からの授か
り物。自然が時を掛けて培った味。その恩恵を謙虚にいただき、
伝統の技と素材にこだわった和菓子作りを続けてまいりまし
た。当店自慢の麩まんじゅう「餡麩三喜羅（あんぷさんきら）」
は、特に多くのお客様から愛されています。

大口屋
江南市布袋町中67
［TEL］ 0587-56-3067

□□□□□□

ポイント
2倍！

和菓子 愛知県

エリワン利用可能店舗：全店舗

2017年10月発売以来、ご好評いただいている「福ようようcheese arare」。個性豊かな
3種類のチーズあられ（カマンベールチーズ、ブルーチーズ、ウォッシュチーズ）の逸品です。

創業昭和26年のあられ屋です
「あられの松福」は、岐阜県に3店舗（工場直売店〈岐阜市中西
郷〉・加納店・さぎやま店）、愛知県に2店舗（一宮店・星ヶ丘店）
の計5店舗で営業いたしております。海苔を円すいに巻き、納
豆・あられ・ねぎ・醤油を混ぜ合わせ詰め込んだ「手巻納豆」。舟形のあられにチーズを流
し込んだ「欧風チーズ」など、様々な変わり種のあられをご用意いたしております。

松福
岐阜市中西郷5-64
［TEL］ 058-239-8168

□□□□□□

ポイント
2倍！

和菓子

だるま堂製菓㈱の工場直売所　“谷汲あられの里”
揖斐川町谷汲の澄んだ空気と地下百米からの良質な地下水が国内水稲も
ち米の風味を引き立たせ、絶品のあられとなっております。“谷汲あられの里”で
は、様 な々あられのご試食と100種類を超える商品をご用意してお待ちいたし
ております。谷汲山華厳寺から車で1分、どうぞお越しくださいませ。

谷汲あられの里
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名礼459-288
［TEL］ 0585-56-0223

あられの他に手作り和菓子も取り揃えております。併設の達磨茶屋では、名物「谷汲
ぜんざい」の提供もいたしており、ドライブの休憩所としてもご利用いただけます。

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

エリワン利用可能店舗：谷汲あられの里あられ売店、谷汲あられの里 
本巣直売所、谷汲あられの里 米治郎、谷汲あられの里 達磨茶屋ポイント

2倍！

和菓子 西　濃
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エリワン利用可能店舗：全店（マーサ21店と通販は除く）

花のテーマやメインの色、ご予算、贈り物の用途などに合わせてすてきなお花
をアレンジいたしますのでお気軽にお申し付けください 。スタッフがお気に
入りの花束をアソートいたします。

お花のことならお任せください
ロワールは、おかげ様で創業35周年を迎えました。花束やフラワーギ
フトをはじめアレンジフラワーなど全国にお届けできる花キューピッ
トも承ります。お祝いや記念日に贈っていただければきっと満足して
いただけると思います。お花は専門スタッフが心をこめてアレンジして
います。これからも皆様に愛されるお花屋さんを目指して参ります。

ロワール
岐阜市菅生2丁目5番18号
［TEL］ 058-295-1187

□□□□□□

ポイント
2倍！

フラワー

エリワン利用可能店舗：花のデパート花徳

花は形には残りません…、心に残る贈り物です
私たち花徳は、「花」によってお客様に感動していただけ
る商品作り・店作りをめざし、プロのコーディネーター
として、花のある生活をご提案しています。白を基調と
した店内には、シンプルながらも品良くアレンジされた
花やグリーン花器等が、季節に合わせてディスプレイさ
れています。花徳を選んでいただいた意味をしっかりと
感じ、感謝の気持ちで「ギフト店」としてのお店作りとお
もてなしを心がけております。

花のデパート花徳
岡崎市庄司田１丁目１１番地９
［TEL］ 0564-51-0087

□□□□□□

ポイント
2倍！

フラワー 愛知県

エリワン利用可能店舗：大熊果実店

公式ツイッターで新入荷情報や街のイベント情報など発信しています。

創業1942年。大熊果実店は厳選され
たフルーツを皆様にお届けいたします
大熊果実店は、ＴＶチャンピオン「フルーツ通選
手権」優勝者の店長が、創業精神の「絶対に美味
しい果物を売る」を守り、産地や等級、生産者に
までこだわった仕入れをして厳選された品物だけを販売しております。

大熊果実店
岐阜市金町２丁目１６番地
［TEL］ 058-263-0465

□□□□□□

ポイント
2倍！

フルーツ 岐　阜

エリワン利用可能店舗：試合当日のオフィシャルグッズ売店
※チケット販売、通販、委託販売は除く

スタジアムの応援グッズをはじめと
したＦＣ岐阜のオリジナルグッズが
そろっています
岐阜県内全域をホームタウンとしている、
Ｊリーグのサッカーチーム「FC岐阜」。FC
岐阜ホームゲーム開催時は、オフィシャル
グッズの売店を開店。サッカー観戦の必須アイテムであるタオルマフラーやユニフォーム
をはじめ、チームカラーである緑のグッズが充実しています。

FC岐阜オフィシャルグッズ売店
岐阜市長良福光2070-7長良川スポーツプラザ1F
［TEL］ 058-231-6811

©Kaz Photography/FC GIFU

□□□□□□

ポイント
2倍！

オフィシャルグッズ 岐　阜

エリワン利用可能店舗：全店舗 ※東海地方：各務原イオンタウン店・美濃加茂店・カラフルタウン岐阜店

私たちはペットを通じて、心豊かな暮らしを応援します
総合ペットショップとして、犬・猫・鳥・小動物・観賞魚等の幅広い
種類のペットとの暮らしをサポートいたします。ペットのフード
や用品に関するお悩み相談に応じるほか、店内にグルーミング・
トリミングを施す美容院を完備しています。カラフルタウン岐
阜店には、人気の屋根付きの屋外ドッグランを併設。

2019年10月、岐阜市の大型商業施設「カラフルタウン エミノワ」に「ペット
フォレスト カラフルタウン岐阜店」がオープン！

ペットフォレスト
多治見市大針町661番地の1
［TEL］ 0572-20-0860 （代表）

□□□□□□

ポイント
2倍！

ペット

日本最大級のスケール、中古タイヤの在庫は常時50,000本以上！！
圧巻のラインナップ！！
名古屋市中川区にある中古タイヤ・ホイール・パーツの販売買取専門店
です。中古一筋30年以上、信頼と実績、圧倒的な在庫数を誇る豊富な在
庫。サマータイヤは、もちろん、冬用のスタッドレスもお任せください。
軽四から四駆、スーパーカーまで対応可能です。ご不要になった、タイ
ヤ・ホイール・パーツの買取処分もお気軽にどうぞ。全国どこからでもご
利用いただける「らくらく通信買取システム」もおすすめです。
詳しくはホームページで！

エリワン利用可能店舗：太平タイヤ

太平タイヤ
名古屋市中川区富田町包里東亥寅新田1227-1
［TEL］ 0120-112-582

ポイント
2倍！

タイヤ 名古屋

肉のひぐちのこだわり飛騨牛
肉のひぐちは食肉加エメーカー直営の小売店として木、
金、土曜日に限り、より新鮮で格安に販売するシステムを
とっています。 飛騨牛指定店獲得以来、選ばれた飛騨
牛をメインとした精肉をはじめ、ハム、ソーセージなど、
食肉加工品一式を、また、香辛料、調味料及び食肉関連
食品一式を販売しご好評頂いています。

肉のひぐち
可児市広見1236-1
［TEL］ 0574-62-1298

エリワン利用可能店舗：肉のひぐち

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

ポイント
2倍！

精　肉 中　濃

自転車の販売・修理、車椅子のパンク修理、タイヤ･チューブ交換等。
安心・安全・快適な自転車生活をサポートします！
お客様のニーズに対応できるように、通勤・通学・サイクリングから
お買い物用まで幅広く商品を展示。安全を第一に考え全店に安全整
備士を配置。全てのお客様に満足いただけるように、自転車の提案・
確実な整備・修理とより高い技術と知識が習得できるようにスタッ
フ一同努力しています。出張修理（平日のみ）も対応しています。

じてんしゃのビック
岐阜市金町1丁目20番地
［TEL］ 058-247-3190

お支払い（税込）30,000 円以上で エリワン利用可能店舗：じてんしゃのビック 岐阜店、
じてんしゃのビック 茜部店、じてんしゃのビック 一宮店、
じてんしゃのビック 津島店、サイクルライフ ヴェロ粗品をプレゼント!粗品をプレゼント!粗品をプレゼント!粗品をプレゼント!

□□□□□□

ポイント
2倍！

自転車
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体験：提灯作り、香り袋、水
引工芸、風呂敷ラッピング
セミナー：日本の伝統色、日
本食、日本茶、着物初めて等
お問い合わせください。

名古屋　円頓寺商店街のほぼ真ん中。大きな提灯が目印。
地元の職人とお客さまを結びます。
名古屋の伝統工芸品でもある名古屋提灯。灯りは勿論、贈り物、祭事、オ
リジナルオーダー、修理も承ります。手づくり商品（和雑貨）をご覧になり
ながら、西尾の抹茶セット、白玉ぜんざいセット（各500円）を和のあつら
えでお寛ぎ頂けます。和柄のシャツをはじめ、衣食住を日本文化ならでは
の一品物でご提案致しております。海外へのお土産にもぴったりです。

わざもん茶屋
名古屋市西区那古野1-20-34
［TEL］ 052-581-3233

エリワン利用可能店舗：わざもん茶屋

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

名古屋

ポイント
2倍！

工芸品

エリワン利用可能店舗：味岡人形

味岡人形
岡崎市葵町4番地16
［TEL］ 0564-21-4543

どんなお顔も制作できる
職人の店
味岡人形では江戸時代からの伝統
技術を守り、職人が一つ一つ丁寧に
制作しております。大量生産では決
して表現できない、あたたかく、美し
く、やさしいお顔の世界に一つのお人形です。作り手のご案内
で、お顔の制作工程を工房でご覧いただけます。

愛知県

ポイント
2倍！

人　形

「関の刃物」を展示・販売。
メーカー直販で市価の8割程度で購入できる店
700有余年の歴史に培われた「関の刃物」を展示・即売している岐
阜関刃物会館即売場。約2,500点をこえる包丁・鋏・ナイフ・つめ切
り・模造刀・彫刻刀・キッチン用品などがずらり。「刃研ぎ工房」では、
専門の研ぎ担当者の指導のもとで、包丁の正しい研ぎ方を体験できます（要予約）
刃付け修理は500円～。海外のお客様に向けタックスフリーも取り扱っています。

岐阜関刃物会館
関市平和通4-12-6
［TEL］ 0575-22-4941

エリワン利用可能店舗：岐阜関刃物会館

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

中　濃

ポイント
2倍！

刃　物

エリワン利用可能店舗：ガレリア織部、織部うつわ邸、
織部本店、ORIBE NAGOYA

陶都多治見に個性あふれる三つの織部 
1300年の歴史を持つ美濃焼の町、多治見。 
「ガレリア織部」「織部うつわ邸」「織部本店」はこの陶
郷美濃の里にあります。この三つの店をめぐりながら
デイリーに、おもてなしに、贈り物に、様々な表情を持
つ器たちとの出会いを、お楽しみください。

織部
多治見市旭ヶ丘10-6-130
美濃焼卸センター
［TEL］ 0572-27-3730

ポイント
2倍！

陶磁器

お肌の悩み根本
解決！もう体感

しましたか？「コスメラウンジ忠節
のブランドエステ」。

会員様特典とし
て、期限なしで貯

まる高還元率ポイントデーのお知
らせ、お店独自のイベント、買い物
美容体験や肌実感が楽しめるイベ
ントの優待がＤＭで届きます。

エリワン利用可能店舗：ヒロセヤ コスメラウンジ忠節

資生堂・アルビオンの化粧品や手わざの技術で
「一瞬の美ではなく継続的な美」をご提案。
忠節フランテ館前にあるヒロセヤ コスメラウンジ忠節。
資生堂・最高峰ブランド クレ・ド・ポーボーテやアルビオ
ンの世界観が持つラグジュアリーな
大人の女性がくつろげる空間で、つ
ぎつぎとお得なサービスを体感でき
るお店。年間500名を越えるお客様
にリピートしていただいております。

ヒロセヤ コスメラウンジ忠節
岐阜市島栄町1丁目１３
［TEL］ 0120-550-741

岐　阜

ポイント
2倍！

化粧品

清酒 女城主 醸造元
二百年の歴史ある蔵元で、「女城主」などの銘柄で知られる日本酒メーカーです。創業
以来「玲瓏馥郁（れいろうふくいく：透き通るように美しく輝き、良い香りが漂うことを
意味しています）」を信条に、地元米と天然水（岐阜県名水50選）を使い、熟練した杜氏
の手作業で酒造りをしています。

エリワン利用可能店舗：岩村醸造

大きな杉玉のある店構えの一部は
築230年。その店頭より酒蔵まで
約100ｍ続くトロッコの線路に
沿って歩きながら見学できます。

岩村醸造
恵那市岩村町342
［TEL］ 0573-43-2029

試飲・ポイントカード・
EV急速充電あり
（いずれも無料）

□□□□□□

ポイント
2倍！

お　酒 東　濃

エリワン利用可能店舗：山川醸造

オリジナル醤油、つゆ、たれを100本からオーダーメイドできます。大ヒットした
「アイスクリームにかける醤油」「醤油ゴマ」など独自のアレンジ商品も人気です。

たまりや
昭和１８年の創業以来、長良川の伏流水を仕込み水に、杉の桶で真
心を込めて伝承的な美濃の味噌とたまり醤油を自然な気候の中で
造っています。本物はうまいという信念の下、幾多の料理人たちに愛
用され育てられてきた玄人の味です。この伝統の味を感動と共に伝
えたいという職人の心意気をお届けします。

山川醸造
岐阜市長良葵町1-9
［TEL］ 058-231-0951

岐　阜□□□□□□

ポイント
2倍！

たまり醤油
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新型デラックスバス「エンペラー」
で行く、ゆったりとくつろいで美食

や美景を楽しんでいただくプレミアムバスツアー
「きわみ」も好評いただいております。

素敵なバス旅は岐阜バス「ながら会ツアー」で！
話題のスポットや旬の味覚・グルメを楽しむ日帰りコースから、のん
びり温泉を楽しむ宿泊コースまで豊富なバスツアーをご用意。快
適なバスの旅で、お客様の素敵な思い出づくりをお手伝いします。

岐阜バス
岐阜市九重町4丁目20番地
［TEL］ 058-240-0291

　　　　　　　　でのお支払いもエリワン対象です。
※QUICPayは十六カードにセットされているものが対象です。

エリワン利用可能店舗：岐阜バスターミナル旅行センター、
団体営業支店、関旅行センター 

※定期券・回数券・乗車券は対象外となります。

貯めておトク！！
「ながら会ツアー」

ポイントカードで割引が受けられ
ます。

ポイント
2倍！

観　光

エリワン利用可能店舗：ナガシマスパーランド、湯あみの島

名古屋から車で30分、直通バスも毎日運行！ホテルに温泉、
日本最大級の遊園地、アウトレットでショッピング

ナガシマリゾート
桑名市長島町浦安333
［TEL］ 0594-45-1111（代表）

ジャンボ海水プール今年もオープン！2021年7月10日（土）～9月27日（月）
75,000㎡の広大な敷地に、多彩なプールやスライダーが揃う世界最大級の海
水プール。

ほぼ直角の急斜面や車
両が真横に傾く“日本唯
一”のカーブなどスリル
が凝縮されたハイブリッ
ドコースター「白鯨」をは
じめとするスリルライドからキッズ向けアトラ
クションまで約60種類もそろう遊園地！

男女合わせて露天風呂と
内湯が17も揃う大自然露
天風呂「湯あみの島」。岩盤
浴エリアでは、ロウリュウア
トラクションをはじめ、女性
に人気のホットヨガや座禅を楽しめる新感覚の岩
盤浴や多彩なリラックスルームが揃う。

トでショッピング

三重県

ポイント
2倍！

レジャー

エリワン利用可能店舗：本社スタジオ、
伊奈波神社スタジオ、Studio Laugh+L

2018年にオープンした、New concept 
studio「Laugh+L」は新しい家族写真の
カタチを提案しています。

瀬古写真
岐阜市今沢町9番地
［TEL］ 058-264-8288

140年の歴史が支える、絵画のような本物の一枚
一生に一度の大切な記念写真。この先もずっと残していく
ものだから本物の一枚を。私たち「SEKO」は、写真だけでな
く衣装から美容、着付け、お客様サービスに至るまで140余
年、いつの時代も最高のクオリティーを目指しています。

岐　阜

ポイント
2倍！

フォトスタジオ

エリワン利用可能店舗：AZURA MEN’S、AZURA岐阜、
BLANCO tres鏡島店、AZURAメモリアル、AZURAソフトピア、
BLANCO G-South、SUPRAM、BLANCOスパイラル、
AZURA本荘、BLANCO tres本巣店

お客様に365日の美しさを提案したいという思いから、カラー会
員制度を導入しています。根元が気になる方、白髪染めの方が対象
で、期間中何度お越しいただいても大丈夫です。

BLANCO・AZURA・SUPRAMと３つのヘアサロン
ブランドを東京・名古屋・岐阜と計12店舗展開
トータルビューティーをお届けするためにカット・パーマ・カラー
はもちろんヘッドスパやメイク、また店舗によりエステやネイル
等さまざまなメニューを各スペシャリストがご提供。お客様一人
ひとりに合った「美」をご提案いたします。

BLANCO・AZURA・SUPRAM
岐阜市金宝町1-6
［TEL］ 058-212-0150

ＢＬＡＮＣＯ

ポイント
2倍！

ヘアサロン

岐阜・愛知に14店舗、
コンセプトの異なる4ブランドを展開
すべてのお客様に満足していただけるよう技術向上、
心地良い空間作りに努めています。エアウェーブ、デジ
タルパーマ、ナノミストケアも積極的に取り入れ、全店
で炭酸、コラーゲン、デトックスなども導入しています。

NYNY・ART DECO・Santa Monica・Windy
名古屋市中村区名駅5-18-6 アミックMKビル4F
［TEL］ 052-541-8711

「Aujua オージュア」一人ひとりのキレイを育む、オーダーメイドのヘアケア
お客様の髪の悩みに合わせた究極のサロントリートメントです。
●オージュア取扱店 NYNY…全店舗、ART DECO…全店舗

ART DECO

エリワン利用可能店舗：NYNY稲沢店、NYNY多治見店、
NYNY高蔵寺店、NYNY千代田橋店、NYNY小牧店、
NYNY可児店、ART DECO 関店、ART DECO 瑞浪店、
ART DECO 田県店、ART DECO 江南店、
Santa Monica 千代が丘店、Windy 五郎丸店

初回の方のみ 全施術メニュー
十六カード・じゅうろくJCB
デビットでのお支払いで

※他のサービス券との併用はできません。

2020%OFF%OFF2020%OFF%OFF
ポイント
2倍！

ヘアサロン
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エリワン利用可能店舗：岐阜県・愛知県内のテニスラウンジ

全スクール体験レッスン随時受付中。
無料でラケットもシューズもレンタルしていただけます。

全国に40校以上！
会員数2万人の安心と実績！
幼児からプレミアム世代の方まで在籍中。初心者～上級
者まで一人一人のレベルに合わせたレッスンを提供して
います。ファミリークラスではご家族で一緒にレッスンを受けることが出来ます！その他、通いやす
いシステムを多数ご用意していますのでお気軽にお近くのスクールまでお問い合わせください。

テニスラウンジ
岐阜市宇佐南4丁目1-12
［TEL］ 058-272-7880

ポイント
2倍！

インドアテニススクール

エリワン利用可能店舗： 新栄・名鉄神宮前・大樹・幸田・犬山・
港・本巣・西岐阜の8店舗

チームに入ってなくても蹴りたいときにお一人でもお友達と一緒にでも参加
できます。新しい友達作りや運動不足解消が気軽にできます。十六カード会員
向け優遇制度もございます。詳しくはお問い合わせください。

チームだけじゃなく個人でもフットサルが楽しめるフットサル場
初心者・女性対象の大人向け教室（ふらサル）や集まった人数で
ゲームが出来る個サルなど、1人でも仕事帰りに立ち寄れるフット
サルコートです。個人でも参加できるイベントをたくさん開催して
おりますので、大人になってからも気軽にフットサルを楽しめます。

フットサルアリーナ
本巣市下福島字高道112-3
［TEL］ 058-323-3339

店舗検索

ポイント
2倍！

フットサル

エリワン利用可能店舗：スノーヴァ羽島

夏も涼しく遊びたい！スノーボードを始めてみたい！近場でスノボ・スキーが
したい！通ってスキルアップしたい方などなど、岐阜の屋内スノーゲレンデ！
スノーヴァ羽島でお待ちしております!!

１年中スキー・スノーボードが楽しめる
屋内ゲレンデ！ スノーヴァ羽島！
－２℃の屋内ゲレンデは全長70ｍ幅35ｍの人工雪の銀世界！初級
者～上級者まで幅広く楽しめるゲレンデです！岐阜羽島ICから車で
10分、名古屋からも１時間！ アクセス抜群！ 詳細はホームページへ。

スノーヴァ羽島
羽島市福寿町間島１５１８
［TEL］ 058-394-0251

岐　阜

ポイント
2倍！

屋内ゲレンデ

エリワン利用可能店舗：コスモボウル羽島

ファミリーパックは土日祝日のみ、１家族2,900円（家族で6ゲーム分＋全員
に貸し靴サービス）お父さんの財布にも優しい超お値打ちパックです。

ボウリングで健康になれるようスポーツとしてお子様
からシニアの方まで楽しめるボウリングセンターです
ボウリング環境が整っており、初心者から上級者まで幅広く楽し
めます。バンパーレーン、キッズ投球台もありお子様にも喜んでい
ただけます。土日はファミリー向けのパックや、3ゲームパックがオススメです。

コスモボウル羽島
羽島市福寿町間島１５１８
［TEL］ 058-392-2811

岐　阜

ポイント
2倍！

ボウリング

ドローン映像やタイ
ムラプスなど恵那峡
クルーズの魅力を紹
介したホームページ

名古屋から車で約１時間、四季折々の雄大な渓谷美を
遊覧船で巡る30分の恵那峡クルーズ
恵那峡は日本最初の水力発電所大井ダムの建設によってでき上がった人造湖。そ
の湖上を走る遊覧船から眺める大パノラマは春は桜、夏は眩いばかりの緑と数々の
奇岩、秋は壮観な紅葉、冬は渡り鳥が飛来するなど四季折々の景観が楽しめます。
＜運賃＞大人1,500円　小人（小学生以下）750円＊15名以上は団体割引1,350円
＜所要時間＞約30分＊運行日についてはホームページをご確認ください。

恵那峡遊覧船
岐阜県恵那市大井町奥戸2709-104
［TEL］ 0573-25-4800

エリワン利用可能店舗：恵那峡遊覧船

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

東　濃

ポイント
2倍！

レジャー

幼児～大人まで1人でもチームでも楽しめるフットサル場
幼児・小学生のスクール、個人で参加可能な初
心者の教室、チームで利用可能なコートレン
タルや大会、フレンドリーマッチと初心者から
でも楽しめる企画。さらに親子で参加してい
ただける企画も用意しています。

エリワン利用可能店舗：フットサル羽島

フットサルは1人からでも
始められるんですよ。

フットサル羽島
羽島市福寿町間島1518
［TEL］ 058-394-4010

子供のスクール及び大人の
教室ともに初回無料体験有り

岐　阜

ポイント
2倍！

フットサル

花と動物とモノ作りの牧歌の里
標高1,000ｍの高原、花を見たり、動物とふれあったり、パンを作った
り。遊んだあとは飛騨牛バーベキューで舌づつみ。いつもと違う笑顔に
出会えそう。高原の１Dayをお楽しみ下さい。

●パン作り体験…650円
●引馬乗馬体験…1,000円（親子乗りは1,500円：身長110cm以下のお子様対象）

ひるがの高原 牧歌の里
郡上市高鷲町鷲見2756-2
［TEL］ 0575-73-2888

エリワン利用可能店舗：牧歌の里、牧歌の里温泉※

でのお支払いもエリワン対象です。

おススメ体験 ※営業期間：2021年4月20日～11月23日の間（期間中無休）
※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

※牧歌の里温泉は、2021年12月下旬～2022年3月下旬の期間営業

中　濃

ポイント
2倍！

レジャー

エリワン利用可能店舗： 白壁スタジオ、天白スタジオ、一宮スタジオ、
勝川スタジオ、豊田スタジオ

当店の着物は大人の反物を使ってオリジナルで発注しています。
一生に一度のハレ姿を特別なMemorisの着物で未来に残してみませんか。

子どもたちの未来に美しいママの愛を残す
「大人も子どもも共に楽しめる空間」
「人と人がふれ合うことで生まれるストーリー」
「いつの時代も変わることのない、品格と価値の追求」
すべては、Memorisにお越しいただくあなたとの約束。

PHOTO HOUSE Memoris
名古屋市東区白壁3-12-13 中産連ビルディング5F
［TEL］ 052-508-5593

ポイント
2倍！

フォトスタジオ
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洗屋/白英舎
岐阜市琴塚2-12-1
［TEL］ 058-245-0576

地域で一番の元気と、笑顔でおもてなし、
真心込めた受渡し
創業60年で培ってきた、技術と信用を最大限に生か
し、美しさにこだわった商品を提供。土日祝の即日仕
上げなど時間を大切にするお客様に大好評。
洋服はもちろん、和服、革製品、バック、靴、リフォーム
などお客様の細かいご要望にも対応。

「会員サービス」年会費300円
・入会時30％0FF
・500円分の金券プレゼント
・それ以降いつでも20％OFF
・ 会員様限定、年数回特別セール
のご案内

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

エリワン利用可能店舗：洗屋バロー加納店、洗屋岐阜駅南店、洗屋三里店、
洗屋今小町店、洗屋正木店、洗屋バロー茜部本郷店、白英舎本店、白英舎米屋店

岐　阜

ポイント
2倍！

クリーニング

地域の皆様との触れ合いを大切に歩み続けるクリーニング店です。
地域密着型のクリーニング店とコイン
ランドリー店を、愛知・岐阜に展開してい
ます。
クリーニングの事なら何でもお気軽に
ご相談ください。

クリーンランド青山
一宮市千秋町穂積塚本字段ノ上48-1
［TEL］ 0586-77-2008

　　エリワン利用可能店舗：全店舗　※一部対象外の店舗がございます。

初めてご利用のお客様　20％OFF お得な情報は
“クリーンランド青山”で検索

クリーニング

ポイント
2倍！

クリーニングの新しい形、宅配クリーニング＆無料保管「リアクア」
始めました。家から出ることなく、クリーニングが完結できる
んです！ 詳しくはこちら（エリワン対象外）

良質なクリーニングを地域トップクラスの低価格でご提供させていただきます
岐阜県の飛騨地区（高山市・飛騨市）を営業拠点に25店舗展開し、自社工場でまごころを込めた
丁寧なクリーニングを提供させていただき、クリーニングを通して快適な生活を送って頂けるよ
う営業しております。ドライブスルー店舗はご乗車のまま受付・受取ができます。

白洋舎
飛騨市古川町上町840-1
［TEL］ 0577-73-2395

エリワン利用可能店舗：飛騨古川本店、駿河屋古川店、アスモ店、岡本店、昭和店、リバーサイド店、
バロー高山南店、萩原店、ドライブスルー（新栄店、原山店、東山店）、さとう（石浦店、桐生店、食彩店）

でのお支払いもエリワン対象です。※QUICPayは十六カードにセット　されているものが対象です。

飛　騨

ポイント
2倍！

クリーニング

エリワン利用可能店舗：リフォームナベヤ

ご成約頂いたお客様特典！十六カードまたはじゅうろくJCBデビットご提示
で、イタリア高級ワインをプレゼント！

創業永禄3年。いつまでも皆様に愛される
リフォーム会社であり続ける
私たちは1560年に鋳物業として営み始めました。以来グ
ループ内最古の企業である当社は商社部門として発展し、
卸問屋としての仕入れのメリット・施工のノウハウを岐阜の
皆様へ還元すべくリフォームナベヤとして本物のリフォームを行っています。

リフォームナベヤ
岐阜市宇佐南３丁目７－１４
［TEL］ 0120-18-0146

岐　阜

ポイント
2倍！

リフォーム

熱田船方どうぶつ病院
名古屋市熱田区一番2丁目8-11
［TEL］ 052-659-1525

土曜日、日曜日、祝日も診療しております。

休診日：水曜日、日曜日午後、祝日午後

診療日・診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝
○9：00～12：00 ○ ---- ○ ○ ○ ○

○ ○ ---- ○ ○ ○ ----16：30～19：30

エリワン利用可能店舗：熱田船方どうぶつ病院

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

名古屋

ポイント
2倍！

動物病院

エリワン利用可能店舗：中垣動物病院

中垣動物病院
多治見市生田町1-5-1
［TEL］ 0572-23-7971

※受付は診察終了30分前となります。※祝日は休診いたします。

診療日・診療時間 月 火 水 木 金 土 日

○9：00～12：00 ○ ○ ---- ○ ○ ○

○ ○ ○ ---- ○ ○ ----16：00～19：30

東　濃

ポイント
2倍！

動物病院

エリワン利用可能店舗：小幡緑地どうぶつ病院

〈診療対象動物〉 犬、猫、うさぎ、小鳥、フェレット、ハムスター、モルモットなど

小幡緑地どうぶつ病院
名古屋市守山区川北町７
［TEL］ 052-778-9377

診療日・診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝
○9：30～12：30 9：00～12：00○ ---- ○ ○ ○ 予約制

手術・往診 手術・往診12：30～17：00 ---- ----

○17：00～20：00 ○ ---- ○ ○ ○ ----

設備を充実し、親切丁寧に幅広い診察を行っています。
猫専用待合室もご用意しております。

名古屋

ポイント
2倍！

動物病院

有限会社オンダクリーニング
各務原市那加雄飛ヶ丘町１７番地３
［TEL］ 058-382-1412

その「しみ抜き」私にやらせてみてください。
1945年の開業以来、オンダクリーニングでは「洗い」から「しみ抜
き」「乾燥」「仕上げ」まで、一貫して職人の手仕上げを守っており
ます。地味で見えない所の作業ほど大切に。当店をご利用下さる
お客様に喜んで頂けることを喜びとし、心を込めていく・・・創業
以来の姿勢を、これからも守り続けて参ります。３代目になり、力
を入れている「しみ抜き」は、ご好評を頂いております。お困り・気
になっている、そのしみ抜き。私にやらせてみてください。

各店舗で「曜日サービスデー」を設
けております。

本店・ドライブスルー花園店・野畑
店の３店舗で各種クレジット、電
子マネー決済を扱っております。

エリワン利用可能店舗：本店、野畑店、ドライブスルー花園店

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

岐　阜

ポイント
2倍！

クリーニング



30 31

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

エリワン利用可能店舗：三田洞自動車学校

岐阜市内近郊９路線、無料送迎バスあり

県下一広い教習コースで快適に免許取得
広いコース、カフェのようなおしゃれな
待合室などリラックスして運転技術が
身につきます。また、担当指導制で入校
から卒業まで完全サポートしますので
安心して教習を受けていただけます。

三田洞自動車学校
岐阜市三田洞東1-23-1
［TEL］ 058-237-3211

岐　阜

ポイント
2倍！

自動車学校

エリワン利用可能店舗：揖斐川丘苑

１月～３月の平日はお得なランチも。

揖斐川のほとり、和の空間
広大な日本庭園と囲炉裏…
名物の「丘焼料理」では5月～10月末までは
鮎料理、11月～４月末まではあまご料理、ぼた
ん鍋と山菜等、季節豊かに楽しめます。

揖斐川丘苑
揖斐郡揖斐川町北方2300
［TEL］ 0585-22-1181

西　濃

ポイント
2倍！

旅　館

飛騨古川桃源郷温泉 旬菜の宿 ホテル季古里
飛騨市古川町黒内1400-１
［TEL］ 0577-75-3311

エリワン利用可能店舗：ホテル季古里

低張性で水分が体に浸透しやすいサラサラとしたお湯は、「美人の湯」と称されています。
お肌すべすべ飛騨古川桃源郷温泉「美人の湯」と最高級A5等級の飛騨牛が味わえます。

飛騨旬菜と絶品飛騨牛料理は至福の味わい。天然温泉で
ほっこり＆森林浴。四季を感じながら極上の一時を。
詩情豊かな飛騨古川町より車で15分果樹園に囲まれた美しい自然の中にホテル季古里はござ
います。飛騨古川の山里に佇む古民家をイメージした建物は中部建築賞金賞作品！
飛騨の古民家を思わせる空間と天然温泉、飛騨牛や富山湾でとれた新鮮な魚介類等、飛騨地
域の旬の食材を使った会席料理で、四季の風情を楽しみながら寛いだひと時をお過ごしください。

飛　騨

ポイント
2倍！

ホテル
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・ゆっくり楽しむディナーコース「みずほ」3,300円(税込)　
・2ｈ飲み放題付パーティプラン「のぞみ」4,800円(税込)
・お昼もお洒落に「ちょっと贅沢コースランチ」1,500円(税込)

駅前の夜景とともにリーズナブルな
フレンチ＆イタリアンが楽しめるカフェレストラン
ホテルのロビーラウンジを思わせる優雅な雰囲気で、カジュアルフレンチ＆イタリアンをお楽しみください。
お客様との会食や家族の記念日におすすめのコース料理から、気の合った仲間と過ごす楽しいひと時に
ピッタリの飲み放題付パーティー料理まで、あらゆるシーンでご利用いただける明るいお店です。

La Station ～ラ・スタシオン～
［TEL］ 058-216-1583

エリワン利用可能店舗：La Station

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

フレンチ&イタリアン

エリワン利用可能店舗：バンビーナ･バンビーノ

岐阜シティ・タワー43の施設フェアに合わせ、岐阜県産や旬にこだわった料
理も多数ご提供しております。

地元・岐阜の食材と、
世界の本物にこだわったイタリアン
自慢のパスタやピザが味わえるランチに、ゆったりと過ご
せるティータイム、夜はおしゃれにイタリアンのコースを。
１日に何度でも楽しめるレストランです。世界のチーズと地元野菜が一度に楽しめるラ
クレットは、ぜひ一度ご賞味ください。各種パーティー、貸切などお客様のご要望にお応
え致します。お気軽にご相談ください。

バンビーナ・バンビーノ
［TEL］ 058-269-4700

イタリアン

エリワン利用可能店舗：かに料理 信長 岐阜

かに料理 信長 岐阜
［TEL］ 058-263-3343

福井県敦賀港から直送された
鮮度抜群な魚介を味わう。

毎朝、競りで仕入れた魚介を迅速に岐阜に配送。
カニ身をひつまぶしのように味わう新名物「福八かにまぶし」など、見た目も
華やかで味も抜群の蟹料理が楽しめます。本場で味わうままの鮮度とおいし
さを、心ゆくまでどうぞ。

ポイント
2倍！

かに料理

エリワン利用可能店舗：とんかつ田なか屋

厳選した銘柄豚が味わえる
とんかつ専門店

時期に応じて各地から厳選した銘柄豚
を使ったとんかつが楽しめる専門店。手
打ち・手揚げにこだわり、職人が一つひと
つ丁寧に揚げています。名物は、柔らかく
きめ細やかな肉質のヒレカツ。サクッと
揚がった衣の中に肉の旨みを閉じ込めて
います。

とんかつ田なか屋
［TEL］ 058-213-8120

ポイント
2倍！

とんかつ
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エリワン利用可能店舗：モード・マダム

岐阜シティ・タワー43の施設フェアに合わせ、季節感やトレンドを大切にした
商品も多数ご提案しております。

40代、50代…さらに輝きを増す女性たちへ
そんなあなたの
毎日を彩るお洋服を揃えました
洗練された女性には、素材やディテールにこだわった
ハイセンスなアイテムをご提案。貴女に合った一着が
きっと見つかります。

モード・マダム
［TEL］ 058-265-1058

レディースファッション

エリワン利用可能店舗：馬肉料理 清正

熊本から直送された希少な純国産
の馬肉を堪能
馬刺しや溶岩焼きなど、多彩なメニューが
揃う馬肉料理の専門店。
新鮮な馬肉を使った鍋やすき焼きなどが
味わえるコースも充実しています。
全国各地からセレクトした地酒やワインと
ともにどうぞ。

馬肉料理 清正
［TEL］ 058-263-3344

馬肉料理

エリワン利用可能店舗：飛騨牛料理 「匠味」

ご家族、ご友人、接待等で利用できるテーブル席のほか、最大24名で宴会が可
能な匠味別室もご用意しております。

岐阜が誇るブランド
「飛騨牛」専門のレストラン
柔らかくとろけるような食感が特徴の飛騨牛。そ
の飛騨牛の旨みを逃がさず、肉の持ち味を引き出
す料理の数々をご用意しました。新鮮な季節野菜
と一緒に飛騨牛料理の魅力を思う存分にお楽し
みください。

飛騨牛料理 「匠味」
［TEL］ 058-267-1129

飛騨牛

エリワン利用可能店舗：味路久

岐阜シティ・タワー43とともに色々なフェアを実施しています。岐阜産のも
のを使った料理、奥様向け、お子さま向け等、楽しくてお得なフェアが盛りだ
くさん。

「ミニまぶしとつくり」、「ミニまぶしとカツ」など、
色々な組み合わせが楽しめます
国産のうなぎを、外はカリッと中はふんわりと柔らかく焼
き上げたうなぎまぶしが名物。50種から選べるミニ丼も、薬味やダシをかけてどうぞ。新し
く、飛騨牛ひつまぶしも登場。

味路久
［TEL］ 058-265-2080

うなぎ

エリワン利用可能店舗：Flower Style

岐阜シティ・タワー43の施設フェアに合わせ、季節感やコンセプトを大切に
した贈り物も多数ご提案しております。

祝う心、感謝のかたちに
お花を通したさまざまな形での贈り物、室内装飾
等をご提案させて頂きます。生花花束アレンジメ
ント、プリザーブドフラワー、バルーン各種、雑貨
取り揃えております。岐阜シティ・タワー43にお越
しの際はぜひお立ち寄りください。

Flower Style
［TEL］ 058-212-0135

フラワー

エリワン利用可能店舗：きもの屋五一〇

岐阜シティ・タワー43の施設フェアに合わせ、季節感やコンセプトを大切に
した商品も多数ご提案しております。

～今、昔の着物がおもしろい～
タンスの中で眠っていて、一度も袖を通していないきもの
から、明治・大正・昭和頃のアンティークのきものまで、沢
山集まりました。結城、大島、牛首、塩沢、宮古上布など産
地のものも揃っています。新品でお値打ちなきものや帯も
ぜひご覧下さい。

きもの屋五一〇
［TEL］ 058-265-5110

着　物
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エリワン利用可能店舗：すぐいけ ステーキ屋暖手 春日井店

熱々に、ジューシーに、肉×鉄板の絶品料理
肉のうまみをリーズナブルに最高の状態
で――。
暖手ではステーキなどの肉料理を中心
に、お腹もココロも満たされる、そんな料
理と空間を提供しています。
特別な日も、そうでない日も、いつだって
手軽に味わえる絶品
料理がここに。
ご家族と、ご友人と、
大切な人とジューシー
な肉を是非味わって
ください。

すぐいけ ステーキ屋暖手 春日井店
春日井市東野町9-1-24
［TEL］ 0568-37-1223

ステーキ 愛知県

エリワン利用可能店舗：焼き鳥 鳥抱月

落ち着いた雰囲気の隠れ家的な焼き鳥屋です
鶏肉は朝引きの奥三河どり、炭は最高級の紀州備長炭を使
用し、香り良く、身はふっくら、外はパリッと焼き上げます。特
にもも肉、せせり、手羽
先は奥三河どりの銘柄
『輝（かがやき）』を使用
していて、独特の臭みも
なく、しっかりとした旨
みを味わえます。スタッ
フ一同、お客様や食材
に真面目に丁寧に向き
合い、日々元気に営業
しております。

焼き鳥 鳥抱月
岐阜市加納矢場町1-19-2
［TEL］ 058-214-2839

岐　阜焼き鳥

エリワン利用可能店舗：大熊デザート倶楽部

公式LINEはこちら

果実専門店が自信を持ってお届けする極上スイーツを
ゆったりとした空間でお楽しみいただけます
老舗高級果実専門店「大熊果実店」直営のフ
ルーツデザート専門カフェが2020年10月に
オープン。TVチャンピオン・フルーツ王の店長
が厳選した果物を使ったパフェやパンケー
キ、生絞りジュースなどが楽しめます。テイク
アウトのフルーツサンドは果物と生クリーム
の相性抜群。フルーツたっぷりのゼリーやタ
ルトも人気です。

大熊デザート倶楽部
岐阜市金町2-16　2F
［TEL］ 058-263-0465

岐　阜カフェ

心地よい空間とおいしい料理で
お待ちしております。

「ステーキハウス ブロ
ンコビリー」は、炭焼き、
大かまどごはん、サラダ
バーが自慢のレストラン
です。
良質な素材を求めて世
界各地に出向き、その
素材の良さを引き出す
調理にもこだわり、おい
しい料理をお届けする
ためにこだわり続けて
おります。
料理の様子を大人も楽
しめるライブ感にあふ
れたオープンキッチンと
ゆったりと快適な店舗
で、皆様のご来店を心よ
りお待ちいたしており
ます。

エリワン利用可能店舗：全店舗

ステーキハウス ブロンコビリー
名古屋市名東区平和が丘1丁目75番地
［TEL］ 052-775-8000

JCB会員限定JCB会員限定

エリワン対象会員：十六JCBカード会員、じゅうろくJCBデビット会員
ポイント
2倍！

ステーキ
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創業1928年　岐阜市の老舗そば処
創業当初から人気の「冷やしたぬき」、看
板メニューの「味噌煮込みうどん」等、お
すすめメニューを多数ご用意。ランチタ
イムにはスピードをモットーにしていま
す。当店はこれからも、お客様に「旨い」と
喜んでいただけるお店を目指します。

更科
岐阜市京町3-4
［TEL］ 058-265-9594

エリワン利用可能店舗：更科（岐阜市京町）

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

岐　阜そ　ば

量、質ともに、文句なしの完全なとんかつ屋。
美味しい食事なら田なか屋におまかせ！
創業50年を迎える田中屋精肉店
からはじまった飲食業。「正直な商
売」を続けるからこそ愛され続けて
います。美味しいとんかつで、ゆっ
たりとお食事をお楽しみください。

エリワン利用可能店舗：とんかつ田なか屋 岐阜店・長良店

とんかつ田なか屋
岐阜店
岐阜市菅生２-７-９
［TEL］ 058-294-2929

長良店
岐阜市上土居2-1-1 エアーズビル１F
［TEL］ 058-214-2939

岐　阜とんかつ

Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｃａｍｐａｒｏ
長久手市市が洞1-1404
［TEL］ 0561-76-6832

横山農園直営本格イタリアン
横山農園で生産したマスクメロンやトマトを料理に
使用している、本格イタリアンレストランです。イタリ
アで約10年間修業をしたシェフが手掛けた料理を
ご提供いたします。また、ケーキや焼き菓子も販売し
ています。おいしい料理をゆっくりとした時間の中で
どうぞお召し上がりください。

エリワン利用可能店舗：Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｃａｍｐａｒｏ

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

愛知県イタリア料理

エリワン利用可能店舗：仕出し割烹 菊水

生活習慣病予防やダイエットにぴったりの美味しい低糖和食やおせち・恵方
巻きなど季節のお料理もございます。御膳880円より。

法事専用ホール完備の和食・割烹・日本料理のお店
本巣郡北方町から岐阜市大垣市などへバスの送迎、ランチも
ございます。旬の食材を岐阜らしい味付けと調理方法で拵えて
います。
［昼］ 11：30～13：30　［夜］ 17：00～21：00
※ご予約の方 9：00～23：00　火曜定休（祝日と予約は営業）

仕出し割烹 菊水
本巣郡北方町高屋伊勢田１丁目40
［TEL］ 058-323-7001

岐　阜日本料理

日常に小さな幸せを
安らぎの空間が心を癒し、とっておきの美味しさが心
を満たしてくれる。香り高いコーヒーやふわふわのパ
ンケーキはいつだってみんなを笑顔にしてくれる。
さかい珈琲はそんな小さな幸せに出会える場所。
何気ない日常に、忙しい毎日に、小さな幸せと心地よいくつろぎ時間をお届けします。

さかい珈琲 本店
岐阜市入舟町1-3-1
［TEL］ 058-249-5081
各務原ヒルズ店
各務原市蘇原東島町4-45
［TEL］ 058-375-3961

岩倉店
岩倉市西市町東畑田169
［TEL］ 0587-58-5100
安城店
安城市三河安城南町1-16-1
［TEL］ 0566-72-2660

エリワン利用可能店舗：本店、各務原ヒルズ店、岩倉店、安城店

でのお支払いもエリワン対象です。 ※QUICPayは十六カードにセット
　されているものが対象です。

カフェ

エリワン利用可能店舗：舩坂酒造店 味の与平

食事処「味の与平」では、極上の飛騨牛をリーズナブルに御膳形式で提供しております。
最高の飛騨牛と共に味わう日本酒もまた格別です。是非ご利用ください。

舩坂酒造店 味の与平
高山市上三之町105
［TEL］ 0577-32-0016

老舗造り酒屋が経営する
美酒・美食を味わう和モダンの食事処
高山メインの観光通り「古い町並み」。その通り沿いに200年以上の歴史を刻む舩坂酒造店。酒を造るだけで
なく、造った酒を飛騨の観光土産や和小物と共に直売する販売所や、酒と共に飛騨の味覚を満喫できる「味の
与平」という食事処を併設しています。一か所で「買う」・「呑む」・「食べる」ができる日本酒テーマパークとして、
国内外問わず多くのお客様に日本酒の美味しさはもちろん、楽しさも感じていただける蔵元です。

飛　騨食事処

エリワン利用可能店舗：やきとり一式 左門

やきとり一式 左門はとことん厳選地鶏にこだわった
焼鳥、唐揚げ、鶏鍋などの鶏料理のお店です
厳選された鶏を鍋、焼き、揚げでとことんご堪能いただけるお
店です。備長炭で焼き上げた焼鳥炉端焼きの他、名代鶏すき焼
き鍋は是非味わっていただきたい看板メニュー！お肉は弾力に
富み、よくしまった肉質。卵は舌触りがなめらかで濃厚な味わい。また、お席もカウンター、
テーブル、掘りごたつ席とご用意しており、ファミリーからグループのご宴会まで幅広くご
利用いただけます。

やきとり一式 左門
日進市竹の山2-1916
［TEL］ 0561-74-7855

焼　鳥 愛知県

神戸牛・松阪牛・近江牛など最高等級A5和牛の
魅力を余すことなくお伝えします
《焼肉二郎 椿町》 名古屋駅西口より徒歩5分。肉本来の美味しさをダイ
レクトに「塩」で味わって頂く新コンセプト店です。素材は神戸牛・松阪
牛・近江牛など最高等級A5和牛を厳選。メニューはサーロイン・シャトー
ブリアンはもちろん、希少部位に至るまで常時豊富にラインナップ。
《焼肉二郎 柳橋》 神戸牛などA5等級の極上和牛の魅力を余すことな
く伝えます。サーロイン・シャトーブリアンなど王道と呼ばれる高級部位から、希少部位・赤身も常時取
り揃えております。バルを思わす店内でワインと共にお楽しみ下さい。

エリワン利用可能店舗：焼肉二郎柳橋、焼肉二郎はねまち、焼肉二郎椿町

焼肉二郎 椿町
名古屋市中村区椿町10-21
サン名駅椿ビル 4F
［TEL］ 052-459-3929

焼肉二郎 柳橋
名古屋市中村区名駅4-14-10 3F
［TEL］ 052-446-8929
焼肉二郎はねまち
岐阜市羽根町23-3
［TEL］ 058-263-1929

焼　肉
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エリワン利用可能店舗：カンポドォロ・ソレッラ

１つ１つ手作りにこだわった、
地中海料理のお店です
近郊の新鮮な食材を使い、１つ１つ手作りにこだわって、
皆様に喜んでいただける南欧料理をお出しできるよう、
真面目に料理に取り組んでいます。
※ランチタイムは現金のみの取扱いとなっております。

カンポドォロ・ソレッラ
定休日／月曜日・第1・第3火曜日休業
岐阜市鷹見町23番地 笠原ビル1F
［TEL］ 058-215-0127

岐　阜イタリア料理

エリワン利用可能店舗：ヴィネリア カッシーニ

イタリア各地の伝統料理と
イタリアワインのお店です
拘りの食材を使ったシェフのお料理と、ソムリエが選ぶ
ワインを味わいながら、イタリアを旅するような気分で、
ゆったりとした時間をお過ごしください。
※ランチタイムは現金のみの取扱いとなっております。

ヴィネリア カッシーニ
定休日／日曜日
名古屋市中区伊勢山1-9-13（伊勢山ハイツ1F）
［TEL］ 052-228-0804

名古屋イタリア料理

ケンジの餃子/ケンジの串カツ/
とりとんたん/新イチノミヤ/
炉端のいぶし

情熱があって、楽しく美味しいお店です！
愛知県一宮市・江南市を中心に６店舗を運営しています。餃子屋の「ケンジ
の餃子」、串カツ屋の「ケンジの串カツ」、串焼きをメインとした「とりとんた
ん」。どのお店も楽しいお店になっています。まだまだ、お店は増えていく予
定です！ぜひご来店ください。

エリワン利用可能店舗：ケンジの餃子、ケンジの串カツ、
とりとんたん一宮本店・岐阜駅前店、新イチノミヤ、炉端のいぶし

ケンジの餃子
江南市古知野町朝日55
タケヒロビル1F
［TEL］
 0587-51-1718

ケンジの串カツ
江南市古知野町朝日143
江南駅前第一ビル
［TEL］
 0587-53-6116

新イチノミヤ
一宮市栄3-4-17
［TEL］
 0586-82-3138

炉端のいぶし
一宮市栄1-11-14
［TEL］
 0586-23-0124

とりとんたん
一宮本店
一宮市栄3-5-20
［TEL］
 0586-48-5400

とりとんたん
岐阜駅前店
岐阜市玉宮町1-6-7
［TEL］
 058-201-5252

ポイント
2倍！

居酒屋
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エリワン利用可能店舗：澤千

伝統とモダンの溶け合う空間にて、
口福に身をゆだねるひと時を
創業1901年。創業以来のうなぎ料理と季節の日本料理
と共に、地元美濃焼の器も楽しんでいただいております。
店内はテーブルのお席や創業から使われてきているお座
敷や掘りごたつのお座敷もございます。

澤千
定休日／水曜日
多治見市本町5-24
［TEL］ 0572-22-3115

東　濃うなぎ

エリワン利用可能店舗：すし兆

こだわりの厳選素材で作る
心を込めた絶品の寿司
飛騨高山の名所「古い町並」の近くにあり、散策の
途中に気軽に立ち寄れるのが魅力。飛騨牛や地元
の食材、日本海で獲れた新鮮な魚介が楽しめる。
自家製の塩で味わう「飛騨牛にぎり」や、名物の温
かい「蒸し寿司」が人気。

すし兆
定休日／不定休
高山市本町1-34（本陣平野屋花兆庵1階）
［TEL］ 0577-36-1234

飛　騨寿　司

エリワン利用可能店舗：キャトル・セゾンＭＯＲＩ

シルクのような、心地よく美しい時間を
お過ごしください
四季折々の旬食材を丁寧に磨き上げ、フレンチの伝統と
エスプリを込めて上質なホスピタリティと共に提供いたし
ます。シルクのような、心地よく美しい時間をキャトル・セゾ
ンＭＯＲＩにてお過ごしください。2名様より半個室をご利
用いただけます。

キャトル・セゾンＭＯＲＩ
定休日／月曜、第3日曜
岐阜市宇佐南4-5-5
［TEL］ 058-268-2525

岐　阜フランス料理

エリワン利用可能店舗：レストラン ももちどり

山・川の幸を吟味した、
季節の香りゆたかな美味菜々をご賞味ください
吹き抜けの天井とガラスで囲まれた館内・中央には、栃の木
の巨大テーブル。建物の周囲は池と竹林。あたかも池に浮か
んでいるようなレストラン。本場仕込みのシェフによるフラ
ンス料理。池辺の花々や竹林、新緑や紅葉など四季折々の
風景を楽しみながら、たっぷりとご賞味ください。

レストラン ももちどり
定休日／毎週火曜日・年末年始
郡上市大和町牧912-1 古今伝授の里フィールドミュージアム内
［TEL］ 0575-88-4693

※メンテナンスのための不定休有
※ディナー予約 前日15時まで

中　濃フランス料理

創業が明治中期という100年以上の
歴史をもつ日本料理店
伝統の技と選りすぐった旬味から生まれる豊かな
ひとときをお過ごしください。 6～10月は、長良川
の清流が育んだ天然鮎のみを使用した鮎会席を
お楽しみいただけます。

かわらや
定休日／火曜日
岐阜市今町4丁目15番地
［TEL］ 058-262-1530　

エリワン利用可能店舗：かわらや

岐　阜日本料理

エリワン利用可能店舗：日本料理 嵐山

創業以来、変らぬ味を守り続けて25年。
職人が真心込めたおもてなし。
名鉄岐阜駅徒歩３分。落ち着いた和の空間で、季節感あ
ふれる旬の味覚をお楽しみください。唎酒師厳選の日本
酒も多数取り揃えております。大切な方をお招きしての
接待や法要・お祝いの席にもおすすめです。テイクアウト
も多数取り揃えております。（お食い初め膳など）

日本料理 嵐山
定休日／木曜日
岐阜市元住町11番地
［TEL］ 058-266-8723

岐　阜日本料理

エリワン利用可能店舗：照寿庵

創業平成元年、中津川市街を一望する
高台に位置する数寄屋造りの懐石料亭です
1800坪の敷地内には日本庭園が広がり、春夏秋冬、様々な
表情をお楽しみいただけます。豊かな自然を感じながら、地元
で採れる旬の素材を生かした懐石料理をご堪能ください。

照寿庵
定休日／不定休
中津川市手賀野729-1
［TEL］ 0573-65-7321　

婚礼・慶事・法要などの折には、心ばかりの気持ちでお手伝いさせていただきます。

東　濃懐石料理

エリワン利用可能店舗：浄心本店、今池ガスビル店、栄ガスビル店、名駅店、出前

そとはカリッ、中はふわっと焼き上げた鰻が自慢です
創業以来継ぎ足し今に伝える秘伝のたれで、外はカリッと香ば
しく、中はふわっと焼き上げた鰻がぎっしりのったひつまぶしが
自慢です。鰻料理はもちろん、季節の一品料理、会席料理も取り
揃えております。各種ご会合にもご利用いただけます。

うなぎ しら河　定休日／無休（年末年始除く）
浄心本店
名古屋市西区城西4-20-12
［TEL］ 052-524-1415
今池ガスビル店
名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビルB1F
［TEL］ 052-741-3232

栄ガスビル店
名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビルB1F
［TEL］ 052-249-2772
名駅店
名古屋市西区牛島町6-24 アクロスキューブ名古屋1F
［TEL］ 052-589-1358

名古屋うなぎ
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エリワン利用可能店舗：雪月花大野本店、雪月花ながら、雪月花彦根

最高等級「A5」のブランド和牛から
「BMS値10以上」の逸材を精選
仕入れにより最高のコンディションのブランド和牛のみ
を使用しております。生食用食肉取扱営業施設の認可
済みですのでユッケやお肉の握り寿司もお楽しみいただ
けます。（ながら店）

雪月花　定休日／不定休
雪月花大野本店
揖斐郡大野町黒野山落80-17　［TEL］ 0585-34-2939
雪月花ながら
岐阜市上土居2-1
［TEL］ 058-297-2919

雪月花彦根
滋賀県彦根市戸賀町93-1 
［TEL］ 0749-26-2929

肉料理

エリワン利用可能店舗：THE 雪月花

日本最高峰の和牛を一頭買い。
ラグジュアリーな空間と個室で味わう
最高の焼肉料理を！
〈神戸牛〉〈松阪牛〉〈近江牛〉を始め日本最高の和牛をお
召し上がりいただくことができる最良の空間。御接待や
特別な記念日のご利用に最適な焼肉レストランです。

THE 雪月花
定休日／不定休
岐阜市玉森町26
［TEL］ 058-263-2939

岐　阜肉料理

エリワン利用可能店舗：キッチン飛騨

キッチン飛騨は飛騨牛の専門店として
創業55年の草分け的存在です
古い町並みの小京都高山。緑豊かな飛騨は、山々から
わき出る美味しい水と澄んだ空気が美味しい「飛騨牛」
を作り上げています。是非、私達がお贈りする飛騨牛を
お楽しみください。

キッチン飛騨
定休日／水曜日（祝日の場合は営業）
高山市本町1-66
［TEL］ 0577-36-2911

飛　騨ステーキ

エリワン利用可能店舗：宇佐店、早田店

安心安全を追及して店舗に運ばれてくる
お肉たちの鮮度は抜群
仔牛から自社牧場にて、安心安全を追及して店舗に
運ばれてくるお肉たちの鮮度は抜群。スタイリッシュ
な店内でゆっくりと自慢の飛騨牛・大田中牛をお楽し
みください。

養老ミート直送 飛騨牛焼肉 赤べこ　定休日／不定休
宇佐店
岐阜市宇佐東町13-9
［TEL］ 058-214-8829

早田店
岐阜市早田栄町4-32-2
［TEL］ 058-231-2917

岐　阜焼　肉

エリワン利用可能店舗：洋食つばき

肉屋雪月花が考える、懐かしくも新しい洋食店
世界に誇る銘柄和牛。それを惜し
げもなく贅沢に使用した、完全予約
制のレストランです。誰もが大好き
でクラシカルなメニューに圧倒的な
素材の力をプラスした、「和牛洋食」
をお楽しみ下さい。

洋食つばき
定休日／火曜日
岐阜市打越59-2
［TEL］ 058-297-1122　

岐　阜洋　食

エリワン利用可能店舗：肉屋 雪月花

最高の牛を雪月花の牛に。
最高の牛を最高の技術で扱う
古くから伝わる日本料理の技法から、海外で進化した
Japanese cuisineとしての技法も取り入れ、革新的でコン
セプトのある肉料理を創出します。 使用するのは松阪牛・
近江牛・飛騨牛。 素材、器、空間、すべてにこだわりぬいた
店内で、至福のひとときをお過ごしください。

肉屋 雪月花
定休日／不定休
名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビルB1F
［TEL］ 052-433-1029

名古屋肉料理






