
No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

1 アルテ 津島 西柳原町 スーパーマーケット ２３－０１８８

2 エディオン津島店 藤浪町 家電販売 ２７－５３１１

3 OFF HOUSE 津島店 西柳原町 古着等販売・買取 ２３－１５１５

4 サンドラッグ神守店 蛭間町 ドラッグストア ２２－６２２１

5 サンドラッグ津島店 藤浪町 ドラッグストア ２２－５０９６

6 ジェームス津島神守店 神守町 カー用品販売 ２３－７０６０

7 JAあいち海部グリーンセンター 津島店 大縄町 産直品販売 ２３－３５１１

8 JAあいち海部北部営農センター 大縄町 農薬・肥料 ２３－３０１１

9 ダイハン 愛西市町方町 家具販売 ２６－８２５０

10 HARD OFF 津島店 藤里町 中古衣料家電等販売・買取 ２３－３２８０

11 フィール津島店 藤浪町 食品スーパー ２８－５５１５

12 BOOK OFF 津島店 東柳原町 古本等販売・買取 ２８－４４８２

13 マックスバリュ津島江西店 江西町 食品スーパー ２３－１７００

14 ヤマナカ 神守店 蛭間町 スーパーマーケット ２３－３６６１

15 ヨシヅヤ 津島北テラス 片岡町 スーパーマーケット ２８－０１１１

16 ヨシヅヤ 津島北テラス 電気館 昭和町 家電販売 ２４－７２３３

17 ヨシヅヤ 津島本店 大字津島 百貨店 ２３－７１１１

18 Yストア 唐臼店 唐臼町 スーパーマーケット ３２－３６０１

19 ワタシン津島本店 今市場町 寝具・インテリア用品販売 ２５－１５１５

20 団欒食堂 あいそ家 津島店 埋田町 飲食店 ２５－４１３２

21 アイホーム(株) 埋田町 不動産 ２８－７７９９

22 Jeans 藍や 大字津島 衣料品販売 ２６－７１０１

23 (株)アイラブイット 今市場町 旅行業 ３１－７８００

24 くすりの浅井 アルテ店 西柳原町 ドラッグストア ２３－０５７８

25 (株)浅井一三商店 西柳原町 畳製造販売 ２６－２４９５

26 浅井薬局 橘店 橘町 薬局 ２７－５１２１

27 浅井薬局 藤里店 藤里町 薬局 ２７－５１１１

28 anabell coffee 西柳原町 喫茶店 ２３－６３１１

29 バッグショップ アルファワン 今市場町 カバン販売 ６９－６６２７

30 UNDER TREE　GARDEN 西柳原町 美容室 ２３－３６００

31 めがねのアンドウ 古川町 メガネ等販売 ２５－１１００

32 クリーニングのいずもや アルテ津島店 西柳原町 クリーニング ２６－３９４３

33 お茶の磯田園 津島本店 北新開 日本茶等の販売 ２３－１０２８

34 伊藤クリーニング 古川町 クリーニング ２６－４５３５

35 いろり庵 埋田町 飲食店 ２３－３２２５

36 炭火焼肉 以波太 埋田町 飲食店 ２６－４０７１

登録店数４４２店（平成２７年７月３日現在）

プレミアム付き つし丸商品券 取扱店名簿

大型店

東小校区



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

37 エイワスポーツ 埋田町 スポーツ用品店 ２６－３４０３

38 エルモード アルテ津島店 西柳原町 婦人服販売 ２３－６６４０

39 OVER COFFEE（オーバーコーヒー） 東柳原町 喫茶店 ２３－０８０８

40 (株) 小澤電気工業 埋田町 電気工事 ２５－２７２１

41 オリーブ アルテ津島店 西柳原町 婦人服販売 ２３－０５７７

42 カレーハウスCoCo壱番屋 津島柳原店 西柳原町 飲食店 ２８－５２７４

43 カレント 津島店 大字津島 アパレル・雑貨販売 ２２－２２７５

44 キクチメガネ 津島店 西柳原町 メガネ等販売 ２５－６６１２

45 キクチメガネ 津島ヨシヅヤ店 大字津島 メガネ等販売 ２３－７３５７

46 餃子の王将 津島店 柳原町 飲食店 ２６－１８３３

47 (株)交輪社 津島営業所 新開町 自動車部品及びタイヤ販売 ２４－９９８１

48 (株)ゴトウ医科器械　ライフ・ケア 埋田町 医療用具・福祉用具 ２６－２９２６

49 サークルK 津島市民病院前店 橘町 コンビニエンスストア ２７－０２８５

50 SAKURA CAFE 大字津島 喫茶店 ２３－７１３３

51 時計・メガネ・宝石のサトウ 新開町 時計宝石メガネ販売 ２４－３８１１

52 サムソン＆デリラ 津島店 埋田町 美容室 ２５－５６５３

53 サンガーデン スイミングスクール 今市場町 スイミングスクール ２４－１１２５

54 サンガーデン スポーツプラザ 今市場町 フィットネスクラブ ２５－１１６６

55 サンガーデン内 カフェ ラッスル 今市場町 喫茶店 ２５－７４２６

56 サンガーデンボウリング場 柳原町 ボウリング場 ２５－２２１１

57 美容室 J-style 埋田町 美容室 ２３－１５５０

58 カフェテラス 樹里庵 新開町 喫茶店 ２８－５９５４

59 美容室 ジョイ 藤里町 美容室 ２４－２２４３

60 コミックバスタースカイピア津島店 橘町 カラオケ・飲食店 ２３－３４５５

61 住田建設(株) 東柳原町 総合建設 ２８－２０３０

62 清芳屋 東柳原町 文具・事務用品店 ２４－２５２５

63 セブン-イレブン 津島橘町１丁目店 橘町 コンビニエンスストア ２３－１２７７

64 FLOWER SHOP 千花園 柳原町 生花販売 ２４－８７４１

65 千花店（ヨシヅヤ店） 大字津島 生花販売 ２３－７３８７

66 全国仲人連合会 津島支部 西柳原町 結婚相談所 ２８－５５５０

67 洗濯工房カトーヨシヅヤ津島本店 新開町 クリーニング ２３－７３１８

68 ダイイチ楽器 柳原町 楽器・楽譜販売・音楽教室 ２４－３２００

69 キッチンリフォーム・ダイナ 新開町 キッチンリフォーム ２４－６５９５

70 タイヤガーデン　(有)フジナミ 大字日光 タイヤ販売 ２８－１５２２

71 タイヤショップ日栄 埋田町 自動車タイヤ販売 ２６－２６７８

72 高橋写真館 古川町 スタジオ撮影 ２６－３７８６

73 (株)田宮事務所 柳原町 建築設計・管理 ２６－４２２４

74 長命うどん まさちよ 藤里店 藤里町 飲食店 ２５－１８９０

75 津島商工会議所 立込町 歴史本・特産品販売 ２８－２８００

76 津島商工会議所 会館 立込町 会館運営 ２８－２８００

77 (株)中嶋 東柳原町 婦人服販売 ２６－３７７２

78 (株)西日本宇佐美　津島本店 埋田町 ガソリンスタンド ２６－２０６３

79 八村屋 西柳原町 呉服販売 ２６－５８８２



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

80 洋菓子パティスリーシェフ 西柳原町 洋菓子店 ２６－０５８２

81 パナソニック エイジフリー介護チェーン あま津島 立込町 福祉用具販売レンタル 住宅改修 ２８－６６６１

82 パナランド コーワデンキ 埋田町 電気店 ２６－３７２６

83 くらしのファッション ハヤシヤ 大字津島 衣料品・雑貨 ２２－０１３１

84 はれ 津島市柳原町 喫茶店 ０９０－５４５４－３３７８

85 日の丸タクシ(株) 藤里町 タクシー ２８－３４５６

86 日光のたたみ (有) 日比野畳店 日光町 畳製造販売 ２８－２２９２

87 ひびまさ たたみ 南新開町 畳製造販売 ２８－７４０４

88 ピザ＆パスタ フェローズ津島店 立込町 ピザ・パスタ宅配 ２３－０５０３

89 プチ・トマト 立込町 飲食店 ２４－１１９６

90 BROWNS HAIR 西柳原町 美容室 ２３－３３３６

91 古川屋 東柳原町 酒販売 ２６－２７７３

92 POLAエスティン 日光 新開町 エステ・化粧品販売 ２５－７４５９

93 ほっともっと津島藤里町店 藤里町 持ち帰り弁当専門店 ２２－２００８

94 Body Body ヨシヅヤ津島店 北新開 リラクゼーション・整体 ９３－７０００

95 ホンダカーズ 津島西 古川町 自動車販売修理 ２８－２５６３

96 (株)マイカジャパン 西柳原町 パソコン販売・設定サポート ２３－１３５４

97 (有)前田肥料センタ 東柳原町 肥料農薬・園芸用品販売 ２６－７４１１

98 マコー美容室 藤里町 美容室 ２４－２４８０

99 まるかね学生服店 藤里町 学生服販売等 ２８－１１７７

100 丸正呉服店 大字津島 呉服販売 ２６－５２９１

101 丸善理容所 埋田町 理容 ２４－１８６１

102 (株) 三鶴屋結納店 柳原町 結納品販売 ２６－２８３３

103 メガネ赤札堂 津島店 西柳原町 眼鏡等販売 ３１－６６６９

104 メガネ卸センター平和 津島店 新開町 眼鏡等販売 ２２－５６０３

105 婦人服 卸問屋 直販 モード サチ 今市場町 婦人服販売 ２２－２８８２

106 モスバーガー津島店 新開町 ファストフード ２４－１８００

107 安井自転車商会 大字津島 自転車販売 ２８－５０９８

108 きっちん やまいち 西柳原町 飲食店 ２４－１１００

109 ヤマシゲサイクル 今市場町 自転車販売・修理 ２６－２２３２

110 (有) 山田設備 立込町 水道給排水工事 ２５－３７０５

111 とんかつ やま家 大字津島 飲食店 ２８－１８５１

112 文具 事務用品のヨコイ 橘町 文具・事務用品販売 ２６－１２２１

113 ラビング イングリッシュスクール 柳原町 英会話教室 ５５－９３３３

114 喫茶 ランズ 西柳原町 喫茶店 ２４－４１３２

115 自然食品のお店 りんねしゃ立込店 立込町 健康食品販売 ２６－３９７９

116 ロッテリア 津島店 今市場町 ファストフード ２４－００８８

117 (株)ワイサポート 新開町 清掃業・ハウスクリーニング ２３－７１００

118 ma faveur津島店（ま ふぁぶーる） 今市場町 生活雑貨販売 ２５－１５７１

119 あかだ屋清七 祢宜町 津島銘菓販売 ２６－２７５４

120 ヘアーサロン アカホリ 片町 理容 ２６－４４５８

西小校区



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

121 (有) あけぼの 本町 お茶・珈琲豆専門商社 ２６－２８４８

122 (有)アサヒ 上新田町 ガス器具販売等・各種リフォーム ２６－２７２８

123 朝日寿し 天王通り 飲食店 ２６－２４４９

124 池須クリーニング 池須町 クリーニング ２６－３９０７

125 クリーニングのいずもや 本店 宮川町 クリーニング ２６－３９４３

126 クリーニングのいずもや マックスバリュ津島江西店 江西町 クリーニング ２６－３９４３

127 お好み焼・鉄板焼 いっきゅうさん 江東町 飲食店 ２６－２０４５

128 伊藤金物店 本町 サッシ・ガラス・錠前 金物 ２６－２５４１

129 （資） イトウ写真館 天王通 スタジオ撮影 ２６－２７３５

130 魚しま 本町 飲食店 ２８－１５５１

131 仕出し 魚松 中地町 仕出し ２６－２８６８

132 ecoグループ 本町 家屋解体業 ９７－３５５３

133 四季の和食 えちぜん津島店 江西町 飲食店 ２３－２２０８

134 江東モータース商会 江東町 自動車整備 ２６－１２２６

135 戎徳呉服店 本町 衣料品販売 ２６－２０１２

136 つりのオーサキ 片町 釣具販売 ２６－３９７５

137 大野米店 中地店 中地町 米殻販売 ２６－６６００

138 ヘアーサロン オザキ 天王通り 理容 ２６－３２１２

139 オリヅル 金町 日用品雑貨販売 ２６－３２３２

140 オレンジ 津島宮川店 宮川町 １００円ショップ ２５－７９５５

141 鍵善呉服店 本町 呉服販売 ２６－３７９６

142 KASHIWAYA　カシワヤ 天王通り 化粧品販売 ２６－５９３１

143 KATO 江東町 水道給排水工事 ２３－０９３７

144 総本家 角政 馬場町 津島銘菓販売 ２６－２８５７

145 (有)香取屋 江東町 文具・事務用品店 ２６－２１８４

146 かねでん 馬場町 弁当配達・仕出し ２６－２５４４

147 (有)カネミツ電器 中之町 家電販売 ２８－３３７０

148 (有) 川治屋仏壇店 馬場町 仏壇の製造販売・修理 ２６－３２８６

149 隠れ家Dining 海月BEAM 河田町 飲食店 ２４－８７７４

150 （資） 糀屋 本町 食品販売 ２６－８３３８

151 米真商店 本町 米殻販売 ２６－２２５５

152 サークルK津島橋詰町店 橋詰町 コンビニエンスストア ２６－３２２０

153 サークルK津島江西店 江西町 コンビニエンスストア ２５－９５２７

154 サークルK津島宮川店 宮川町 コンビニエンスストア ２６－６１１４

155 (有)サイマツ 中之町 ガス器具販売等 ２６－２３４３

156 サガミ津島江川店 江川町 飲食店 ２５－５８８１

157 ベーカリーカフェ 燦 上新田町 飲食店 ２４－９０５２

158 三和テクノ(株) 宮川町 エアコン取付・水道修理 ２４－５２００

159 末廣寿司 本町 飲食店 ２６－２７９０

160 須嵜新聞店 江東町 新聞販売 ２５－２６７３

161 鈴木生花店 本町 生花販売 ２６－３９７３

162 すとろべりぃ 下新田町 喫茶店 ２３－０３００

163 瀬古印章 天王通り 印鑑製造販売 ２６－４３１８



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

164 千賀サイクル中地店 中地町 自転車販売 ５５－８９９３

165 (有)侘美貴宝 江川町 貴金属加工・修理 ２５－１０６０

166 ギフト タケヤ 天王通り 贈答百貨 ２６－４３９６

167 ダスキン松ヶ下 松ヶ下町 ハウスクリーニング・害虫駆除 ２８－１１９２

168 玉川屋呉服店 橋詰町 呉服販売 ２６－２９９３

169 珈琲館 ちのわ 南門前町 喫茶店 ２４－４７７９

170 Season Cafe 茶の間 本町 喫茶店 ０９０－６６４６－０２４０

171 中日新聞津島専売所 本町 新聞販売 ２６－３２２６

172 津島饅頭 本町 和菓子製造販売 ２８－０７７５

173 (有) 津島ロックサービス 南門前町 錠前取替・修理・販売 ２４－７３６４

174 恒川印刷 大和町 印刷 ２６－４７８２

175 寺田楽器店 天王通 CD・カセット・楽器小売 ２６－２５０６

176 なごみ堂施術院 東中地町 整体 ２５－５３３９

177 回転寿司 にぎりの徳兵衛天王店 江西町 飲食店 ２３－０２７８

178 (株)西日本宇佐美　１５５号津島西 江西町 ガソリンスタンド ２６－１８１８

179 タンタン麺 熱烈一番亭津島店 江西町 飲食店 ２３－２６４６

180 野田薬局 橋詰町 薬局 ２６－２６７２

181 ・N・O・R・I・美容室 江西町 美容室 ２６－４０９７

182 服部建具店 河田町 建具製造・修理 ２４－２７３３

183 GREEN & FLOWER ハナセイ 上之町 生花販売 ２６－１３４３

184 お好み焼ハウス 林屋 江西町 飲食店 ２５－０１７０

185 平徳呉服店 本町 呉服雑貨販売 ２６－３７５５

186 フジマル給食 江西 弁当配達 ２５－９２９３

187 古川とうふ店 江東町 豆腐製造販売 ２６－４６５９

188 秀のぼの 天王通り パン販売 ２８－２２４３

189 POM BERRY 江川町 ペット美容室 ２８－６２２５

190 衣料センター ホリタヤ 橋詰町 衣料品販売 ２６－２０５７

191 （資）本多商店 江東町 自動車販売修理 ２８－２７２７

192 前川デンキ店 江川町 家電販売 ２５－４１０８

193 まごころリフォーム 瑠璃小路町 建築一式工事等 ５５－７５３１

194 松儀商店 馬場町 津島銘菓販売 ２６－２０７５

195 フルーツショップ マルコ 池須町 果物販売 ２６－３３１６

196 三木屋 天王通り 餅和菓子製造販売 ２６－２７５８

197 三すじ 江川町 飲食店 ２６－２７１７

198 水谷サイクル店 宮川町 自転車販売 ２８－７７５７

199 門前薬局 南門前町 薬局 ２６－２９３４

200 山内電化センター 本町 家電販売 ２８－０７８６

201 (有)山鹿工業 大縄町 看板・ステッカー ２８－３０８７

202 やませ商店 本町 酒・調味料販売 ２６－２７５７

203 山善薬局（本店） 寿町 薬局 ２６－２９６０

204 (有)ヤマミ山田屋 上新田町 ガス器具販売等 ２４－４６７２

205 山本電気商会 宮川町 家電販売 ２８－０３０１

206 味わい処 やよい 大縄町 飲食店 ２６－１１１０



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

207 きもの 友仙屋 馬場町 和雑貨・呉服 ２６－２７１８

208 佛壇のよこい 江川町 仏壇・仏具販売 ２３－４３１３

209 菓子百貨 和田栄菓子店 本町 お菓子販売 ２６－３４８５

210 メガネのアイコー 錦町 眼鏡販売 ２５－５７８８

211 アイサービス 常盤町 印刷 ５８－１９２０

212 ミュゼ ドゥ アッシュ 西愛宕町 洋菓子店 ２６－３３６６

213 アリタ酒店 本町 酒・調味料等販売 ２６－２６０３

214 いんてりあハウス さんあい 愛宕町 内装工事・インテリア販売 ２６－６５９９

215 IMPACT Garage 愛宕町 自動車整備 ５５－９２１３

216 喫茶 ヴァリエーション 南本町 喫茶店 ２４－２０５２

217 宇佐美タオル店 本町 タオル販売 ２６－３７０２

218 大野米店 舟戸店 舟戸町 米殻販売 ２６－２７８４

219 カトー洋品店 南本町 衣料品販売 ２６－２６５７

220 加藤塗元佛檀店 南本町店 南本町 仏檀の製造販売・修理 ２６－６６３１

221 仏壇・仏具 川治屋支店 西愛宕町 仏壇の製造販売・修理 ２６－７３１８

222 河村屋菓子舗 藤川町 和菓子販売 ２８－０９２５

223 肉のきのした 愛宕町 精肉販売 ２４－２３１１

224 グッドモーニング ユナイト 永楽町 美容室 ２４－２２５９

225 おしゃれ理容室 クワハラ 今市場町 理容 ２６－２８０９

226 (有)弘英社 元寺町 印刷 ２８－５３９７

227 商い処 ごず 錦町 特産品販売 ２２－１９００

228 米松商店 南本町 米殻販売 ２６－３０８１

229 酒やビック津島店 西愛宕町 酒・食品販売 ２２－２０１１

230 さくらファーム 愛宕町 パン製造販売 ２８－５７８３

231 (有)末広屋 南本町 ガス器具販売等 ２６－３０５７

232 整体House健康堂 西愛宕町 整体 ２４－０２０７

233 セブン－イレブン津島愛宕町店 愛宕町 コンビニエンスストア ２４－０６２４

234 (株)大黒屋 今市場町 酒・味噌・調味料等販売 ２６－７１７１

235 玉家 本店 愛宕町 飲食店 ２３－１３６０

236 長明屋内匠酒店 今市場町 酒類販売 ２６－３５３４

237 津島ガス(株) 錦町 ガス器具販売等 ２８－１３３１

238 （資） 津島プリント社 愛宕町 印刷 ２６－００８７

239 くつろぎ天然温泉 津島湯楽 西愛宕町 大衆浴場 ２３－４１２６

240 東京整体研究所 中野町 整体 ２６－０４１４

241 常盤自動車板金塗装工業 常盤町 自動車販売修理 ２８－０８８７

242 ドド美容室 西愛宕町 美容室 ２８－５５７６

243 内藤美容院 本町 美容院 ２６－３６６３

244 ナガイスポーツ 錦町１３ スポーツ用品店 ２６－２６９２

245 永井薬局 大政町 薬局 ２６－２８９１

246 スクールショップ長崎屋 今市場町 学生服販売等 ２６－２０６８

247 ワークショップ長崎屋 今市場町 作業服販売 ２５－７０６０

南小校区



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

248 早川美容室 南本町 美容室 ２６－３８６７

249 ビー・アンド・ディー ドラッグストア 津島店 愛宕町 ドラッグストア ７４－０７８０

250 ビューティサロン千晴 元寺町 美容室 ２４－７０２２

251 ブックタウン津島店 愛宕町 古本販売等 ２２－２８７０

252 クリーンライフ 福島屋 南本町 ガス器具販売等 ２６－３０６８

253 (株)宝照 常盤町 家具販売・内装工事 ２６－４８４０

254 ポニー堀川 瑞穂町 食品販売 ２５－２０８８

255 (株)堀田電気商会 今市場町 家電販売及び電気工事 ２６－５２７１

256 メガネ・宝石・時計　松永 錦町 腕時計電池交換等 ２６－７７３１

257 マツミ美容室 西御堂町 美容室 ２６－３４６２

258 靴の丸清 今市場町 靴・履物販売 ２６－２６５９

259 萬望工房 杁前町 出張和菓子店 ２８－８７９２

260 (株)水谷商会 愛宕町 水道給排水工事 ２８－１６２７

261 みそかつ 三福 杁前町 飲食店 ２４－５３０２

262 明占・寿怜館 西愛宕町 占い鑑定 ９７－３９９８

263 MODE フクシマ 常盤町 婦人服販売 ２６－３３９３

264 八百鶴商店 今市場町 青果販売 ２６－３４１２

265 八木ミシン商会 今市場町 家庭用、工業用ミシン販売 ２６－４８３２

266 山口屋 今市場町 衣料品・履物販売 ２６－４４４７

267 きものファッション やまも 錦町 呉服販売 ２６－４３５１

268 わたよ菓子舗 本町 和菓子製造販売 ２６－２４１７

269 和田与燃料(株) 薬師町 水道工事等 ２６－３３２９

270 焼きたてのパンと珈琲の店 アイアン 昭和町 喫茶・パン製造販売 ２６－７５４６

271 浅井薬局 申塚店 申塚町 薬局 ２５－９６１６

272 浅井薬局 津島店 天王通り 薬局 ２８－４０９０

273 サンピック あづま 天王通 婦人服販売 ２６－４４０４

274 YOSA PARK 杏樹 藤浪町 YOSAサロン ２３－２９０２

275 UNDER TREE　ROOTS 観音町 美容室 ２８－２１１０

276 (株)石原印刷 天王通 印刷 ２６－２４８１

277 クリーニングのいずもや フィール津島店 藤浪町 クリーニング ２６－３９４３

278 糸・ボタンの糸政商店 天王通り 服飾手芸材料販売 ２６－２７９８

279 魚良商店 天王通り 川魚販売 ２６－２４３３

280 牛田カバン店 天王通り ランドセル・カバン販売 ２６－２８５４

281 エコパーク津島店 天王通り 中古衣料家電等販売・買取 ２５－２７１４

282 エルパス 北テラス店 片岡町 靴販売 ２４－１３７７

283 オーガニック紀 申塚町 食料品・小物販売 ２３－５７８６

284 趣味の店 オークラ 藤浪町 衣料品販売 ２５－３５９６

285 (有) おたべちゃん 昭和町 弁当配達 ２４－２６５９

286 カフェレスト オリーブ 又吉町 喫茶店 ２４－８２２２

287 片岡トラベル 本店 昭和町 旅行業 ２８－８８５６

288 片岡トラベル ヨシヅヤ津島北店 片岡町 旅行業 ２５－９２１０

北小校区



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

289 加藤塗元佛檀店 本店 片岡町 仏檀の製造販売・修理 ２６－５３４５

290 (有)人形の金子 昭和町 三月・五月人形製造販売、盆提灯、花火 ２５－８０３０

291 刃物の兼由丸 兼平町 金物製造販売 ２６－２９０５

292 グレース 津島店 天王通り 婦人服販売 ２４－８５０２

293 グレース ヨシヅヤ本店 天王通り 婦人服販売 ２６－２８３１

294 コメダ珈琲ヨシヅヤ津島北テラス店 片岡町 喫茶店 ２５－９６８８

295 (有)栄燃料店 弥生町 ガス器具販売等 ２６－２４９３

296 サンローズ 津島店 天王通り 婦人服販売 ２４－０３９３

297 JAあいち海部 津島支店 藤浪町 飲料水販売 ２６－２１５５

298 シャディサラダ館 米之座店（ヤマセン酒店） 米之座町 酒類販売、各種ギフト ２６－３９１２

299 （資）杉田商店 米町 ガス器具販売等 ２６－２８７７

300 スズキアリーナ津島 三ッ葉・ダイハツ 観音町 自動車販売修理 ２８－２８０８

301 Studio Harvest 城山町 photoスタジオ ２４－２７３７

302 電気工事のセキセー名古屋(株) 申塚町 電気工事 ２５－１０１９

303 千賀サイクル店 天王通り 自転車販売 ２６－３９２５

304 洗濯工房カトーヨシヅヤ北テラス店 片岡町 クリーニング ２３－７３１８

305 タチバナヤ 天王通り 服地・布・婦人服 ２６－３５７７

306 車検の速太郎 つしまオート 又吉町 自動車販売修理 ２６－１３５１

307 喫茶 トキオ 天王通り 喫茶店 ２６－１２３８

308 ドラッグスギヤマ 津島北店 松原町 ドラッグストア ２３－５９１１

309 Dog Hotel どれみ 兼平町 ペットホテル・トリミング ２８－２１１２

310 扇子・うちわ 服部商店 松原町 ギフト販売 ２５－５７５７

311 ホッタスポーツ 弥生町 スポーツ用品店 ２５－０１５０

312 マルビシ 津島店 天王通り 婦人服販売 ２６－２９５０

313 みゆきカメラ 藤浪町 デジカメプリント・スタジオ撮影 ２６－０２８７

314 配管工事 社組 藤浪町 水道給排水工事 ２３－２９０２

315 (株) 山田幸一商店 城之越町 ガス器具販売等 ２５－２２７５

316 コスメティック ヤン 藤浪町 化粧品販売 ２８－０１０１

317 らく楽菓子舗 天王通り 和洋菓子製造販売 ２６－４４１２

318 リトル健康サロン 又吉町 健康食品販売 ２６－４６３３

319 リニアグレース 津島店 天王通り 婦人服販売 ２８－１２７１

320 綿徳ふとん専門の店 北町 寝具 製造 打ち直し ２６－２６５６

321 (有) アイメッセ 越津町 OA機器販売 ２４－４９０３

322 アイ リホーム(株) 越津町 住宅リフォーム ５５－９８３３

323 あさひ自動車学校 宇治町 自動車免許教育業 ２８－５６６５

324 海部東農業協同組合 営農センター 莪原町 農薬・肥料 ２３－７３２２

325 海部東農業協同組合 グリーンプラザ 莪原町 産直品販売 ２３－７３８０

326 タイヤプロショップ アリーナ 神守町 自動車部品及びタイヤ販売 ２８－８８３０

327 大橋鈑金塗装 椿市町 自動車整備 ２８－４９５８

328 金沢カレー 津島神守店 神守町 飲食店 ２４－６５６５

329 木曽路 津島店 莪原町 飲食店 ２２－２５００

神守小校区



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

330 恭尚オート 神守町 自動車販売 ２３－２２９１

331 クローバーTV（西尾張シーエーティーヴィ㈱） 百島町 ケーブルTV ２５－８５６１

332 コメダ珈琲店 津島神守FC店 越津町 喫茶店 ２５－９０８０

333 お好み焼 さくら 百島町 飲食店 ２４－０８８８

334 くらしの衣料 ささや 百島町 衣料品雑貨 ２５－５５５７

335 メガネのサトウ 莪原町 時計宝石メガネ販売 ２４－３８１１

336 サンクリーンアダチ 莪原町 ハウスクリーニング ２４－０６８３

337 菅沼畳店 百島町 畳製造販売 ２４－３８０２

338 (株)スタイルカンパニー 神守町 建設・リフォーム工事 ２５－３６２５

339 (株) TJ天気予報 １ｔ津島店 越津町 美容室 ２３－６０６８

340 Tet's cut lounge 莪原町 美容室 ６９－９１５１

341 どさん子 莪原店 莪原町 飲食店 ２４－０５７６

342 友松自動車販売所(有) 神守町 自動車整備 ２８－７２７２

343 日産プリンス名古屋販売(株) 津島店 神守町 自動車販売 ２４－７５１１

344 美容室 ファイン 牛田町 美容室 ２４－２３２０

345 炭火焼肉 釜山 越津町 飲食店 ２４－１１２９

346 ポーラ エスティンTomo 神守町 エステ化粧品販売 ２３－７８４５

347 松風造園 神守町 植木剪定等 ２３－２２６２

348 松八 神守町 飲食店 ２６－４８１０

349 (株)眞弓不動産 越津町 不動産 ７４－３３７８

350 美ゆき寿し 又吉町 飲食店 ２６－５６３６

351 (有)メイワタイヤサービス 津島営業所 莪原町 タイヤ販売 ２８－６０６０

352 モカメロの家 莪原町 喫茶店 ２４－３４０５

353 元町珈琲 津島の離れ 越津町 飲食店 ２４－５１０１

354 焼肉 主水 椿市町 飲食店 ２５－０１６９

355 Cafe ララコレクション 百島町 喫茶店 ２３－４７８１

356 らん 百島町 喫茶店 ２６－５３７１

357 ドッグサロン WAN 莪原町 犬の美容室 ２８－３３４５

358 クリーニングのいずもや ヤマナカ神守店 蛭間町 クリーニング ２６－３９４３

359 AOKI 津島店 蛭間町 紳士服販売 ２５－４２９８

360 Men's Shop　Ippo Ippo 寺野町 紳士服販売 ２８－１９０５

361 INUUNIQ Village 宇治町 飲食店 ５８－５７３３

362 オリーブ ヤマナカ神守店 蛭間町 婦人服販売 ２３－３７０６

363 角広ガス 青塚町 ガス器具販売等 ２４－９８７７

364 カルビ大将 津島店 蛭間町 飲食店 ２３－５２７７

365 めん処 吉秀庵 宇治町 飲食店 ２８－８６９１

366 Cafe & Dining Bar Goonies 蛭間町 飲食店 ６９－５９６０

367 カフェレスト・スプーン・ベル 葉苅町 飲食店 ２６－０３０７

368 セブン-イレブン 津島蛭間町店 蛭間町 コンビニエンスストア ２４－３５１７

369 トルコケバブ 蛭間町 飲食店 ０５２－４４３－２１２５

370 ニーニャ・ニーニョ 桜小町 津島店 蛭間町 飲食店 ２３－６３２７

蛭間小校区



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

371 (株)西日本宇佐美　蛭間 蛭間町 ガソリンスタンド ２６－５７７７

372 丹羽建設 宇治町 建築リフォーム ２８－５０６７

373 林商店 蛭間町 紳士服販売 ２４－６９６９

374 ドレミカフェ　バンビーナ 宇治町 喫茶店 ２８－５６６１

375 PINTO テニスクラブ 蛭間町 テニススクール ２３－５６５６

376 愛電館 マツナガ 蛭間町 家電販売 ２６－５４９８

377 ライス＆リカー サハシ 蛭間町 米殻和洋酒販売 ２８－０８０７

378 自然食品のお店 りんねしゃ宇治店 宇治町 健康食品販売 ２４－６５８０

379 Reve 蛭間町 理・美容室 ２８－５９０７

380 美容室 VARY 神尾町 美容室 ３１－３３８３

381 エイワ石油(有) 白浜町 ガソリンスタンド ３２－２２３４

382 カレーハウスCoCo壱番屋 蟹江インター店 金柳町 飲食店 ３２－２２６１

383 (株) 絆 金柳町 建設・リフォーム ３３－２０５５

384 鬼童銘木 百町 木製家具製造販売 ３２－２９０４

385 蔵や津島店 神尾町 飲食店 ３２－４８１０

386 サンショクフードマーケット 金柳町 食品販売 ３３－２９１１

387 喫茶 四季 高台寺町 喫茶店 ３１－３９８５

388 白浜万寿 白浜町 和菓子販売 ３１－４７７０

389 ステーキ宮 津島店 金柳町 飲食店 ３２－５３３８

390 海鮮創作料理 大漁 高台寺町 飲食店 ３２－３２９９

391 和食処 辰己 金柳町 飲食店 ３１－２３９９

392 神鶴（鶴見酒造） 百町 酒造・小売 ３１－１１４１

393 （名）鶴見製麺所 百町 乾麺販売 ３１－０７７６

394 家具の土日屋 神尾町 家具販売 ３１－４４１６

395 (株) 那須建築 高台寺町 建築・リフォーム ３２－０６９４

396 (株)西日本宇佐美　尾張中央道南 金柳町 ガソリンスタンド ３１－２１６７

397 cafe fukutatsu 金柳町 喫茶店 ３１－０５９９

398 インドチベットレストラン ポタラpalace 神尾町 飲食店 ０９０－９１８５－５５７７

399 マイティーカーズ 百町 自動車販売 ３２－３３３７

400 コーヒールーム マリーナ 高台寺町 喫茶店 ３２－１８１５

401 和風レストランみやび 大坪町 飲食店 ３２－２６３７

402 みゆきスタジオ 神尾町 デジカメプリント・スタジオ撮影 ３１－３８３５

403 メインクラブ 白浜町 スポーツ施設 ３１－３９３９

404 (株) モリケイ 高台寺町 鮮魚販売 ３２－２１９７

405 (株)山武精肉店 高台寺町 精肉店 ３２－１７８７

406 ラーメンショップ 白浜町 飲食店 ３１－４８８０

407 宇佐美不動産(株) 唐臼町 不動産 ３２－１２６０

408 オサカベ畳店 唐臼町 畳製造販売 ３１－４４８７

高台寺小校区

神島田小校区



No 商号又は名称 町名 業種 電話番号

409 加神観光 半頭町西 旅行業 ３１－２９６１

410 サークルK 津島唐臼店 唐臼町 コンビニエンスストア ３１－２９１０

411 しげんカフェ 唐臼町 喫茶店 ３３－００１２

412 玉家 唐臼店 唐臼町 飲食店 ３１－１１１０

413 長命うどん まさちよ 唐臼町 飲食店 ３１－１５８６

414 (株)西日本宇佐美　唐臼 唐臼町 ガソリンスタンド ３１－３４８４

415 電化のハットリ 中一色町 家電販売 ３１－１６１４

416 ほーむかふぇ花暖 hanadan 唐臼町 喫茶店 ０９０－３９４９－１４９０

417 ぽかぽか治療院 鹿伏兎町 マッサージ・鍼灸 ７４－０６４０

418 (有)酒ショップ マサミ 中一色町 酒類販売 ３１－０３４３

419 水谷建設(株) 鹿伏兎町 建設業 ３１－０６９５

420 美晴ちゃんち 唐臼町 飲食店 ０９０－２３４２－８２１１

421 メナードフェイシャルサロン 津島唐臼 唐臼町 フェイシャルエステ ０９０－９２６１－９０６１

422 矢野設備 唐臼町 水道給排水工事 ３２－２４２６

423 ヤマトカーサービス 唐臼町 自動車販売修理 ３２－０７７７

424 la-bas 唐臼町 パン製造販売 ３１－３９９８

425 Aqua 愛西市須依町 整体 ５８－３５６８

426 ペットショップ Won Be 愛西市諸桑町 ペットショップ・犬美容室 ２６－０９５０

427 ウメキトーヨー住器(株) 愛西市須依町 サッシ・ガラス販売・リフォーム ２５－７１９５

428 ベトコンラーメン かとう あま市七宝町 飲食店 ０５２－４４６－５７９８

429 麺処 かとう あま市七宝町 飲食店 ０５２－４４１－５７３０

430 河村屋菓子舗佐屋店 愛西市北一色町 和菓子販売 ２４－２７７７

431 河村屋菓子舗勝幡店 愛西市勝幡町 和菓子販売 ２５－８３７７

432 ベーカリーカフェ 空 愛西市内佐屋町 喫茶・パン販売 ６９－５８０３

433 (有)清建舎 愛西市古瀬町 造園・エクステリア工事 ２４－７８１３

434 にむら治療院 あま市北苅 マッサージ・鍼灸 ０５２－４４９－５６８８

435 ・N・O・R・I・hair deco 愛西市勝幡町 美容室 ５８－５７２２

436 ブテック ハッピーカム 海部郡大治町 婦人服販売 ０５２－４４４－５６３６

437 パティシエ KUROKI 愛西市諸桑町 洋菓子店 ２４－８８８１

438 (有)セルフィーユ あま市篠田 飲食店 ０５２－４４１－５３３０

439 (株) 大糖産業 愛西市見越町 ギフト用品販売 ２６－８０７１

440 立った 愛西市諏訪町 飲食店 ２６－７２７７

441 Platinum 愛西市北一色町 リラクゼーション ２３－４９４９

442 葉手那窯 まんまる工房 愛西市日置町 陶芸教室 ２２－４３３０

その他地区


