
業種名 屋号 会社名または氏名 電話番号
6.サービス業

理容カナモリ 金森　彦陽 93-4718
理容アダムス 松井　勝美 93-0392
成田設計 成田　　清 92-0036
平山商店 平山　照美 93-2246

今枝　俊雄 93-2430
亀井針灸・接骨院 亀井　順二 93-8834

㈱ツアー・ステーション 93-1128
犬山ﾀｸｼｰ㈱ 93-2235

キムラ理容院 木村  和子 93-0712
菊田珠算学院 菊田    力 93-2353

株式会社兼松 93-2518
冨貴美容室 山田  文子 93-4852
江口不動産 江口  幸治 93-2835

㈲尾北ホームニュース 53-3001
佐橋自動車 佐橋　昇一 93-1506
竹田屋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ商会 兼松　和子 93-2103
寿駐輪場 池戸  　充 93-8570
ｶﾌｪﾚｽﾄ 新生 亀井  　修 93-1656
間瀬社会保険労務士事務所 間瀬　　勝 93-2231

㈱アイワ不動産 93-2544
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ かおり 沢木　高光 93-3805
田口理容店 田口　和美 93-6597

千田　美佐子 93-3465
藤木治療室 藤木　正直 92-0478

㈲高瀬新聞店 93-5110
㈱扶桑ゴルフ倶楽部 92-1313

オガワ理容 小川  　汎 93-0128
(有)千竹地所 92-2128

村瀬文雄 村瀬　文雄 93-2729
田中測量登記事務所 田中　宏道 93-0007
理容谷川 谷川　紀夫 93-4055
美容室かとい 平松　和茂 93-1800
ソハラエージェント 細江　雅巳 92-2172
理容イシイ 石井　とみ子 93-0236

㈲サインデコ 93-5222
美容室ｾｿﾞﾝ.ﾄﾞ.ナカダイ 千田　令子 93-2755
髪工房　ＨＡＳＥＧＡＷＡ 長谷川　豊 93-2463
タナベ 田辺　清子 93-1876

ニューマウント㈱ 0586-45-3201
がんばる学園　貴船校 93-8537

早川ピアノ教室 早川　紀美子 93-6389
美容室マイヘアー 前田　友助 93-6677
司法書士　近藤順一事務所 近藤　順一 93-5135
会津会計事務所 会津　信浩 93-4588
美容室　幕麗夢 遠藤　美知子 93-8508
サロンドクープ 堀田　　薫 93-4601
大薮電気保安管理事務所 大薮　晴司 93-4041

内田自動車㈲ 93-0729
㈲アイシス 92-1820

亀井デンタルラボラトリー 亀井　鋭次 93-1693
長谷川ランドリ－ 長谷川　正好 93-1802
扶桑速算学会 浅井　洋育 93-0783
ダカ－ポ 浅井　捷史 93-0546
税理士法人　片山税務会計 税理士法人　片山税務会計 93-4009
弥天塾 倉橋　高宏 57-8044
山名珠算学院 今井　房子 93-3356

沢木　順子 93-1481



藤井鍼灸院 藤井　　優 93-3551
ｱﾃｲﾒﾝﾄｾﾞﾐ杉の子学習塾 高木　鈴代 93-4538

アクサ生命保険㈱ 55-8598
伊藤整形.内科クリニック 伊藤不二夫 92-3388

㈱岡本静子不動産 92-3630
カーピカランドレインボーイン高雄 高木　泰生
名桑塗材 宮川　　嵩 93-7200

㈱村瀬不動産 93-5352
美祢運送㈱ 93-1911
㈱ニーノコーポレーション 93-7833

伊藤書道教室 伊藤美子 93-2014
㈱沢木設計事務所 93-8008
栄興自動車㈱ 93-3535

扶桑中日バッティングセンター 伊藤保弘 93-0738
(有)木村商店 93-9046

CCNeｔ 中部ケーブルネットワーク㈱春日井局 0568-85-1177
犬山ツーリスト㈱ 91-2123

あまの歯科クリニック 大薮憲治 92-1678
はじめ税理士法人　小牧事務所 間宮勝則 92-0177
Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ｃｈａｕ　ｃｈａｕ (有)エスケーズ 54-0321
誠建築設計事務所 伊藤　誠 93-2950

鶴見節子 91-1218
アドバンス 松井琢磨 93-4400
喫茶ウメダー 楳田安正 93-7131
みやま測量事務所 間宮雅功 93-1740
浅井設計 浅井美孝 92-9522
髪工房ハセガワ 長谷川鉦三 93-2463
宮地信男事務所 宮地信男 92-2371
アトリエ　フルラージュ 谷口眞由美 92-9335

澤木克允 93-0583
美容室　プロムナード 藤井昌彦 93-5647

杉山一秀 93-1659
サンシティトモ 船場智恵美 0587-93-6536

プランテック株式会社 0587-22-8665
郷英館空手道場 宮川　基英 22-5361
らいおん接骨院 錦城　健太 92-9290
アンフール 渡邉好彦 0587-50-2001
ヘアーデザイン　プレゼンス 石田孫彦 0587-92-1110
ナチュラルボディ リボディ㈱
もり　歯科医院 森　貞彦
ツーリストサービス ㈱ツーリストサービス

河野運輸　有限会社 0587-93-7152
トリミングサロンＰＵＦＦ 福井里紗 0587-93-4202
大脇不動産 大脇益男 0587-93-4195
助健堂柏森整膚院 岡山　喬 0587-93-0927
りんご整骨院 小川幸三 0587-93-6722

㈱イフ．パレット 0587-91-3881
㈲光洋企業 0587-91-1800
江口岑生 0587-93-2354
㈱5Ｓサービス 0587-92-9011
株式会社ホーム不動産販売 0587-93-9990
㈱パコント 0587-81-4664

エリナ施療院 千田公美 0587-93-9103
株式会社中部クリーンシステム 0587-92-3807

山下電機 山下　隆 0587-92-2336
雲母ボーリング 飯島光明 0587-92-4066
栄スクリーン印刷 河合孝三 0587-92-3611
江口印刷 江口和彦 0587-93-0268
メゾン・プランドール 伊藤猛 0587-93-1621



エー・ケイ・アイ社労士事務所 森島亜紀 0587-74-1360
株式会社エルス 81－8550
鈴木　妙子 0587－81－3439

hair　face　染屋　～someya～ 田口篤基 0587－93－1480
㈱ライフデザイン 090-9177-9705

あんしん介護タクシー 近藤宏彰 0587-74-5777
亀井滋久 0587-93-9340

行政書士犬塚事務所 犬塚　智子 0581-92-3882
Ｅ保険プランニング 伊藤雄一 0587-93-2909
オフィスＮＥＸＴ 水野　聡 0587-93-8500
躰・工房　扶桑店 林　功久 0587-91-0180
Ａｎｇｅ ㈲なかね呉服店 0587-92-1120
寿第２駐輪場 池戸十三子 0587-93-8570
Ｄelapan 水野仁美 0587-81-8119
je　ｒeｖienｓ（ｼﾞｭ　ﾙﾋﾞｱﾝ） 納堂　紀久美 090-9193-6622
てつ接骨院 小澤　哲郎 0587-96-9229

医療法人　石田整形外科 92-1100
㈱ハニダ 93-2995
扶桑自動車㈱ 93-3074
㈲扶桑クリーン社 93-2365
㈱名古屋銀行扶桑支店 93-2300
㈱大垣共立銀行扶桑支店 93-2855
㈱木村屋 0587-51-0042


