


【衣類・時計・アクセサリー】

【印鑑】

【楽器】

【家具・インテリア・たたみ】

【家電】

【金物】

【クリーニング】

【ホームセンター】

1

☎
Fax31-7721
31-7721
中新町1-22-11作業服・洋服のカワマサ

☎
Fax27-7048
27-9438
勝川町8-9-13車椅子着物 羽衣スタイル

理容 美容も可

☎56-1805
柏井町4-17ザ・クロックハウス

イオン春日井店内専門店

☎
Fax81-6555
84-9995
瑞穂通5-33カワイbyドール

清水屋専門店

☎
Fax51-5516
51-5298
白山町5-24-10きものサロン やまき

☎
Fax87-4121
87-4120
篠木町7-23-7きものくらち 春日井店

☎57-1781
柏井町4-17ギャラリーアイ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax91-6444
91-6444

中央台1-2-2 サンマルシェ南館2階学生服のイトウ
高蔵寺店

☎
Fax32-3163
31-7772
二子町1-3-3きもの山喜

☎
Fax36-9555
31-6356
八光町1-8あかのれん 勝川店

☎
Fax35-6146
34-3535
西高山町2-3-6あかのれん 春日井西店

☎53-3481
大留町3-1-1アベイル 春日井店

☎
Fax31-7703
31-7666
旭町1-27糸美屋呉服店

☎
Fax88-4068
88-4068

神屋町2298-27春日井ハッピークリエイト

☎
Fax81-6555
81-6163
瑞穂通5-33ヴァンテーヌ

清水屋専門店

☎27-5858 
柏井町4-17a.v.v

イオン春日井店内専門店

☎57-1755
柏井町4-17ex-セレクト

イオン春日井店内専門店

☎84-2208
瑞穂通5-33アヴェニュー

清水屋専門店 Fax81-6555

☎37-3904
中央台2-1-2ユニクロ 高蔵寺センター店

☎31-9016
稲口町3-15-10洋服クリニック

☎
Fax94-7518
94-7519

中央台1-2-2 サンマルシェ南館2Fライトオン 高蔵寺
サンマルシェ店

Fax81-7572
81-7579
鳥居松町7-48いわま楽器 ☎

☎
Fax31-4368
33-5437

旭町2-19 プラザフェニックス勝川106ドゥーミュージック
文化・教養も可

☎
Fax51-7034
51-7227
松本町1-3-13かっこ屋

☎
Fax87-6400
87-6400
穴橋町3-7-1草紙庵

☎35-3383
宮町字中島1-1しまむら 春日井西店

食料品も可

☎53-3362
大留町3-1-1しまむら 春日井店

食料品も可

☎86-7778
柏井町4-17シュー・プラザ

イオン春日井店内専門店

☎57-1844
柏井町4-17ハニーズ

イオン春日井店内専門店

☎57-1778
柏井町4-17ミルフローラ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax88-2027
88-2027

坂下町4-613 ナフコ坂下店内萬京洋品店

☎
Fax82-8265
81-2672

篠木町6-1643-17ブティック イトウ

☎
Fax81-6555
81-9651
瑞穂通5-33時計の「トミダ」 

清水屋専門店

☎
Fax81-6555
81-8494
瑞穂通5-33ジュエリー「ティアラ」

清水屋専門店

福祉用具も可 ☎51-0232
高蔵寺町2-28ホッタ時計店
Fax51-0327

☎33-2421
西本町1-16-1メリーの家

☎84-3855
柏井町4-17ハーモニカ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax84-8201
85-4868
鳥居松町5-84アサヒ

☎
Fax51-3370
51-0431
高蔵寺町2-134伯山堂

☎
Fax52-0987
51-2180

不二ガ丘1-26-2イトー家電

☎
Fax86-1915
86-1911

六軒屋町字東丘25-2エディオン 春日井店
ザ・モール春日井PartⅡ 食料品も可

☎
Fax88-5675
88-5671

坂下町6-1855-1エディオン 坂下店
食料品も可

☎
Fax32-3934
32-0683
八光町2-16かじ由（かじよし）

☎
Fax81-2789
81-2417
鳥居松町8-43かじ兼金物店

☎
Fax31-2231
31-2222

味美上ノ町2153岡田商店
福祉用具も可

☎
Fax85-1013
85-1011
東野町9-20ケーズデンキ 春日井店

☎
Fax51-7714
51-0161

高蔵寺町北2-132共栄堂
福祉用具 食料品も可

☎
Fax37-3521
37-3520
前並町1-9-4エディオン 前並店

☎
Fax88-2773
88-2633

坂下町5-1215-216パナショップ 坂下
福祉用具も可

☎
Fax34-4511
34-4433
稲口町4-4-7ツノオカナショナルいなぐち

☎
Fax91-8622
91-8611

中央台1-2-2 サンマルシェ南館ジョーシン 高蔵寺店

☎
Fax91-5126
91-5124
高森台1-14-12タカモリ電器

☎
Fax31-8551
31-8498
西本町1-8-4パナショップ 味美

福祉用具も可

☎
Fax32-7260
32-7248
味美町2-158-1トオヤマムセン

☎
Fax34-7882
34-7881
高山町2-20-21でんきのオメガ

☎
Fax89-2524
89-2521
岩野町2-13-11ヤマダデンキ 岩野ナフコ店

☎
Fax52-6432
52-3725
出川町2-10-11パナショップ ほった

福祉用具も可

☎51-1486
高蔵寺町北3-1-7ヤマダデンキ テックランド高蔵寺店
Fax51-1485

福祉用具も可 ☎86-4321
鳥居松町5-62ヤマダデンキ テックランドNew春日井店
Fax86-4334

☎
Fax52-0400
51-0130

高蔵寺町北2-133-1クリーニングのホワイト急便
高蔵寺サービスショップ

☎
Fax29-6548
82-6748

如意申町7-4-23勝川ランドリー 如意申店

☎
Fax29-6548
82-6748
中切町1-1-1勝川ランドリー 中切店

☎
Fax29-6548
82-6748
松新町1-28勝川ランドリー 駅前店

☎
Fax52-2582
52-2577
大留町4-6-3ホームセンターアント 高蔵寺店

☎
Fax83-6147
84-6261
東野町8-2DCMカーマ 春日井店

食料品も可

☎
Fax32-9884
35-7181

如意申町5-7-14DCMカーマ 春日井西店
食料品も可

☎
Fax36-1720
36-1715

松河戸町2-2-13DCMカーマ 松河戸インター店
食料品も可

☎
Fax34-6166
35-5335
追進町2-1-5ヤマナカ 追進店

☎
Fax84-0552
84-0551
鳥居松町7-58ヤマナカ 鳥居松店

☎52-6522
気噴町2-11-1クリーニングMINAMI

MEGAドン･キホーテUNY気噴店

☎
Fax81-6555
81-9218
瑞穂通5-33ポニークリーニング 

清水屋専門店

☎85-9500
下市場町3-6-2ミナミクリーニング店 ピアゴ篠木店

ピアゴ篠木店1F

関田町2-156KLクリーニング ☎
Fax56-1651
56-1651
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☎
Fax31-7721
31-7721
中新町1-22-11作業服・洋服のカワマサ

☎
Fax27-7048
27-9438
勝川町8-9-13車椅子着物 羽衣スタイル

理容 美容も可

☎56-1805
柏井町4-17ザ・クロックハウス

イオン春日井店内専門店

☎
Fax81-6555
84-9995
瑞穂通5-33カワイbyドール

清水屋専門店

☎
Fax51-5516
51-5298
白山町5-24-10きものサロン やまき

☎
Fax87-4121
87-4120
篠木町7-23-7きものくらち 春日井店

☎57-1781
柏井町4-17ギャラリーアイ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax91-6444
91-6444

中央台1-2-2 サンマルシェ南館2階学生服のイトウ
高蔵寺店

☎
Fax32-3163
31-7772
二子町1-3-3きもの山喜

☎
Fax36-9555
31-6356
八光町1-8あかのれん 勝川店

☎
Fax35-6146
34-3535
西高山町2-3-6あかのれん 春日井西店

☎53-3481
大留町3-1-1アベイル 春日井店

☎
Fax31-7703
31-7666
旭町1-27糸美屋呉服店

☎
Fax88-4068
88-4068

神屋町2298-27春日井ハッピークリエイト

☎
Fax81-6555
81-6163
瑞穂通5-33ヴァンテーヌ

清水屋専門店

☎27-5858 
柏井町4-17a.v.v

イオン春日井店内専門店

☎57-1755
柏井町4-17ex-セレクト

イオン春日井店内専門店

☎84-2208
瑞穂通5-33アヴェニュー

清水屋専門店 Fax81-6555

☎37-3904
中央台2-1-2ユニクロ 高蔵寺センター店

☎31-9016
稲口町3-15-10洋服クリニック

☎
Fax94-7518
94-7519

中央台1-2-2 サンマルシェ南館2Fライトオン 高蔵寺
サンマルシェ店

Fax81-7572
81-7579
鳥居松町7-48いわま楽器 ☎

☎
Fax31-4368
33-5437

旭町2-19 プラザフェニックス勝川106ドゥーミュージック
文化・教養も可

☎
Fax51-7034
51-7227
松本町1-3-13かっこ屋

☎
Fax87-6400
87-6400
穴橋町3-7-1草紙庵

☎35-3383
宮町字中島1-1しまむら 春日井西店

食料品も可

☎53-3362
大留町3-1-1しまむら 春日井店

食料品も可

☎86-7778
柏井町4-17シュー・プラザ

イオン春日井店内専門店

☎57-1844
柏井町4-17ハニーズ

イオン春日井店内専門店

☎57-1778
柏井町4-17ミルフローラ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax88-2027
88-2027

坂下町4-613 ナフコ坂下店内萬京洋品店

☎
Fax82-8265
81-2672

篠木町6-1643-17ブティック イトウ

☎
Fax81-6555
81-9651
瑞穂通5-33時計の「トミダ」 

清水屋専門店

☎
Fax81-6555
81-8494
瑞穂通5-33ジュエリー「ティアラ」

清水屋専門店

福祉用具も可 ☎51-0232
高蔵寺町2-28ホッタ時計店
Fax51-0327

☎33-2421
西本町1-16-1メリーの家

☎84-3855
柏井町4-17ハーモニカ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax84-8201
85-4868
鳥居松町5-84アサヒ

☎
Fax51-3370
51-0431
高蔵寺町2-134伯山堂

☎
Fax52-0987
51-2180

不二ガ丘1-26-2イトー家電

☎
Fax86-1915
86-1911

六軒屋町字東丘25-2エディオン 春日井店
ザ・モール春日井PartⅡ 食料品も可

☎
Fax88-5675
88-5671

坂下町6-1855-1エディオン 坂下店
食料品も可

☎
Fax32-3934
32-0683
八光町2-16かじ由（かじよし）

☎
Fax81-2789
81-2417
鳥居松町8-43かじ兼金物店

☎
Fax31-2231
31-2222

味美上ノ町2153岡田商店
福祉用具も可

☎
Fax85-1013
85-1011
東野町9-20ケーズデンキ 春日井店

☎
Fax51-7714
51-0161

高蔵寺町北2-132共栄堂
福祉用具 食料品も可

☎
Fax37-3521
37-3520
前並町1-9-4エディオン 前並店

☎
Fax88-2773
88-2633

坂下町5-1215-216パナショップ 坂下
福祉用具も可

☎
Fax34-4511
34-4433
稲口町4-4-7ツノオカナショナルいなぐち

☎
Fax91-8622
91-8611

中央台1-2-2 サンマルシェ南館ジョーシン 高蔵寺店

☎
Fax91-5126
91-5124
高森台1-14-12タカモリ電器

☎
Fax31-8551
31-8498
西本町1-8-4パナショップ 味美

福祉用具も可

☎
Fax32-7260
32-7248
味美町2-158-1トオヤマムセン

☎
Fax34-7882
34-7881
高山町2-20-21でんきのオメガ

☎
Fax89-2524
89-2521
岩野町2-13-11ヤマダデンキ 岩野ナフコ店

☎
Fax52-6432
52-3725
出川町2-10-11パナショップ ほった

福祉用具も可

☎51-1486
高蔵寺町北3-1-7ヤマダデンキ テックランド高蔵寺店
Fax51-1485

福祉用具も可 ☎86-4321
鳥居松町5-62ヤマダデンキ テックランドNew春日井店
Fax86-4334

☎
Fax52-0400
51-0130

高蔵寺町北2-133-1クリーニングのホワイト急便
高蔵寺サービスショップ

☎
Fax29-6548
82-6748

如意申町7-4-23勝川ランドリー 如意申店

☎
Fax29-6548
82-6748
中切町1-1-1勝川ランドリー 中切店

☎
Fax29-6548
82-6748
松新町1-28勝川ランドリー 駅前店

☎
Fax52-2582
52-2577
大留町4-6-3ホームセンターアント 高蔵寺店

☎
Fax83-6147
84-6261
東野町8-2DCMカーマ 春日井店

食料品も可

☎
Fax32-9884
35-7181

如意申町5-7-14DCMカーマ 春日井西店
食料品も可

☎
Fax36-1720
36-1715

松河戸町2-2-13DCMカーマ 松河戸インター店
食料品も可

☎
Fax34-6166
35-5335
追進町2-1-5ヤマナカ 追進店

☎
Fax84-0552
84-0551
鳥居松町7-58ヤマナカ 鳥居松店

☎52-6522
気噴町2-11-1クリーニングMINAMI

MEGAドン･キホーテUNY気噴店

☎
Fax81-6555
81-9218
瑞穂通5-33ポニークリーニング 

清水屋専門店

☎85-9500
下市場町3-6-2ミナミクリーニング店 ピアゴ篠木店

ピアゴ篠木店1F

関田町2-156KLクリーニング ☎
Fax56-1651
56-1651



【新聞】

【スポーツ用品】

【生花・ギフト】

【本】

【写真】

【寝具】

【自転車】

【コンビニ・売店】

【眼鏡・コンタクト】

【マタニティ・子育て用品】

【園芸】
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☎
Fax83-4766
81-2510
鳥居松町6-5丸十伊藤書店

☎
Fax94-0922
94-0921
中央台1-1-2本の王国 高蔵寺店

☎
Fax35-6900
35-5900
美濃町2-3TSUTAYA 春日井店

☎
Fax82-1951
82-1934
鳥居松町3-79三洋堂書店 鳥居松店

食料品も可

☎
Fax87-1086
85-8510
東野町5-1-1ゴルフ５ 春日井店

食料品も可

☎
Fax87-0630
56-7261

東野新町2-1-21アルペンアウトドアーズ 春日井店

☎
Fax56-7231
56-7230
浅山町3-16-7ヒマラヤ 春日井店

食料品も可

☎
Fax57-0380
86-3511
東野町5-1-8ヒマラヤ ゴルフ 春日井店

☎
Fax81-8557
81-8786
春見町52-6ニシオスポーツ 春日井店

食料品も可

☎
Fax84-6676
84-6666
柏井町4-3-5シャデイ サンコー

食料品も可

☎
Fax83-5949
83-5544
東野町1-12-14さくらギフト

食料品も可

☎
Fax92-4813
91-4818
高森台3-15-9堺新聞店

文化・教養も可

☎
Fax31-3390
31-3333
西本町1-5-16中日味美販売

☎
Fax88-4883
88-0211
坂下町4-383-2水野新聞店

☎
Fax32-7315
32-7300
勝川町5-7にわ新聞店

☎
Fax92-7294
91-3007
岩成台9-2-21西澤新聞店

☎
Fax82-7996
82-5163
鳥居松町2-225中日新聞 春日井高校前専売所

☎
Fax33-2025
33-2022

中新町1-24-7 ミオビル1F中日新聞 春日井中新町専売店

☎
Fax52-0158
51-0158

高蔵寺町4-16-50中日新聞 高蔵寺専売所

☎
Fax81-3565
81-3510
田楽町1629中日新聞 鷹来桃山販売店

タカギニュース販売

☎
Fax92-1253
92-1231
中央台8-5-7中日新聞 中央台専売所

☎
Fax82-9156
81-1256
八田町4-10-15中日新聞 八田販売

☎
Fax27-6791
27-5491
若草通4-105中日新聞 中島新聞店

☎
Fax81-2785
81-2775
中央通1-72鳥居新聞店

文化・教養も可

☎
Fax85-0456
81-7920

鳥居松町7-26-1中日鳥居松販売

☎
Fax83-6008
56-0332
柏井町5-244読売センター 春日井

Fax32-0180
☎32-0181

神明町41-2読売センター 春日井西部

☎
Fax32-6088
31-2986
大和通2-37-2中日新聞 勝川専売店

☎
Fax32-7306
31-3256
松新町2-102イトウふとん店

☎
Fax81-7808
81-7808

上条町6-2492-1ふとんの土本

☎
Fax31-8184
31-8184
花長町2-24-5ふとんの森

☎
Fax33-6709
31-3645
前並町1-5-1近藤新聞店

☎
Fax84-7360
56-0859

篠田町4青木新聞店
文化・教養も可

☎
Fax86-3802
86-3801
瑞穂通2-3-1朝日新聞サービスアンカー

勝川・鳥居松・春日井中央

☎
Fax81-5668
81-5668
上条町1-248ハヤシフォトスタジオ

☎
Fax89-3302
89-3302

上田楽町3031-13ハラダサイクル

☎
Fax84-6159
84-6159
弥生町2-35土屋サイクル

☎
Fax83-4463
85-0808
東野町4-11-7春日井サイクル

☎
Fax86-2078
86-2077
瑞穂通5-61サイクルベースあさひ

春日井店

☎
Fax86-9788
86-9787
東野町6-19-3サイクルベースあさひ

春日井北店

☎
Fax27-7233
27-7233
柏原町3-251じてんしゃチャンピオン

春日井店

☎
Fax85-1766
85-1766

鳥居松町6-35-2アイコーメガネ 鳥居松店
福祉用具も可

☎
Fax32-5871
32-5871
勝川町6-141アイコーメガネ 勝川店

福祉用具も可

☎
Fax81-8427
81-9004

鳥居松町4-124 イリヤビルキクチ 春日井店
福祉用具も可

☎
Fax81-8673
81-8673
東野町5-1-12メガネ赤札堂 春日井店

福祉用具も可

☎89-4500
柏井町4-17アイシティ 春日井店

イオン春日井店内専門店

☎
Fax92-8627
92-2189
中央台1-2-2 キクチ 高蔵寺店

サンマルシェ内店舗 福祉用具も可

☎
Fax81-6555
81-2055
瑞穂通5-33メガネの「和光」

清水屋専門店

☎
Fax52-3397
52-3399
出川町2-30-14メガネの三城 高蔵寺店

福祉用具も可

☎
Fax51-2078
51-2616
気噴町北2-178メガネ・宝石・時計 スズキ

☎
Fax52-2765
52-2752

高蔵寺町北2-155メガネの愛眼 高蔵寺店
福祉用具も可

☎
Fax34-6624
34-6623
妙慶町2-110メガネの愛眼 勝川新町店

福祉用具も可

☎86-7578
鳥居松町5-81-1眼鏡市場 春日井店

福祉用具も可 Fax86-7578

☎
Fax34-0443
34-0443
勝川町1-7-3メガネ赤札堂 勝川店

福祉用具も可

☎
Fax34-7078
34-7078
勝川町2-19-4眼鏡市場 春日井勝川店

福祉用具も可

☎
Fax52-8578
52-8578
白山町6-15-19眼鏡市場 春日井高蔵寺店

福祉用具も可

☎
Fax31-7021
31-7010

味美白山町2-6-8フラワーショップ L’Etoile

☎85-5220
柏井町4-17リフォームブティック フォルムアイ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax57-1632
57-1632
朝宮町1-24-8セブン・イレブン 春日井朝宮町店

☎82-7170
篠木町7-6-1セブン・イレブン 春日井篠木町７丁目店

☎32-2667
高山町1-21-1セブン・イレブン 春日井高山町店

☎
Fax81-6555
84-9995

鷹来町1-1-1 市民病院1Fローソン 春日井市民病院店
Faxでお問い合わせされる場合は、81-6555
（清水屋春日井店）へ送信してください。

☎81-7017
松河戸町3-11-4セブン・イレブン 春日井松河戸インター西店

☎
Fax88-5963
88-0131

神屋町字南海道296リカー＆フーズ にしつる

☎33-5595
八光町4-24セブン・イレブン 春日井八光町４丁目店

☎
Fax83-1717
83-1717
鳥居松町2-353安藤商店

☎
Fax88-4314
88-4314
神屋町703-5春日井リハビリテーション病院 売店さんらいず

福祉用具も可

☎
Fax57-0361
87-7451

六軒屋町字東丘25-2 ザ・モールPart2内赤ちゃん本舗 ザ・モール
春日井店 食料品も可

☎
Fax51-9801
37-1087
松本町1-1-1JAあいち経済連

ガーデンセンター不二
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飲食店

【その他】

【家事代行】

【ペット用品】

☎
Fax81-8985
87-6668
瑞穂通8-24-1鰻処まえの 瑞穂通店

☎
Fax27-7528
27-7527
高森台5-6-6Café はなもも

☎
Fax85-2777
85-2777
西山町3-2-2うなぎ屋たむろ 春日井本丸

☎
Fax84-6433
84-6433
不二ガ丘1-6KUSSHI串男MAN

☎
Fax81-6555
87-7360
瑞穂通5-33鞍馬そば

清水屋専門店

☎
Fax82-2268
82-2268
東野町4-9-15さくら

☎
Fax37-2933
37-2933

藤山台1-1 高蔵寺まなびと交流センター1Fg café Fujito

☎
Fax89-0044
89-0044
岩野町4180カレーハウスCoCo壱番屋

春日井町屋店

Fax81-6555
☎81-6429

瑞穂通5-33さくら屋
清水屋専門店

☎
Fax56-1076
56-1076
東野町1-12-11カレーハウスCoCo壱番屋  

春日井東野店

☎
Fax33-6866
33-6866
惣中町2-85カレーハウスCoCo壱番屋

春日井勝川店

☎
Fax89-3377
89-3377
鳥居松町2-243カレーハウスCoCo壱番屋

春日井鳥居松店

☎
Fax34-4078
34-4078
中新町1-24-7カレーハウスCoCo壱番屋

春日井中新町店

☎
Fax81-6555
☎81-9093

瑞穂通5-33カフェローシャ
清水屋専門店

☎
Fax51-8458
51-8458
気噴町北2-202カレーハウスCoCo壱番屋  

春日井高蔵寺店

☎37-2933
鳥居松町５-44 文化フォーラム1階f café

☎
Fax82-0090
82-0090
上条町2-39-5おうちキッチン オリーブ

☎
Fax51-7957
51-7957
不二町2-1-1御菓子司 美乃雀

☎
Fax41-9457
41-9457
高蔵寺町4-2-1カド・ドゥ・リンコット

☎52-5478
高蔵寺町北3-1-12 カルチェビル1F活魚料理 たちばな

☎
Fax41-8844
☎41-8844

篠木町2-1281-1 レガーロ・シノギ1F家族介護者支援センター　
てとりんハウス

☎
Fax85-6574
85-6574

鳥居松町5-44 春日井市役所12階オガッシダイニング

☎
Fax84-0335
83-1370
割塚町185末広

☎
Fax70-7602
70-7602
知多町2-51-3旬彩遊膳 ながなわ

☎83-5970
東野町西3-11-10寿し兵衛

☎29-7320
柏原町3-112シンカフェ

☎
Fax34-6121
31-2043
旭町1-5-3水徳 勝川駅前店

☎
Fax84-1919
84-1919
小野町6-2-3めん処 初海家

☎
Fax51-0426
51-3939
出川町1-13モスバーガー 春日井出川店

☎
Fax86-5007
86-5007
西山町3-15-4モスバーガー 春日井市民病院前店

☎
Fax81-2447
81-2400

六軒屋町6-118-2まるすぎ

☎87-0026
柏井町4-17ミスタードーナツ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax34-6121
31-2043
八光町1-18-1水徳　

☎31-3100
朝宮町3-19-9Maya 朝宮本店

☎
Fax32-5650
31-4553

前並町字前並4-1前並米穀店
灯油も可

☎83-2800
浅山町1-2-61（総合福祉センター内)ニューロイヤル

☎32-9622
旭町1-1-3とんまる 勝川店

☎87-4500
柏井町4-17とんかつ３丁目

イオン春日井店内専門店

☎35-5022
旭町1-2-3とりまる 勝川本店

☎52-0356
白山町4-7-4日本料理 味香美

☎
Fax52-4567
52-0707
白山町8-9-14ブッシュドプーレ

日用品も可

☎
Fax34-1170
34-1155
柏原町1-21 花時

☎
Fax92-8980
92-8980
岩成台1-16-7プティポワール

☎89-0150
小野町6-1-6 エスペランサパース101マーキーズハウス

☎36-8622
旭町1-45韓まる 勝川店

☎
Fax32-5848
31-8059
美濃町2-155-2BESTライス丹羽

☎
Fax81-2513
81-2513
八事町1-11-2本田米穀店

Fax85-1905
☎84-8359
東野町4-11-1中華料理 四川

☎56-6000
上条町8-2691-1スパゲッティハウス めりけん堂

☎
Fax81-3989
81-3989

柏原町5-392 コーポラス吉田1F中華菜家 うぇいうぇい

☎57-2822
鳥居松町5-114-1とりまる 春日井店

☎87-7636
柏井町4-17築地 銀だこ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax81-8985
81-8787
八事町３-83鰻処まえの 本店

☎
Fax52-0500
52-0500
白山町8-1-8魚嘉

☎
Fax52-1752 
52-1234
松本町2-11-3うなぎ京料理 鈴季

☎
Fax52-8777
52-8777

高蔵寺町4-7-8 ファミール310 1F猪天 高蔵寺駅前店

☎
Fax29-7094
29-7094 
妙慶町121一服亭かちがわ

☎
Fax51-4412
51-4411
白山町3-11-12井藤菓舗

☎
Fax91-1134
91-1134

中央台1-2-2 サンマルシェ南館1階アブリエンド

☎56-0254
柏井町4-17プラスハート

イオン春日井店内専門店

☎
Fax82-2247Fax82-2247
82-2247

大手田酉町1-25-1POLA 春日井

Fax
☎37-3058
藤山台9-12-4メナード化粧品 藤山台代行店 藤山台サロン

医薬品も可 Fax37-3059

☎
Fax81-6555
85-8730
瑞穂通5-33カラダファクトリー

清水屋専門店

☎86-3339
柏井町4-17anyTime

イオン春日井店内専門店

☎
Fax82-1360
81-2633
鳥居松町7-115市原商店

☎
Fax81-6555
81-6151
瑞穂通5-33生活雑貨「リッケ」

清水屋専門店

☎
Fax91-3205
91-3205

藤山台3-1-3 342-102Ｊ.Ｓ藤山台
(旧、団地サービス藤山台)

☎83-6166
柏井町4-17キャンドゥ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax87-6167
87-6165

鳥居松町5-78 名北セントラルビル1Fニチイケアセンター
春日井

☎
Fax35-5723
35-5722
町田町2-68ニチイケアセンター

春日井西

☎
Fax53-2527
53-2521
白山町4-7-1ニチイケアセンター

高蔵寺

☎
Fax81-4537
81-4517
篠木町6-2-6東邦液化ガス名古屋支店

春日井サービスセンター

中央台2-1-14オレンジママ 高蔵寺店
37-1101Fax

☎0120-2833-19

☎
Fax41-8221
41-8220

大泉寺町292-342ペットショップ犬の家 春日井本店



4

タクシー

ガソリン ☎
Fax51-9425
51-0569
気噴町北2-214吉田石油 高蔵寺中央

☎
Fax32-5256
32-5222
若草通3-62若草SS

☎
Fax31-2637
31-5538
大和通1-7-28大和石油 大和通給油所

☎
Fax32-2323
32-2323
美濃町2-24美濃石油

☎
Fax34-6455
34-6455
前並町3-1-1美濃石油

☎
Fax51-0565
51-0560

玉野町字飼野109-8大和石油 玉野給油所

☎
Fax83-0818
82-2029

大泉寺町字大西454名古屋シェル石油販売
アベニュー春日井

☎
Fax31-7948
31-7937

大手町字丁田堂前1368丸錦石油店

☎
Fax82-0162
81-6208
町屋町1-81丸錦石油店

☎
Fax81-5950
81-5957
篠木町7-16-2大洋石油

☎
Fax51-2896
51-2886
大留町1-2-7東名石油

☎
Fax81-8765
81-8765

六軒屋町字東丘13-21セルフR19春日井

☎
Fax33-6285
33-6281

如意申町7-14-13サガミシード

☎
Fax31-1215
31-5341

黒鉾町字黒鉾67-4松栄石油店

☎
Fax81-8731
81-8731
上条町8-150上条石油

☎
Fax51-4938
51-2738
白山町5-22-3高蔵寺給油所

☎
Fax84-1467
81-5653
西山町1-3-5春日井西山町SS

☎
Fax51-1005
51-3970
高蔵寺町4-6-1春日井燃料

福祉用具も可

☎
Fax81-7860
81-7860

六軒屋町西3-3-3加藤商店

☎
Fax88-0903
88-0151

神屋町字御手洗2347-1加藤商店

☎
Fax82-3456
82-3456

松河戸町字村中1046加藤商店 春日井南

☎
Fax56-0269
56-0169
篠田町17-1グランド石油

☎
Fax51-0820
51-0820
松本町1-2-10春日井燃料 サンライズ出川

☎
Fax81-3039
81-3059
桃山町3-262愛米商事 桃山

☎
Fax88-1160
88-1160

明知町字上ノ田135-1アレキサンドリア 明知組

☎
Fax32-7662
31-9731

前並町字前並25-3伊藤石油店 前並

☎
Fax51-0761
51-0141

高蔵寺町5-14-20大池油店

☎
Fax052-262-1318
0120-10-2945

名古屋市中区栄4-16-29 中統奨学館ビル802アクトすまいる コールセンター
福祉サービスも可

☎
Fax0561-71-9963
090-9028-9879
瀬戸市北みずの坂1-7-8アポロ介護タクシー

旅行 福祉サービスも可

☎090-1472-0680
松河戸町5-10-36オレンジ介護タクシー

☎
Fax86-3208
41-8260
東野町西3-4-8移送サポート みちかぜ

☎
Fax052-908-9225
0120-18-9910

名古屋市北区西味鋺3-802-2エフイーケアサービス

☎
Fax0561-89-4234
0120-996-466

瀬戸市西山町2-5-5おおぞら福祉タクシー

☎
Fax0568-75-4443 
0568-62-4441
小牧市久保一色3411-10尾張介護タクシー24

☎
Fax0586-73-4446
0586-72-1271

一宮市本町3-5-9尾張交通 一宮営業所

☎
Fax33-8746
31-6558
小野町2-91尾張交通 春日井営業所

☎
Fax0568-77-7248
0568-77-7311
小牧市小牧原3-128尾張小牧タクシー

☎
Fax0568-61-6075
0568-61-6678
江南市古知野町瑞穂23尾張北部タクシー

☎
Fax0568-33-8746
0568-31-6558
犬山市犬山東古券354犬山タクシー

☎
Fax0586-73-4446
0586-72-1271

一宮市木曽川町黒田一の通128尾張西部タクシー

☎
Fax85-3833
85-9434
東野町6-15-5介護センター あかとんぼ

福祉サービスも可

☎
Fax 0568-39-4093
0568-39-4092

犬山市大字羽黒字古市場156-１ ベルヴィルⅡ10Cかもみぃる
介護タクシー

☎
Fax51-2170
51-3550
白山町5-16-11近鉄東美タクシー 春日井営業所

☎
Fax052-805-6855
052-805-6734

日進市浅田町茶園2-33 グリーンヒルズ赤池201グッドライフサポート

☎
Fax0568-65-6969
0568-65-6789

小牧市城山3-3 サンコート桃花台A-1-4黒衣のタクシー
福祉サービスも可

☎44-2243
牛山町2911-31軽タク サンダル

☎
Fax052-799-7073
0120-510-832

名古屋市熱田区幡野町18-8コトー介護タクシー

☎
Fax0561-84-1500
0561-84-4000

瀬戸市八幡台1-4栄交通

☎
Fax87-6616
87-6625
上条町7-96-1さんりん舎

☎
Fax0568-23-4012
0568-23-4008
北名古屋市九之坪白山81じゃがいも畑介護サービス

☎
Fax052-751-5431
090-1291-4799
名古屋市千種区南明町2-74サポートタクシー               

そよ風  

☎
Fax052-913-7169
052-912-3456
名古屋市北区中切町1-63鯱第一交通

☎
Fax0586-43-5770
0586-43-5770
一宮市末広3-20-32すえひろ福祉タクシー

☎
70-8889
70-0981
ことぶき町103匠介護タクシー
Fax

☎
Fax0568-40-2387
0568-76-6336

小牧市大字久保一色2826-1ちゃ茶介護タクシー
福祉サービスも可

Fax40-1233

高蔵寺町北1-86-1go out taxi ☎080-1610-5389

☎
Fax0587-94-2602
0587-94-2601
丹羽郡大口町余野2-197介護タクシー

まるちゃん

☎
Fax0586-69-4366
0586-82-1033

一宮市萩原町高松字西郷裏26-1介護タクシー 
おおきなお世話

☎
Fax0586-51-4627
0586-51-4655

一宮市浅井町尾関字堀田14介護タクシー
ふじSUN

☎
Fax052-736-4261
090-7694-9609

名古屋市守山区中志段味大洞口2743-1 シャトー守山202号介護タクシー
いちご

☎
Fax84-1029
81-3105
八事町2-166春日井タクシー

Fax37-2493
070-5256-4104

坂下町2-1396-10 ヴィーブル103介護タクシー 
やすらぎ空間 ☎☎090-9182-2878

柏原町3-260拉麺 昭吉

☎86-5025
柏井町4-17リンガーハット

イオン春日井店内専門店

Fax52-2223
☎52-2223
出川町8-17-1わしょく屋

☎88-1234
神屋町字引沢57-1レストラン まる杉

☎33-4322
勝川新町2-2-1らーめん ろにか

☎
Fax37-1018
32-8028
勝川町6-151モスバーガー 勝川店

☎
Fax36-2468
36-2468
如意申町4-4-2モスバーガー 春日井如意申店

☎
Fax85-7553
85-7553
菅大臣町114モンシェル 春日井店

☎
Fax33-2837
31-2104
八光町１-２モンシェル 勝川本店

☎
Fax85-7894
82-6373
鳥居松町3-105やき家 笑福

☎
Fax88-1443

0120-88-1211
神屋町玉畑1898-3東鉄タクシー 

春日井営業所

☎
Fax0572-24-3533
0120-88-1211
多治見市田代町1-65東鉄タクシー 

多治見営業所

☎
Fax0573-78-4122
0120-88-2135
中津川市茄子川1785-37東鉄タクシー 

東部営業所

☎
Fax052-231-9917
052-231-9955
名古屋市中区栄1-21-17つばめ自動車
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文化・教養・スポーツ施設

旅行

医薬品

☎
Fax85-0119
85-0136
柏井町4-17アース・トラベル イオン春日井店

☎
Fax33-5596
33-6700

勝川町6-151 ルネッサンスシティ勝川2番街中日ツーリスト 勝川店

☎
Fax91-1833
92-1311
中央台2-5ツーリストアイチ 

サンマルシェ旅行サロン

☎85-0136
柏井町4-17トラベルプラザ

イオン春日井店内専門店

☎
Fax37-0001
37-0888
柏井町2-76ツーリストアイチ 

本社・営業本部

☎
Fax29-7336
29-7333

松本町1200 9号館1Fツーリストアイチ 
中部大学トラベルプラザ

☎
Fax83-2422
84-9421

南下原町1-10-6名鉄観光バス 春日井支店
ドラゴンズパックのみ利用可

☎
Fax36-2310
36-2311
松新町１-5ホテルプラザ勝川

食料品も可

☎
Fax56-8800
56-8931
下市場町6-8-6青空薬局 下市場店

福祉用具も可

☎
Fax31-2126
35-4560
若草通1-10-1飯田薬局

☎
Fax94-1601
94-1600
石尾台3-3-3ウエルシア 春日井石尾台店

日用品・食料品も可

☎
Fax87-3551
87-3550
下市場町3-7-2ウエルシア 春日井篠木店

日用品・食料品も可

☎
Fax35-6003
35-6002

追進町2-1-5 フレスポ春日井内ウエルシア フレスポ春日井店
日用品・食料品も可

☎
Fax0561-53-1657
090-1746-5656

廻間町宮滝1084-25げんき牧場

☎
Fax34-7253
34-6800
松新町1-4ルネック会議室・ルネックスポーツクラブ

☎32-1496
神明町12-2安藤珠算研究会

☎57-1730
柏井町4-17春日井グラウンドボウル

イオン春日井店内専門店

☎85-6868
鳥居松町5-44かすがい市民文化財団
Fax82-0213

☎
Fax052-321-5450
0570-039-758

名古屋市中川区尾頭橋３-18-13明和グループ

☎
Fax37-2333

090-7041-9099
牛山町1029-4るいちゃん介護タクシー

☎
Fax35-6337
35-6331
如意申町1-7-2ワンワールド

☎
Fax052-736-5318
052-736-5318

名古屋市守山区桔梗平2-1510ライフサポート高木

☎
Fax81-2525
81-3101
北城町4-3-5名鉄タクシー

☎
Fax052-895-1287
0120-806-566
名古屋市天白区野並2-12瑞穂タクシー

☎052-710-4761
名古屋市守山区小幡宮ノ腰6-19-2漫タクシー

☎
Fax0561-82-1923
0120-70-3745

瀬戸市山脇町18マルセタクシー　

☎
Fax050-3730-6968
0568-41-1138

小牧市郷中1-2まるは福祉タクシー

☎
Fax93-6015

白山町3-14-4 シャトル久103福祉タクシー あおい 0120-51-3305

☎
0568-62-7062
0568-62-7062

犬山市大字犬山字大門先21-２福祉タクシー アーク
Fax

☎
Fax95-3150
95-3411
高森台4-15-25福祉タクシー ウェルパートナー

☎
Fax0568-90-5988
0568-90-5988
小牧市小牧4-629-1福祉タクシー かなで

☎31-2768
柏原町1-38福祉タクシー 儀田サービス

☎
Fax0568-23-5268
080-8251-7937
北名古屋市熊之庄御榊39-４福祉タクシー kei

☎090-1785-8139
北名古屋市六ツ師女夫越33-1福祉タクシー

ほてい矢

☎
Fax052-977-4177
090-7757-9950

名古屋市千種区竹越1-1-13 ヴィラージュ橘103号福祉タクシー
あひる 福祉サービスも可

☎
Fax52-5337

0120-808-063
白山町8-18-14福祉タクシー こだま

☎
Fax052-504-2994
052-504-2994

清須市西枇杷島町上新37 G-5福祉タクシー しんさと

☎
Fax0568-70-0128
0120-294-211

犬山市桃山台2-51福祉タクシー そよかぜ

福祉サービスも可 ☎
Fax0561-87-2320
0561-87-2320

瀬戸市幡野町524プラス介護タクシー

☎070-1635-0758
勝川町8-2-2プレミアム送迎サービス

コンシェルジュ・ナゴヤ

☎090-2929-9490
清須市助七五反田89-4 千成ソミュール新川301福祉タクシー　                  

らっこ

☎
Fax55-3084

0120-911-685
東野町9-18-23福祉タクシー ほのぼの

☎
Fax0572-68-0227
0120-68-2277
瑞浪市松ケ瀬町2-10東鉄タクシー 

土岐･瑞浪営業所

☎
Fax052-204-1821
0570-04-8881
名古屋市中区栄1-15-3名古屋近鉄タクシー

☎
Fax052-241-6170
052-241-2233

名古屋市中区大須3-5-6 矢場町サンコービル7F名古屋ハイタク協同組合

☎
Fax052-938-9908
090-5453-0089

名古屋市東区徳川町2609-１ ロイヤルアーク徳川町701HURRY CARE TAXI

☎
Fax0568-21-3600
0120-294-039
北名古屋市片場六所76はるかぜ福祉タクシー

☎052-902-2368
名古屋市北区楠味鋺3-326福祉介護タクシー さわやか

☎27-8977
高山町3-21-2福祉車両ビートたくしー

☎
Fax32-7151
36-8550
二子町2-3-15スギ薬局 味美店

日用品・食料品も可

☎
Fax89-6512
89-6511

鳥居松町5-164-1クリエイトエス・ディー 春日井鳥居松店
日用品・食料品も可

☎
Fax53-2785
53-2772

高蔵寺町2-28-7クリエイトエス・ディー 春日井高蔵寺店
日用品・食料品も可

☎
Fax36-9302
36-9301
美濃町3-7クリエイトエス・ディー 春日井美濃店

日用品・食料品も可

☎
Fax35-6636
35-6635
小野町2-1-1サンドラッグ 勝川店

日用品・食料品も可

☎
Fax83-0413
83-0213
六軒屋町4-25佐合薬局

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax83-1616
83-1616
八事町2-134-7エイラクヤドラッグ

日用品・食料品も可

☎
Fax81-6255
81-6255
熊野町629カジタ薬局

日用品・食料品も可

☎
Fax31-1463
31-3592
朝宮町2-14-6かちがわ薬局 朝宮店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax86-1836
86-1835

東野町西3-4-10スギ薬局 東野店
日用品・食料品も可

☎
Fax34-6635
35-7610
松河戸町2-6-2スギ薬局 松河戸店

日用品・食料品も可

☎
Fax52-5766
53-2733
高蔵寺町1-46スギ薬局 高蔵寺店

日用品・食料品も可

☎
Fax37-3752
37-3751
ことぶき町8-3スギ薬局 ことぶき店

日用品・食料品も可

☎
Fax89-0582
89-0581
篠木町7-45-23スギ薬局 篠木店

日用品・食料品も可

☎
Fax94-7515
94-7510
岩成台5-2-7スギ薬局 岩成台店

日用品・食料品も可

☎
Fax27-6797
27-6796

六軒屋町字東丘22 イーアス春日井１Fスギ薬局 イーアス春日井店
日用品・食料品も可

☎
Fax87-7115
87-7113
大手町3-21-6スギ薬局 大手店

日用品・食料品も可

☎
Fax37-3812
37-3811

春見町1スギ薬局 春日井中央店
日用品・食料品も可

☎
Fax93-6530
34-6580
朝宮町2-18-2中部薬品 V.drug 春日井朝宮店

日用品・食料品も可

☎
Fax34-7122
34-7121
勝川町5-105たんぽぽ薬局 勝川店

日用品・食料品も可

27-8032
☎
Fax
27-8031

高蔵寺町北2-53たんぽぽ薬局 高蔵寺店
日用品・食料品も可

☎
Fax89-8562
89-8561
六軒屋町5-22スギ薬局 六軒屋店

日用品・食料品も可

☎
Fax56-3831
56-3833
小野町6-4-1中部薬品 V.drug 春日井小野店

日用品・食料品も可

☎
Fax53-5662
53-5661
神領町3-5-5中部薬品 V.drug 春日井神領店

日用品・食料品も可

☎
Fax86-7552
86-7551
関田町2-200中部薬品 V.drug 春日井関田店

日用品・食料品も可

☎
Fax34-8120
34-8102
西高山町2-2-9中部薬品 V.drug 春日井西店

日用品・食料品も可
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☎
Fax91-3200
91-3200

藤山台3-1-3 342-101藤山台薬局
日用品・食料品も可

☎
Fax93-6100
29-6688
東野町7-3-11B&Dドラッグストア 東野本店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax44-2299
44-2277
如意申町4-5-3B&Dドラッグストア 宮町店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax27-7711
27-7700
如意申町5-7-1B&Dドラッグストア フィールネットワーク店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎84-3912
東野町西2-18-6ドゥープラス

☎81-7252
八事町3-7ニューモーラー理容室

☎31-5478
勝川町6-47BARBER ウチダ

☎91-5859
岩成台9-2-4ブラザー理容

☎83-6920
柏原町3-120-4アイ理容室

☎83-6682
割塚町130アルル理容

☎81-5445
鳥居松町7-56伊藤理容店

☎88-0545
坂下町2-1085-1稲垣理容

☎83-5087
六軒屋町6-232岩田理容

☎83-1159
若草通5-10おがわ理容

☎92-0165
石尾台3-5-15おしゃれサロン マツモト

☎91-4804
高森台10-2-3 2-101(支)おしゃれサロン マツモト

☎81-6451
篠木町1-47-3コトブキ理容

☎55-8255
六軒屋町3-158THE BARBER SHOP

☎82-7266
東野町9-18-7下嶋理容

☎89-1484
東野町9-18-28しんぷく

☎31-3555
如意申町4-16-8スギ理容

☎31-8250
大手町1103-13第2アオキ理容院

☎82-2486
月見町5591-6月見理容

☎81-1934
柏井町3-145-2ツバメ

☎84-5581
瑞穂通1-204カットサロン やまだ

☎83-4405
篠木町7-10-21カワイ理容

☎31-1269
天神町7北原理容

☎33-4433
西本町1-14-21カットサロン ヒビキ

☎81-6450
篠木町5-1ヘアーサロン イトウ

☎91-1761
藤山台10-1-21ヘアーサロン 杉

☎84-6168
桃山町3066-3ヘアーサロン オギソ

☎88-0125
坂下町3-510-7ヘアーサロン オゼキ

☎91-2027
石尾台2-3-13ヘアーサロン カジロ

☎31-7411
二子町1-6-8ヘアーサロン クイン

☎82-7132
熊野町1510-1ヘアーサロン クリモト

☎84-7070
大手町3-1-16ヘアーサロン アカシヤ

☎84-6066
東野町6-16-10ヘアーサロン タキモト

☎88-4802
坂下町7-760-459ヘアーサロン ドリーム

☎33-5655
小野町1-1ヘアーサロン ニシオ

☎31-6537
黒鉾町字黒鉾67-6ヘアーサロン のゝ川

☎83-5839
六軒屋町5-73ヘアーサロン ピアス

☎88-0603
坂下町2-1048ヘアーサロン ひらの

☎84-5004
篠木町6-2432-5ヘアーサロン フクナガ

☎51-1692
高蔵寺町北1-203ヘアーサロン ホットシガー

☎31-6886
西本町1-9-15ヘアーサロン 松葉

☎81-8688
松河戸町2590-1ヘアーサロン ミドリ　　

☎31-2121
牛山町3234-7ヘアーサロン 吉野

☎51-4500
白山町4-1-5ヘアーサロン MIYAZU

☎81-8448
篠木町1-8-1ヘアーサロン モリカミ

☎82-5751
菅大臣町71ヘアーサロン 　川

☎51-0683
高蔵寺町2-135ヘアースタジオ カンベ

☎51-8227
神領町北2-9-5ヘアーサロン リラ

☎81-7516
中央通1-91ヘアーサン コジマ

☎92-8020
高森台1-19-45ヘアーステーション タグチ

☎
Fax44-0111
92-4193
中央台7-8-15B&Dドラッグストア 中央台店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax27-6888
87-6893
鳥居松町2-237B&Dドラッグストア 鳥居松店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax37-2424
36-8593

如意申町3-13-11B&Dドラッグストア 如意申店
日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax29-8891
53-1793
白山町4-10-10B&Dドラッグストア 高蔵寺白山店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax51-9767
51-1158
不二ガ丘１-１７出川薬局

☎
Fax83-9650
83-9650
大手町96-8カットハウス ヒビキプラスワン☎

Fax88-8440
93-0801
坂下町4-613ドラッグスギヤマ 坂下店

日用品・食料品も可

☎
Fax85-0310
87-6201
六軒屋町3-172ドラッグスギヤマ 六軒屋店

日用品・食料品も可

☎
Fax37-3555
53-4193
松本町1-11-3B&Dドラッグストア 高蔵寺コスモスガーデン店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax27-8080
35-5093

松新町1-3 ルネッサンスシティ勝川1番街1F101B&Dドラッグストア 勝川駅店
日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax53-2359
53-2353
庄名町2-4-2ドラッグユタカ 庄名店

日用品・食料品も可

☎
Fax44-0115
34-4193

味美白山町2-9 ベルニシキ1FB&Dドラッグストア 味美店
日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax44-0093
87-4493
岩野町2-13-13B&Dドラッグストア 岩野店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax35-5488
35-5488
柏原町2-84ツルハドラッグ 春日井柏原店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎27-5075
如意申町6-7-11中部薬品 V.drug 春日井如意申店

日用品・食料品も可

☎
Fax35-4691
35-4690
宮町字中島1-1中部薬品 V.drug 春日井宮町店

日用品・食料品も可

中部薬品 V.drug 勝川店
日用品・食料品も可 ☎

Fax35-2898
35-2897
知多町4-10

☎
Fax52-7022
52-1211
東神明町1-3-8中部薬品 V.drug 高蔵寺店

日用品・食料品も可

☎
Fax51-2810
51-1200
高蔵寺町2-130つくし薬局

福祉用具も可

☎
Fax86-5688
86-5688
篠木町7-18-22ツルハドラッグ 春日井篠木店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax86-3175
86-3175
下津町北島266ツルハドラッグ 春日井下津店

日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax85-8267
85-8252

上条町4-32 信濃ハイツ1Fツルハドラッグ 上条店
日用品・食料品 福祉用具も可

☎
Fax27-9507
27-9506

六軒屋町字東丘25-2 ザ・モール春日井Part２内中部薬品 V.drug 六軒屋店
日用品・食料品も可



7

美容

☎84-4401
柏井町5-286理容 ハヤシ

☎83-2953
六軒屋町6-177理容 ふじわら

☎31-5607
花長町2-14-3理容 プリンス永島

☎81-7505
王子町1-1理容 モリモト

☎81-1380
上条町10-2901理容 ヤナ

☎81-7869
篠木町7-5-29理容 ヨコイ

☎32-8052
高山町3-7-13ロワール

☎33-1465
柏原町1-57理容 渡辺

☎83-8780
下条町3-5-13理容 ライオン

☎31-8960
柏原町3-42理容 ライオン

以上の店舗へFaxでお問い合わせが
ある場合は34-1058（理容ナカシ
マ）へ送信してください。

☎
Fax51-5066
51-5066

不二ガ丘2-123-2セント ジョージ

☎31-0195
八光町3-17 第2カーサENSHOクリップヘアー

☎31-1148
旭町2-18ナカムラ理容館

☎81-3225
瑞穂通6-29-3ひびき理容店

☎81-7448
篠木町7-15-5富士理容

☎070-4441-9181
稲口町1-13-2Barber Saeki

☎
Fax81-8048
81-8048

堀ノ内町3-7-16ヘアーサロン グリーン

☎81-2996
桃山町2-319理容 ナイス

☎31-6903
味美白山町1-11-1理容 ナルカワ

☎91-2009
藤山台10-5-13理容 ナカムラ

☎34-1058
大手町4-6-1理容 ナカシマ

☎83-8281
鳥居松町1-65ヘアーサロン ソノダ

☎
Fax36-8721
31-2325
若草通1-2-2ヘアーサロン ChiDoRi

☎52-5953
出川町7-11-2ヘアーサロン ヒカリ

☎82-0073
東野町3-4-8 エステート1FHAIR RIDE

☎83-7814
鳥居松町7-37ヘアーサロン ハマダ

☎86-2251
下市場町4-17-19ヘアフィール ナップ

☎81-7398
堀ノ内町4-5-20理容 原

☎
Fax31-8589
31-8589
美濃町1-25八坂理容

☎85-0015
六軒屋町1-47 J&Jビル2Fライオンズ理容

☎
Fax33-1887
33-1887
牛山町1307-3理容 デリカ

☎82-7576
六軒屋町1-120-2理容 サチ

☎88-0529
神屋町2298-145理容 ヒカリ
Fax88-0529

84-0522
☎
Fax
84-0522
田楽町1568-6理容 マチヤ

☎
Fax29-6674
29-6674
中央通2-83artis 

☎0120-66-1286
松河戸町6-2-9agree for hair

☎
Fax32-2334
32-2311
岩野町2-4-10アトリエ華人

☎
Fax56-3161
85-2581
八事町1-186アルヴェック

☎53-0616
高蔵寺町4-7-4 安藤ビル1Fアモル・ジゼル

☎34-3811
旭町1-33AIR  

☎53-2707
高蔵寺町北2-151ヴァンカウンシル 春日井
Fax53-2707

☎56-1098
柏井町5-210-1ACERO

84 7487

Fax 84 7487

☎
Fax32-4356
31-3416
松新町1-6いつもの床屋 髪まる

☎81-3084
桃山町2-89カットサロン イナガキ

☎81-6354
上条町1-106OGIHARA barber's style

☎81-4126
鳥居松町2-258ヘアーズ フジ

☎51-1367
高蔵寺町4-13-8理容 尾崎

☎81-2492
八事町1-192理容 カジタ

☎91-8946
中央台7-8-24理容 カジロ

☎88-1518
神屋町1948-1理容 カミヤ

☎88-3485
坂下町5-1215-655理容 小谷

☎32-3219
知多町1-165-1理容 アオノ

☎32-1743
大手町4-5-4理容 イナヨシ

☎32-1258
西本町1-5-9理容室 浅野

☎51-5024
気噴町北1-174理容 タナカ

☎51-1638
北城町4-2070-1理容 タニ

☎92-3838
石尾台3-2-6理容 寺沢

☎81-2407
上条町2-19理容 トキワ

☎31-2754
味美町2-139理容 トミタ

☎91-3838
岩成台2-1-2メンズヘアー ラ・クープ

☎32-3061
妙慶町3-19-1明星ヤマグチ

☎31-7032
宮町字宮町88-5ヘア・ニート

☎31-6823
二子町1-5-10マルミ理容

☎51-1651
高蔵寺町4-14-5HHP

☎84-3568
割塚町103-2へあーゆー

☎32-7609
西本町3-196ヘアーワークス キノセ

☎32-8162
如意申町7-14-15ヘアードレッサーズサロン かじた

☎34-2877
高山町2-31-4AYL　hair asamiya
Fax34-2876

☎
Fax35-0316
31-3210
中野町2-8-7春日美容室

☎95-0095
岩成台10-3-6カットハウス パーパス

☎
Fax53-0233
53-0233
大留町7-9-6オランジェ
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☎52-5034
出川町8-2-6美容室 PARCO

☎
Fax34-5022
34-2228
如意申町5-1-9美容室 花水木

☎
Fax89-3200
89-3200
町屋町3524美容室 はやがね

☎31-6122
朝宮町3-19-13美容室 ベガ 
Fax34-5252

☎32-8833
牛山町1307-33ヘアーブティック ヤマモト

☎34-2247
宮町字宮町58-1ヘアーワークス TF ミラージュ

☎
Fax56-1131
56-1131
西山町3-4-1ヘアメイク ブランシェ 

春日井市民病院前店

☎
Fax33-6415
33-6415
味美町2-83-2ヘアーファンタジー びび

☎84-9594
岩野町1-96美容室 Mai 

Fax84-9594

☎
Fax81-6555
81-9346
瑞穂通5-33美容室M’s hair KITA-HARA

清水屋専門店

☎84-8123
六軒屋町2-6美容室まちの店

☎
Fax32-0269
32-0269

牛山町2420-71hair salon suzu+oto

☎
Fax52-1278
52-1237
高蔵寺町2-14Hair Salon フリータイム

☎
Fax52-7471
52-7470
白山町6-2-4美容室ラペ 白山店

☎
Fax82-9240
56-8677
関田町3-31-1美容室Lip’ｓ（リップス）

☎51-8320
気噴町北1-123-1HAIR & MAKE MOGA

☎
Fax52-0119
52-0119
出川町6-18-6Hair & Make Color's

☎
Fax87-7777
87-7777
篠木町8-1-5ヘアーアヴリル

☎82-2666
鳥居松町8-91フラワー美容室

☎32-3473
小野町3-86 小野マンション107美容室 やま 

Fax32-3473

☎56-0573
中央通2-62-1美容室 レイ  
Fax84-4026

☎
Fax51-4817
51-4817

高蔵寺町北3-12-5Five Point

☎40-8787
高山町36-1フラッシュ 春日井店

☎95-4233
岩成台3-1-1フラッシュ 高蔵寺店

☎83-6656
東野町10-11-7フラッシュ 東野店

☎
Fax37-4141
37-4141
中央台２-1-11ブランシェ デ・ドゥ 高蔵寺店

☎
Fax85-9919
85-9919
大手町3-15-5ヘアーサクセス

☎
Fax91-4622
91-4622
岩成台7-2-6ヘアーショップ マイケル

☎83-0809
瑞穂通5-6-4ヘアー タナカ

☎
Fax85-1790
85-1790
六軒屋町1-47HAIR&MAKE MANO

☎
Fax51-6335
51-8396
不二町1-1-7パーマハウス セピア

☎52-3355
高蔵寺町3-6-11 井上ビル1Fbisco

Fax52-3350

☎
Fax81-4900
81-4900
大手町1-186美容室 nico

☎
Fax34-3994
34-3994
如意申町8-2-8美容室 NOME（ノーム）

☎
Fax33-5055
33-5055
高山町4-9-14ビューティサロン 樹絵瑠

☎
Fax51-8060
51-8060

高蔵寺町3-1-1 高蔵寺ビル１F美容室 WEGA

☎
Fax51-6034
51-6034
白山町6-1-2美容室 SAKUMOTO

☎81-7382
篠木町5-16-1ビューティーサロン ローラン

☎
  
51-0166

高蔵寺町4-18-1美容室 イナ

☎91-2024
藤山台3-1-3 342棟106号びゅうてぃさろん こうじ 

☎83-3277
六軒屋町東丘25-37ビューティサロン むとう

☎32-9257
前並町字前並22-9ビューティサロン のはら
Fax70-5985

☎31-2183
勝川町8-8-1 大東山ビル104美容室 アリス

☎
Fax52-4880
52-4880
庄名町2-5-1美容室 Oruga

☎33-2383
旭町3-9-3美容室 クープ

☎52-2532
出川町8-17-4美容室 キャリン・ミー 

☎84-5690
割塚町７４ ブルーム１A美容室 グレースベル

☎34-7345
松新町1-10美容室 就

☎
Fax57-1506
57-1506
朝宮町1-30-16美容室 スマイル

☎
Fax82-3192
82-3192

大手田酉町１-４-１４美容室 ソレールマミ

☎
Fax92-1730
92-7653
岩成台4-5-21美容室 ハッピーハウス

☎
Fax52-5686
52-5686
高蔵寺町2-66VERSUS HAIR

☎
Fax32-8611
32-8611
宮町1-8-5NOT yET

☎34-7166
高山町1-19-8ティーズ・ピーク

☎
Fax35-0748
33-6988

大手町甲斐作1225TJ｠天気予報 5mm

☎31-3557
如意申町2-9-4ナカヤ美容室

☎
Fax81-2577
81-2877
鳥居松町6-205川口屋

☎050-1551-5311
中切町1-2-7 コノミヤスーパー敷地内Glandeカット専門店

☎
Fax34-6063
31-0245
中新町1-17-9さなえ美容室

☎
Fax84-8827
84-8684

東野町10-15-14サロン・ド・シュガー

☎84-7277
関田町2-173サロン・ド・セビアン

☎51-3922
白山町5-23-23ササキ美容室  
Fax51-3922

☎33-4319
大和通1-29-7サロンド ミッキー

☎
Fax92-2239
92-2239
中央台6-6-1中央台 ビューティサロン ユー

☎
Fax52-0603
52-0603
白山町6-10-1cuarto hair

☎82-5050
東野町3-4-16さくらんぼ美容室

☎82-4652
六軒屋町西2-10-1サチ美容室

☎
Fax82-5832
82-5832
熊野町1970-3サロンド チェリー

☎
Fax51-2880
51-2880
大留町7-13-17SHAMPOO LOVERS

☎
Fax56-0059
56-0059
東野町2-16-7Shin 柏原通り店

☎
Fax90-3900
90-3900

高蔵寺町4-15-16Shin enom

☎
Fax83-4007
83-4007
乙輪町2-58zeal d/u/e/

Fax81-4417
81-4417
鳥居松町8-27corpeko ☎

☎84-5056
東野町10-14-4　コアビル１Fコア美容室

☎53-1777
高蔵寺町4-15-16 セシリア１階セブングロウ

Fax53-1777

☎
Fax82-8289
82-8289

鳥居松町5-114 鳥居松ビル1F髪創造 Muu

☎
Fax34-9765
34-9765

如意申町3-1-2 レジデンスサンパーク101髪切処 一

☎51-0046
高蔵寺町3-3-12カトウ美容室  
Fax51-0046
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福祉用具

☎
Fax06-6460-1919
06-6462-1594

大阪市此花区西九条1-33-13アイフレンズ 

☎
Fax052-916-8333
052-916-8333

名古屋市北区若葉通5-7 豊嶋ビル1Fあおい補聴器

☎
Fax0587-37-9458
0587-66-6348
岩倉市中本町東葭原5-7朝日義肢製作所

☎
Fax37-4134
37-4133
八田町8-3-1愛知県補聴器センター 春日井店

☎
Fax35-3672
35-1781
如意申町5-2-1愛安住 名古屋営業所

福祉サービスも可

☎
Fax06-6301-0296
052-201-8692

名古屋市中区栄2-1-12 ダイアパレス伏見1106号アツザワ・プロテーゼ
名古屋

☎
Fax0586-23-6818
0586-23-6808
一宮市猿海道2-11-9アルテックブレース

☎
Fax052-852-3217
052-852-6207

名古屋市瑞穂区瑞穂通1-4 LIVE桜山３階アンプリライブ
日用品･食料品 福祉サービスも可

☎
Fax052-758-5033
052-758-5011

名古屋市守山区守山3-11-28 NTT守山ビル1Fアビリティーズ・ケアネット 
名古屋営業所

☎
Fax0564-58-1141
0564-58-1128

岡崎市緑丘3-16-9イトーメディカル

☎
Fax52-2155
51-8650

高蔵寺町北1-46稲垣義肢

☎
Fax052-504-6575
052-504-6535
名古屋市西区山木1-37ウィールケアー

☎
Fax050-3737-3149
052-902-3657

名古屋市北区喜惣治1-299-3ウィル・プラス

☎
Fax55-7146

080-3613-2985
下屋敷町1-1-8ウェルハート

☎
Fax34-7201
34-7143

西高山町3-16-12中部義肢

☎
Fax92-6317
92-6311
中央台5-5-6桶庄 高蔵寺店

☎
Fax81-6555
81-6152
瑞穂通5-33介護ショップ「ゆうあい」

清水屋専門店

☎
Fax32-7306
36-1618
松新町2-102介護用品の店 サニー

☎
Fax086-243-8644
086-241-4226
岡山市北区今1-7-25岡山ライトハウス

点字出版所

☎
Fax94-7013
94-7011

中央台２-１-１４ OKBプランタン高蔵寺OKBケア明星
春日井

☎
Fax85-8140
84-8470

東野町10-12-15かしわばらメディカル

☎
Fax052-503-9595
052-501-7661

名古屋市西区中小田井5-179片山車椅子製作所

☎
Fax83-7133
83-7133
篠木町5-1313春日井補聴器センター

☎
Fax0572-25-1517
0572-25-0012
多治見市音羽町4-88協和義肢製作所

☎
Fax89-2675
89-2626

桃山町字北山5079-16サン・ビジョン 
レンタルサービス

☎
Fax075-352-2833
075-352-4545

京都市下京区間之町通高辻下ル稲荷町529-6ケンコー

☎
Fax052-799-7073
052-671-3052

名古屋市熱田区1番1-17-30琴葉

☎
Fax052-441-7855
052-441-3345

あま市中萱津道場6近藤

☎
Fax0586-71-5038
0586-71-5053

一宮市栄4-1-8 マキノビル1F視聴覚システム 
一宮営業所

☎
Fax51-1558
51-1147
出川町8-19-11じゃがいも友愛 

福祉用具貸与事業所

☎
Fax88-7938
88-8303
廻間町703-1春緑苑 福祉用具貸与事業所

日用品も可

☎
Fax078-642-0980
090-5061-5907

神戸市長田区駒ヶ林町1-16-8サポートハウス

☎
Fax56-8896
56-8834
南下原町6-4-8シルバー機器情報センター

☎
Fax56-5385
56-5385
梅ケ坪町29新日本補聴器 

東海補聴器センター 春日井店

下原町2266番地 コーポ鈴木102シルバー機器
福祉用具貸与事業所 56-1086

☎
Fax
56-1082

☎
Fax0263-44-0986
0263-29-2680

長野県松本市出川町15-12エラン

☎
Fax050-3588-7307
080-3680-2468
神領町北1-236-13-101訪問理美容One

☎
Fax52-1531
51-1331

不二ガ丘2-55-2ミヤ美容室

☎
Fax88-7739
88-7739

坂下町2-1091-1U hair sakashita

☎
Fax82-7539
82-7508
南下原町1-7-1ボナー

☎
Fax37-2337
37-2337
東野町3-12-17Mimi hair salon

☎56-7494
六軒屋町4-160ロマネスク

☎41-8584
割塚町138 河合ビル1Fリュドール 春日井店

☎84-9181
東野町西2-20-8まや美容室 
Fax84-9181

☎34-8737
如意申町3-13-15 クラウンハイツ1FBOND

Fax34-8737

☎
Fax40-0277
70-0783

鳥居松町1-９７ ＫＩコーポ403号室訪問美容
ヘアカットプラス

☎88-2179
神屋町654-490メリー美容室

☎33-3614
牛山町2447-9ユキ美容室

☎31-2032
角崎町30-2ルイズ 美粧院

☎
Fax29-9988
29-9988
御幸町2-8-3ヘアメイク ブランシェ 

訪問美容（訪問美容のみ）

☎86-5253
鳥居松町５-9５ リアリノ鳥居松ビル1FBel Tempo

☎
Fax56-2201
56-2201

堀ノ内町2-16-5ヘアメイク ブランシェ 
神領店

☎
Fax052-902-5290
052-902-5213
名古屋市北区五反田町78トーカイ 名古屋支店

☎
Fax052-954-1734
052-954-1733

名古屋市中区新栄町2-9 スカイオアシス栄2F東海リオン 
リオネットセンター栄

☎
Fax052-401-2359
052-401-2355
清須市朝日貝塚172東海ブレース

日用品も可

☎
Fax0587-54-8994
0587-54-8984

江南市村久野町冨士塚189どんぐり

☎
Fax052-354-3312
052-365-3767
名古屋市中川区高畑1-94なごみ

日用品も可

☎
Fax052-723-5401
052-723-5400

名古屋市千種区谷口町5-30名古屋医理科商会

☎
Fax89-3897
89-3378
鳥居松町4-71ナイスサポート

タクシーも可

☎
Fax0568-23-9599
0568-23-9591
北名古屋市能田村東15-9中日本車いす

日用品も可

☎
Fax052-654-4481
052-654-4521
名古屋市港区港陽1-1-65名古屋ライトハウス 

情報文化センター

☎
Fax0568-26-0381
0568-26-0380
北名古屋市弥勒寺東4-15ニック 尾張営業所

☎
Fax0568-39-6668
0568-39-6661

小牧市大字文津字池田239-1パナソニックエイジフリー
ショップ 尾張小牧日用品も可

☎
Fax0776-41-1545
0776-41-3225

福井県福井市栃泉町28-2-6ひまわりめがね

☎
Fax0568-24-8673
0568-24-8672

北名古屋市山之腰天神東145福祉の里 北名古屋
日用品・食料品も可

☎
Fax37-2691
37-2690
細木町2-51-1ほのぼの義肢

☎
Fax41-8603
41-8602
大手町4-6-8美濃庄 尾張営業所

☎
Fax0568-47-1702
0568-47-1701
小牧市大字林210-3松本義肢製作所

☎
Fax052-332-1216
052-331-0161

名古屋市中区千代田4-17-8ますだ医療商会

日用品・食料品も可 ☎
Fax052-799-6325
052-799-6333

名古屋市名東区極楽2-119-206MAREM

☎
Fax052-982-2828
052-910-7010

名古屋市北区大杉町4-62 大陶ビル1Fフロンティア 名古屋営業所
日用品も可

☎
Fax052-760-3262
052-760-3260

名古屋市守山区森孝東1-509 清水屋藤ヶ丘店4階フランスベッド 
メディカル 名古屋北営業所

☎
Fax052-737-2934
052-737-2933

名古屋市守山区小幡中2-22-12 第五深川ビル１階ブルーム 小幡店

名古屋市瑞穂区新開町28-26 名鉄堀田名店街ブルームヒアリング
ブルーム 堀田店 Fax052-881-6117

☎052-881-6116

☎
Fax052-962-3070
052-962-3001

名古屋市中区丸の内3-23-16三輪器械

☎
Fax0561-82-6885
0561-83-3252

瀬戸市平町1-11メディカルＫ

☎
Fax052-792-9212
052-792-9211

名古屋市守山区瀬古東2-333メディ・ケア
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障がい福祉・介護サービス

☎
Fax050-6865-6329
0572-56-8877
多治見市明和町5-11-1髪ともだち

☎
Fax052-718-9717
052-755-0167

名古屋市千種区竹越2-6-17 プリオール竹越207髪や名古屋

☎
Fax37-2933
37-2933

藤山台1-1 高蔵寺まなびと交流センター3F春日井こども発達支援センター
てくてく

☎
Fax0568-39-4093
0568-39-4092

犬山市大字羽黒字古市場１５６-１ ベルヴィルⅡ１０Cかもみぃる 
訪問介護事業所

☎
Fax97-5173
55-8967
六軒屋町1-24Kids salon こたん

☎
Fax0572-43-6997
0572-43-2033
多治見市池田町4-197共同生活ラップ

☎
Fax56-1673
85-1070

林島町165 メゾン藤101号室グループホーム あざみ

☎
Fax35-5513
35-5514

前並町字東屋敷10-18グループホーム 
アンジュウル

☎
Fax88-0720
88-0724
西尾町325-5グループホーム さいお

☎
Fax88-0720
88-0724
坂下町4-297-1グループホーム 坂下

☎
Fax88-0720
88-0724
中切町2-5-4グループホーム 太陽

☎
Fax88-0720
88-0724
高森台5-6-6グループホーム 花桃

☎
Fax35-5256
35-5255

四ツ家町字四ツ家186ケアホーム・グループホーム 
はるひ野

☎
Fax87-3733
87-3722
六軒屋町6-92心の泉 春日井ヘルパーステーション

☎
Fax88-4776
88-4775
岩成台7-2-6こだまのいえ 岩成台

☎
Fax88-4776
88-4775
岩成台10-2-18こだまのいえ 岩成台西

☎
Fax88-4776
88-4775
高蔵寺町2-86こだまのいえ 高蔵寺

☎
Fax88-4776
88-4775
藤山台10-1-17こだまのいえ 藤山台

☎
Fax88-0720
88-0724

下条町字北本997-1グループホーム 王子

☎
Fax97-8047
97-8047
大手町2-247グループホーム わおん春日井

☎
Fax93-0534
93-0533

西尾町字前新田325-5さいおワークス

☎
Fax33-3568
34-6557
如意申町8-8-2サービス付き高齢者向け住宅

あいゆうの森

☎
Fax32-2311
32-2311

四ツ家町字二ツ杁43-1サポートセンター ふらっと

☎
Fax37-2727
37-2727
藤山台7-1-2指定相談支援事業所 叶援

☎
Fax51-5069
51-1147
出川町8-19-11じゃがいも友愛 介護事業所

☎
Fax83-0080
83-1181

中央通1-52 セントラルビル2F就労移行支援事業所 
ふらっぷ

☎
Fax37-0880
37-0080

八事町2-137 シャトー鳥居松101就労支援事業所 エコール

☎
Fax88-7938
88-5828
廻間町703-1春緑苑 ヘルパーステーション

Fax37-2933
37-2933

藤山台1-1 高蔵寺まなびと交流センター3F
☎就労支援事業所 

藤東ジョブズ

☎
Fax84-2732
84-2732
八田町7-3-15かすがいフォレスト

☎
Fax88-5802
88-5593
廻間町703-1春日苑

☎
Fax86-3208
86-3207
東野町西3-4-8介護ステーション ohana

☎
Fax52-5558
52-5558
出川町5-25-2いちごのプール

☎
Fax37-4541
37-4540
六軒屋町5-25ウィズ春日井

☎
Fax0586-51-0150
0586-51-4401

一宮市浅井町西浅井字弐軒家47一宮市社会福祉事業団 
いずみ福祉園

☎
Fax51-2159
51-2377
白山町5-32-2かきつばた

☎
Fax32-5576
32-5575

西本町1-10-11 木野瀬マンション1階介護ステーション                  
愛

☎
Fax32-5576
32-5575

西本町1-10-11 木野瀬マンション1階介護ステーション                  
愛 デイサービス

☎
Fax86-5728
56-6051
大手町3-11-12アニモ

☎
Fax29-6194
29-6584
出川町2-2-7いきいき介護

サービスセンター

☎
Fax37-4831
37-4830
下条町3-14-6あみぷらす

☎
0569-27-6680
0569-27-5049

半田市鴉根町3-40愛厚半田の里

☎
Fax33-3568
33-3573
如意申町8-8-2 あいゆうケアステーション

☎
Fax33-2557
33-2557
如意申町8-8-2 あいゆう倶楽部

☎
Fax29-7126
29-7125

神屋町字海道654-280アットグロー みのり

☎
Fax27-6688
27-6677
南下原町6-1-1アスモ南下原Ⅰ

☎41-9389
神屋町字海道654-285アットグロー みのり２

Fax41-9390

Fax
☎
0568-42-1297
0568-54-2321

小牧市小牧1-232ライフケア研究所

☎
Fax0568-73-7335
0568-73-6601
小牧市小木５-332-１ヤマシタ 小牧営業所

☎
Fax052-879-2092
052-879-2080

名古屋市緑区諸の木3-1201ヤガミホーム                    
ヘルスセンター鳴海

☎27-5234
高蔵寺町北3-1-12 カルチェ1F障がいこころの会

☎
Fax89-0403
89-0402
東野町2-15-3障害者支援センター 

ライフ空間

☎
Fax41-9886
41-9898
高森台5-6-5障害福祉サービス事業所 

キッチン高森

☎
Fax27-7528
27-7527
高森台5-6-6障害福祉サービス事業所 

たかもり

☎
Fax93-9072
93-9071

廻間町字神屋洞703-1第二養和荘

☎
Fax56-9123
56-9123

上条町6-2397-4すごろくクラブ

☎
Fax33-1311
32-1151
妙慶町3-22-1すずらん春日井

☎
Fax56-9179
56-9152
下津町500第2春緑苑ヘルパーステーション

☎
Fax95-5255
95-5255
高森台2-5-10生活就労多機能事業所

ジョブズプレイス

☎
Fax88-0720
88-0724
坂下町4-297-1地域活動支援センター 坂下

☎
Fax0568-79-0128
0568-79-0428
小牧市大字上未3121ちぇりっしゅ

介護ステーション

Fax37-1196
37-1129
六軒屋町6-92生活介護みらい ☎

☎
Fax41-8844
41-8844
篠木町2-36-1デイサービスてとりん村 生活介護

地域密着通所介護

☎
Fax29-5135
37-0512

白山町6-9-5 臼田ビル１階西側号室deco boko BLUES

☎
Fax87-6558
87-6557
中切町3-3-17なかぎりワークス

☎
Fax84-9913
84-9913
小野町5-64ドリーム＆ホープ

☎
Fax70-4317
70-4317
押沢台5-16-14徒夢創屋

☎
Fax0568-78-7890
0568-78-7890

小牧市本庄字郷浦2588-140とまとのプール

Fax0533-93-7689
☎0533-93-7686
豊川市足山田町年長1-6としなが福祉会

Fax
052-751-1268☎
052-762-2125

名古屋市昭和区川名町1-5名古屋ライトハウス 
光和寮

☎
Fax052-762-2125
052-751-1268

名古屋市昭和区川名本町1-20名古屋ライトハウス デイサービス
センター クリエイト川名

☎
Fax88-0413
88-0363

廻間町字神屋洞703-1はさま

☎
Fax37-1196
37-1197
六軒屋町6-92日中一時支援 野の花

☎
Fax29-5267               
29-5247
高森台5-6-5はるひ荘

☎
Fax052-308-5218
052-710-2359

名古屋市名東区新宿2-56 シャンポール新宿103フェイト
福祉用具も可

☎
Fax29-7185
29-7184
中央台8-5-5ひかり介護サービス

☎
Fax052-251-2901
052-251-6670

名古屋市中区千代田2-16-28ヤガミホーム ヘルスセンター名古屋
日用品・食料品も可
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☎
Fax85-2651
85-2651
貴船町175放課後等デイサービス

はぐぽん  きふね町

☎85-3228
鳥居松町6-205-2 ハイム田中１階放課後等デイサービス

はぐぽん おとわ公園
☎
Fax93-6645
93-6645
出川町5-25-2みんなのプール 歩風 

生活介護

☎
Fax 0568-47-1325
0568-47-1320
小牧市上末3440-155訪問介護 しゅう  

☎
Fax27-8210
27-8100

高蔵寺町北3-1-12訪問介護 あいおい

☎
Fax90-5056
90-5055
関田町2-150放課後等デイサービス

はぐぽん せきだ町

☎
Fax84-1363
84-1363
小木田町110放課後等デイサービス

はぐぽん classおぎた町

☎0562-33-0101
東海市中央町7-22Bon Sante. HAIR

☎
Fax52-0012
52-0012
白山町7-1-9みかんのプール

☎
Fax37-4187
84-5123
瑞穂通1-45みずほ

☎
Fax37-2933
37-2933

藤山台1-1 高蔵寺まなびと交流センター3階まちスウィング
文化・教養 日用品も可

☎
Fax86-3722
86-3721

大手田酉町1-2-５訪問介護 はなたば

☎
Fax82-8221
82-8220

篠木町5‒24‒1 伊藤信ビル1F訪問看護ステーション 
仁 春日井　

二子町1-6-6
☎
Fax35-7032
34-1002ほのぼのデイサービス

☎
Fax93-6613
93-6604

高蔵寺町北3-12-20未来フィールド

明知町412-3みんなのプール 走風 生活介護 ☎
Fax37-3344
37-3344

☎
Fax35-6337
35-6331
如意申町1-7-2ワンワールド

居宅介護事業所･訪問介護事業所 

☎
Fax37-2714
37-2714
藤山台7-1-2メロンのプール

☎
Fax93-6645
93-6645
出川町5-25-2みんなのプール まーじ

☎
Fax82-8511
82-8211
篠木町5-19-2リハビリテーション

デイサービス 仁 春日井

☎
Fax87-7791
87-7760
鷹来町4888-1ワーカー鷹来

☎
Fax88-8580
88-4611

廻間町字神屋洞703-2わかば

☎
Fax88-0378
88-0322

廻間町字神屋洞703-1養和荘

☎
Fax41-9885
41-9880
高森台5-6-5養楽荘

☎91-3153
石尾台5-14-6ゆうゆう倶楽部 デイサービス

☎
Fax93-9103
93-9101

明知町字西追分1030-1夢の家
施設入所支援･生活介護・短期入所・日中一時支援

☎
Fax29-6857
29-6848
高森台6-22-26ゆうゆう倶楽部 地域活動

支援センター 文化・教養も可

☎
Fax0567-32-5002
0567-32-5000
津島市元寺町3-97-1ゆうとぴあ恵愛

☎
Fax81-3110
81-3100
八田町7-4-1安江工務店 春日井店

☎
Fax37-4106
37-4105
八光町2-18-2リハビリテーション

デイサービス 仁 勝川

☎
Fax36-5056
36-5055
旭町3-9-5ヘルプステーション のどか

福祉用具も可

☎
Fax29-5177
37-1405

出川町8-11-8 アカデミーコートユリウス105ぺんたんち
コロニー＆クレイシ

☎
Fax37-1926
37-1917
大手町3-5-5ぺんたんち２．

☎
Fax37-4279
37-4279

篠木町２-１２８１-１ レガーロ篠木1階放課後等デイサービス 
にじいろＰＬＵＳ＊

☎
Fax88-0720
88-0724

廻間町字神屋洞703-１ヘルパーステーション 
ようわ

☎
Fax37-2077
37-2093

六軒屋町1-47 J&Jビル2-Cヘルパーステーション 
ワークビー春日井

☎
Fax37-2933
37-2933

藤山台1-1 高蔵寺まなびと交流センター3Fプライマリーすてっぷ

☎
Fax44-2329
44-2325
瑞穂通1-191bridge

☎
Fax35-3302
35-3301
妙慶町164ペルセウスケアサービス

タクシーも可

☎
Fax87-6733
87-6718
柏原町2-183-1ヘルパーステーション 望

☎
Fax37-3774
37-3774
白山町6-12-4ぶどうのプール

☎
Fax0572-53-0381
0572-53-0380
土岐市土岐口中町3-96                           福祉の里 土岐営業所

☎
Fax85-5981
85-5982
篠木町8-2-22福祉の里 春日井営業所


