2018.12.5現在

ゴールドメリット券ご利用可能店
利用代金お支払い時にゴールドメリット券をご利用いただけるお店をご紹介いたします。
他にも、ゴールドメリット券ご利用可能のお得なサービスをご用意しております（電話申込制）。
詳しいサービス内容やご質問は、Kixクラブ事務局までお気軽にお問合せください。

「Kixグルメ」「チョイス・ザ・グルメ」サービスでは、特典1または特典2のどちらかのサービスをお選びいただけます（特典の併用不可）。
ただし特典の適用は、飲食代金が1名様1回3,000円（税込）以上の場合で、かつ現金支払いに限ります（カード支払いは各レストランにご確認ください）。
【特典1】 ゴールドメリット券をご利用いただけます（1枚につき2,500円割引）。ご精算時にご提出ください。
※1名様1回につき1枚に限ります。

【特典2】オリジナルプレゼントを受けられます。ご注文時にKixクラブカードをご提示ください。
※オリジナルプレゼントの内容は、レストランによって異なり、予告なく変更になる場合がございます。

Ｋｉｘグルメ
ジャンル

提携店

所在地

電話番号

定休日

特典2

岐阜県エリア
料理旅館

粋料亭 助六

大垣市高砂町1-20

0584-81-1290

不定休

ソフトドリンク1杯サービス

レストラン

みやけ

大垣市高砂町2-7-3

0584-75-5847

不定休

ソフトドリンク1杯サービス

日本料理

料亭 四鳥

大垣市東外側町1-15

0584-78-2843

不定休

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ10名様まで）

寿司・和食

寿司会席 たつみ

大垣市室村町1-125

0584-78-9424

火曜日（祝日の場合は営業）

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

懐石料理

萬十みなみ

大垣市島里1-91-1

0584-89-4488

不定休

ウーロン茶1杯サービス

創作料理

香材創作食房 ail （アーユ）

大垣市中川町3-43

0584-82-2469

第1・2火曜日、毎週水曜日

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

カジュアル・
イタリア料理

Arvo （アルボ）

大垣市熊野町57-1

0584-93-3172

毎週月曜日、第3火曜日

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

飛騨牛焼肉

彩華（さいか）

大垣市西之川町2-45

0584-74-1129

日曜日昼・祝日昼（ﾃﾞｨﾅｰﾀｲﾑは営業）、
木曜日

ソフトドリンク1杯サービス

0584-73-9100

月曜日
（祝日の場合は翌日）

ウーロン茶1杯サービス
グラスワイン1杯サービス

ステーキ専門店

ブランチ・ヒロノヤ

大垣市本町1-77

イタリア料理

CUCINA （クッチーナ）

大垣市郭町東2-13

0584-83-1030

木曜日
（祝日・祝前日の場合は営業）

イタリア料理

Pizzeria Piluce（ピッツェリア ピルーチェ）

大垣市郭町3-212

0584-81-0510

不定休

ランチタイムはソフトドリンク1杯サービス、
ディナータイムはパターテ1皿サービス

和食

万福 （まんぷく）

大垣市波須3-11-1

0584-71-9667

火曜日
（月1回不定休あり）

ドリンク1杯サービス
（1グループ4名様まで）

イタリア料理

A due passi （ア・ドゥエ・パッシ）

大垣市墨俣町ニツ木214-1 （平塚家具ライムズ西館横）

0584-62-7887

毎週水曜日、月1回木曜日

ドリンク1杯サービス

川魚料理・かも料理・
うなぎ料理

和風レストラン 海津

海津市海津町馬目418

0584-53-0357

火曜日夜

ウーロン茶1本サービス

中国料理

橘華園 （きっかえん）

海津市南濃町安江1350

0584-56-1556

火曜日

ソフトドリンク1杯サービス

養老郡養老町養老公園1079

0584-32-1118

なし

養老名水滝ビールまたは養老山麓サイダー
プレゼント（1グループ1本まで）

安八郡神戸町神戸1112-1（神戸町役場西）

0584-28-0707

火曜日

ソフトドリンク1杯サービス
ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

会席料理・しゃぶしゃぶ 千歳楼（せんざいろう）
カフェ・レストラン

低糖専門キッチン 源喜

日本料理

料理旅館 揖斐川丘苑

揖斐郡揖斐川町北方2300

0585-22-1181

月曜日
（変更あり。事前確認が無難）

飛騨牛焼肉・
しゃぶしゃぶ・すき焼き

飛騨牛一頭家 馬喰一代 長良本家

岐阜市八代2-7-10

058-232-4129

なし

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ10名様まで）

飛騨牛焼肉・
しゃぶしゃぶ・すき焼き

飛騨牛一頭家 馬喰一代 岐阜神田

岐阜市神田町7-7

058-264-4129

なし

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ10名様まで）

寿司

千成寿司 本店

岐阜市長住町4

058-264-8491

月曜日、第3火曜日（祝日の場合は翌日）

ソフトドリンク1杯サービス

焼肉

炭火焼ジンギスカン 至誠通天（シセイツウテン）

岐阜市長住町4-8 村瀬ビル1F

058-262-3300

日曜日

ソフトドリンク1杯サービス

日本料理・寿司

貴久家

岐阜市黒野南2-10

058-239-4312

なし

食前酒1杯サービス
バースデー・結婚記念日利用の場合ケーキ
プレゼント（ディナー限定。予約時申込）

イタリア料理

川原町倶楽部 ラ・ルーナ ピエーナ

岐阜市玉井町21-1

058-265-4881

毎週火曜日（祝日の場合は営業）
水曜不定休

焼肉

焼肉 ばぁ場

岐阜市玉森町8

058-263-8088

日曜日

ワンドリンクサービス

和食・料理旅館

ホテルパーク

岐阜市湊町397-2

058-265-5211

なし

粗品プレゼント

水曜日
（変更あり。事前確認が無難）

ソフトドリンク1杯サービス

和食

土蔵レストラン 時季の蔵 （ときのくら）

岐阜市湊町10 （十八楼前）

058-265-1551
（十八楼）

料理旅館

長良川観光ホテル 石金

岐阜市長良112

058-231-8156

12月30日～翌年1月1日

ソフトドリンク1杯サービス

和食・料理旅館

萬松館

岐阜市大宮町2-18 （岐阜公園内）

058-262-0039

不定休

グラスワイン1杯サービス

中華料理

開化亭

岐阜市鷹見町25-2

058-264-5811

月・火曜日

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ4名様まで）

和食

割烹 河むら 本店

岐阜市清住町1-11-1

058-266-0360

月曜日

ソフトドリンク1杯サービス

058-275-2888

月曜日
（祝日の場合は翌日）

ドリンク1杯サービス
食前酒1杯サービス

季節料理

創味庵

岐阜市六条南2-18-8

フランス料理

レストラン ビーナス＆マーズ

岐阜市北島2-2-6

058-231-0656

月曜日
（祝日の場合は翌日）

フランス料理

Eau et sel （オー・エ・セル）

岐阜市宇佐3-18-15

058-275-6317

毎週火曜日、第2・3水曜日

食前酒1杯サービス

飛騨牛焼肉・
しゃぶしゃぶ・すき焼き

飛騨牛一頭家 馬喰一代 県庁東

岐阜市宇佐南3-3-17 2F

058-260-4129

なし

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ10名様まで）

フランス料理

鉄板フレンチ キャトル・セゾンMORI

岐阜市宇佐南4-5-5

058-268-2525

月曜日、第3日曜日

特別デザート1皿サービス

058-233-7213

月曜日
（祝日の場合は営業）

ドリンク1杯サービス
一口生ビール
またはソフトドリンク1杯サービス

フランス料理

薔薇舘 ラ・ローゼ ブランシュ

岐阜市則武中4-7-1

日本料理

松風庵

岐阜市長良志段見東山537-3 （ホテルアルモニーテラッセ内）

058-210-1025

なし
（ただし月1回程度臨時休業あり）

和食

天ぷら 元 （はじめ）

岐阜市又丸柳町20-1

058-234-1311

月曜日夜
（ﾗﾝﾁﾀｲﾑは営業、祝日の場合は翌日夜）

ソフトドリンク1杯サービス

日本料理

味彩 やちぐさ

瑞穂市祖父江1186 (墨俣一夜城西)

058-326-8188

水曜日

ドリンク1杯サービス

和食

川魚料理 魚勝

羽島市桑原町八神5234

058-398-8811

水曜日

小鉢またはデザート1品サービス

和食

日本料理 ほん郷

羽島市福寿町本郷462

058-393-1080

第3火曜日、毎週水曜日

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ4名様まで）

日本料理

料亭 安田屋

羽島郡笠松町県町95

058-387-2037

不定休

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

イタリア料理

ジーロ

各務原市那加前洞新町2-208

058-389-5239

不定休

デザート1品サービス

割烹・温泉旅館

旬樹庵 八勝閣 みづのを

各務原市鵜沼南町6-264

058-385-4611

なし

ジャンル

提携店

所在地

電話番号

定休日

特典2

日本料理・
しゃぶしゃぶ

大阪屋

各務原市鵜沼山崎町3-60 （JR鵜沼駅前）

058-384-1271

火曜日
（祝日の場合は営業）

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

創作フランス料理

迎賓館 サクラヒルズ 川上別荘

各務原市鵜沼宝積寺町3-82-2

058-384-0700

火・水曜日

ソフトドリンク1杯サービス

そば・日本料理

そば茶寮 文福笠井

各務原市蘇原飛鳥町3-47

058-380-0220

月曜日
（祝日の場合は翌日）

ドリンク1杯サービス

飛騨牛焼肉・
しゃぶしゃぶ・すき焼き

飛騨牛一頭家 馬喰一代 各務原

各務原市蘇原宮代町3-36-3

058-372-0896

なし

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ10名様まで）

創作フランス料理

川地家

多治見市日ノ出町2-34

0572-21-1551

火・水曜日

ソフトドリンク1杯サービス

フランス料理

ラパンアジル 本店

関市山王通1-9-20

0575-24-5580

木曜日

ｸﾞﾗｽﾜｲﾝまたはｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ1杯サービス
（1グループ4名様まで）

フランス料理

リリア-ヌ

可児市土田4384

0574-25-1159

月曜日
（祝日の場合は翌日）

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ3名様まで）

寿司

さとみ鮨

瑞浪市樽上町2-2-1

0572-67-3163

水曜日

グラス生ビール1杯サービス

割烹料理

割烹 かず由

瑞浪市上平町4-11-2

0572-67-3566

月曜日

中瓶ビール1本サービス

飛騨牛・日本料理

みわ屋 本店

瑞浪市土岐町3368-3

0572-68-3388

第3月曜日（祝日の場合は振替）、
毎週火曜日

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ10名様まで）

そば・日本料理

中津川・そば処 更科

中津川市太田町2-2-31（中津川駅前通）

0573-65-2075

水曜日、臨時休業あり

小鉢1品サービス

カフェ・レストラン

ANNIE HALL（アニーホール）

中津川市駒場777-8

0573-66-9339

第1日曜日、毎週月曜日

お好きなドリンク1杯サービス

フランス料理

メゾン ドゥ ジャルダン

恵那市長島町中野350-3

0573-26-2941

第2、4水曜日

グラスワイン
またはソフトドリンク1杯サービス
ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ3名様まで）

鉄板料理・
飛騨牛料理

泉坂

郡上市八幡町殿町177

0575-67-0474

火曜日
（祝日の場合は翌日）

郷土料理

大八

郡上市八幡町肴町883-1

0575-65-3709

不定休

ソフトドリンクまたはウーロン茶1杯サービス

和食・洋食

レストラン流響

郡上市八幡町殿町166 （流響の里内）

0575-66-2200

12月30日～翌年1月1日

グラスビール1杯サービス

そば・日本料理

蕎麦処 俄

郡上市八幡町殿町172

0575-67-2286

月曜日・火曜日昼

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

飛騨牛・郷土料理

覇楼館 （はろうかん）

郡上市白鳥町白鳥21-14

0575-82-3988

月曜日

プチデザート1皿サービス
ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

フランス料理

レストラン ももちどり

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）

0120-801088

火曜日（祝日の場合は翌日。臨時休業、
喫茶のみ営業日あり）、年末年始

宗和流本膳料理

料亭 洲さき

高山市神明町4-14

0577-32-0023

不定休

抹茶1杯サービス

精進料理・懐石料理

角正

高山市馬場町2-98

0577-32-0174

不定休

お箸プレゼント

日本料理

料理 なかむら

高山市片原町26

0577-34-3838

不定休

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

ステーキ

飛騨牛ステーキ専門店 キッチン飛騨

高山市本町1-66

0577-36-2911

水曜日（祝日の場合は営業）

ドリンク1杯サービス

寿司

本格江戸前寿司 松喜すし

高山市総和町1-40

0577-34-4766

不定休

日本酒（1グループ1合まで）
またはカニ汁サービス

創作フランス料理

NAGASE（ながせ）

高山市上二之町10-3

0577-35-9000

火・水曜日、年末年始（12/26～1/2）

ソフトドリンク1杯サービス

イタリア料理

TRATTORIA MIGLIACCIO（トラットリア・ミリアッ
チョ）

名古屋市中区栄3-6-1 ラシック8F
（名古屋栄三越南隣）

052-259-6754

ラシックの定休日と同日

ソフトドリンク1杯サービス

中国料理

中国菜館 桃の花 本店

名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビルB1

052-222-0500

日曜日

ソフトドリンク1杯サービス

海鮮居酒屋

海鮮山

名古屋市中区錦3-18-13 アミューズ錦ビル2F

052-265-6920

日曜日・祝日

ソフトドリンク1杯サービス

中国料理

中国料理 浜木綿 山手通本店
※浜木綿全店でKixクラブサービスご利用可能

名古屋市昭和区山手通3-13-1

052-832-3211

なし

月替わり試食品1コサービス
ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ4名様まで）

愛知県エリア

寿司会席・
しゃぶしゃぶ

辰巳寿し

名古屋市中川区昭和橋通6-41

052-361-4670

月曜日
（祝日の場合は営業）

日本料理

宝善亭 （ほうぜんてい）

名古屋市東区徳川町1017（徳川美術館内）

052-937-0147

月曜日（祝日の場合は翌日）、
12月中旬～年始

グラス冷酒
またはソフトドリンク1杯サービス

会席・加賀料理

名古屋 浅田

名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ・タワーズプラザ12Ｆ

052-569-5151

なし

ドリンク1杯サービス
グラスワイン
またはカクテル1杯サービス

レストランバー

ウィズ バイ サイプレス

名古屋市中村区名駅2-43-6（ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋内）

052-571-0111

日・月曜日（連休中や年末年始の
特別営業などあり）

飛騨牛焼肉・
しゃぶしゃぶ・すき焼き

飛騨牛一頭家 馬喰一代 名古屋 WEST

名古屋市西区牛島町6-24 アクロスキューブ名古屋2F

052-581-4129

なし

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ10名様まで）

天ぷら・割烹料理

天ぷら割烹 井善

名古屋市熱田区神宮2-10-11

052-671-4888

月・火曜日

ソフトドリンク1本サービス

なし

ドリンク1杯サービス

カフェ・レストラン

ヴェルジェ

名古屋市熱田区金山町1-9-8 サイプレスガーデンホテル1F

052-679-1661
（ホテル代表）

中国料理

中国料理 四季亭 滝の水店
※四季亭全店でKixクラブサービスご利用可能

名古屋市緑区滝ノ水1-802

052-896-8899

なし

月替わり試食品1コサービス

インド料理

クシュクシュ 滝の水本店

名古屋市緑区滝ノ水1-2612

052-891-7004

なし

20％割引サービス
（ディナータイム限定）

ドイツ料理

ツァ・ディーレ

名古屋市瑞穂区瑞穂通6-15

052-842-2223

月曜日（不定休）、火曜日

ドリンク1杯サービス
（1グループ4名様まで）

和食・洋食

OLD BEAM （オールド・ビーム）

春日井市勝川町6-43

0568-33-5507

月曜日、第3金曜日

グラスワイン1杯サービス

カフェ・レストラン

ソレイユ

春日井市松新町1-5 ホテルプラザ勝川1F

0568-36-2410

なし

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

日本料理

はなのき

春日井市松新町1-5 ホテルプラザ勝川B1F

0568-36-2420

なし

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

日本料理

活魚料理 たちばな

春日井市高蔵寺町北3-1-12 カルチェビル1Ｆ

0120-568-489
0568-52-5478

火曜日

越乃寒梅一献サービス

鰻料理・会席

鰻処 まえの 本店

春日井市八事町3-83

0568-81-8787

第2・3火曜日、毎週水曜日
（祝日の場合は営業）

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ2名様まで）

鰻料理・会席

鰻処 まえの 瑞穂通店

春日井市瑞穂通8-24-1

0568-87-6668

第2・3火曜日、毎週水曜日
（祝日の場合は営業）

ソフトドリンク1杯サービス
（1グループ2名様まで）

和食

水徳 勝川本店

春日井市八光町1-18-1

0568-31-2043

月曜日
（祝日の場合は営業、翌火曜日休業)

グラスビール
またはソフトドリンク1杯サービス

フランス料理・鉄板焼

フレンチ奥村邸

犬山市犬山東古券395（文化財奥村邸内）

0568-65-2447

火曜日
（祝日の場合は営業）

ソフトドリンク1杯サービス

地ビール・洋食

犬山ローレライ麦酒館

犬山市羽黒成海郷70

0568-67-6767

不定休

グラス地ビール
またはソフトドリンク1杯サービス

懐石料理

懐石処 末木

一宮市三条田畑40-1

0586-62-5111

毎週月曜日、最終火曜日

抹茶1杯サービス
（1グループ4名様まで）

和食

美寿吉

稲沢市大塚北7-45-1

0587-21-0678

月曜日
（祝日の場合は翌日）

グラス生ビール1杯サービス

炭火焼料理

地鶏屋 鳥鳥婦人

大府市共栄町9-11-1

0562-46-2228

水曜日

生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス
（1グループ5名様まで）

創作フランス料理

MAXI MANIS（マキシ マニス）

大府市柊山町4-1

0562-47-0080

火・水曜日

ソフトドリンク1杯サービス

創作料理居酒屋

喜楽家食左衛門

あま市七宝町沖之島九之坪101-1

052-449-5554

木曜日、12月31日～翌年1月1日

グラスビール1杯サービス
（1グループ3名様まで）

寿司

みやこ

愛西市古瀬町郷浦25

0567-23-0055

水曜日

ソフトドリンク1杯サービス

創作フランス料理

ヴィラ・ド・ナチュール

豊田市鴻ノ巣町4-35

0565-71-1151

火・水曜日

ソフトドリンク1杯サービス

ジャンル

提携店

所在地

電話番号

定休日

特典2

三重県エリア
魚重楼

桑名市南魚町31

0594-22-1315

水曜日（1月・12月は不定休）

ソフトドリンク1本サービス

すき焼・しゃぶしゃぶ
ステーキ

近江肉 せんなり亭 伽羅

彦根市本町2-1-7

0749-21-2789

火曜日
（祝日の場合は営業）

ウーロン茶1杯サービス

近江牛料理

千成亭別館 華見

彦根市河原2-2-25

0749-26-4129

水曜日

ウーロン茶1杯サービス

近江牛料理

近江ダイニング 橘菖（きっしょう）

彦根市佐和町1-8（彦根キャッスル リゾート&スパ内）

0749-21-3001

なし

ソフトドリンク1杯サービス

近江牛料理

近江牛鉄板焼 鳳凰

彦根市佐和町1-8（彦根キャッスル リゾート&スパ橘菖内）

0749-21-3001

なし

ソフトドリンク1杯サービス

日本料理

竹生島

長浜市港町4-17 （北ビワコホテル グラツィエ内）

0749-62-7777

なし

ソフトドリンク1杯サービス

イタリア料理

La Spiaggia ラ・スピアッジャ

長浜市港町4-17 （北ビワコホテル グラツィエ内）

0749-62-7777

なし

ソフトドリンク1杯サービス

中国料理

チャイナガーデン 一層樓

長浜市港町4-17 （北ビワコホテル グラツィエ内）

0749-62-7777

なし

ソフトドリンク1杯サービス
生ビールまたはグラスワイン、
ソフトドリンク1杯サービス
生ビール
またはソフトドリンク1杯サービス

桑名蛤料理

滋賀県エリア

洋食・カフェバー

Sweets＆Grill Bar MASAO

長浜市大宮町10-8

0749-62-7873

木曜日
（祝日の場合は営業）

多国籍料理

Kyoiwa Dining

長浜市高月町柏原393

0749-85-5599

不定休

チョイス・ザ・グルメ
提携ホテル

利用可能レストラン

所在地

電話番号

定休日

特典2

中国料理 萬里
大垣フォーラムホテル

岐阜県大垣市万石2-31

0584-81-4171

なし

2店舗ともドリンク1杯サービス

岐阜県岐阜市長良648

058-233-1111

なし

3店舗とも
グラス生ビールまたはソフトドリンク
1杯サービス
（1グループ4名様まで）

愛知県名古屋市西区樋の口町3-19

052-521-2121

なし

4店舗ともドリンク1杯サービス

愛知県名古屋市中区錦1-19-30

052-231-7711

なし

4店舗ともドリンク1杯サービス

愛知県犬山市犬山北古券107-1

0568-61-2211

なし

お口取り料理
（アミューズグール）1品サービス

レストラン＆鉄板焼 花水木
日本料理 吉祥
岐阜グランドホテル

中国料理 華川
展望レストラン キャッスル
日本料理 西の丸
中国料理 柳城

ホテルナゴヤキャッスル
コンテンポラリー・ダイニング クラウン
鉄板焼き
クラウン鉄板焼
フレンチレストラン エスコフィエ
ブッフェ＆ラウンジ ジャルダン
名古屋観光ホテル
ブラッセリー＆カフェ ル・シュッド
日本料理 呉竹
名鉄犬山ホテル

欧風料理 ル・パラディ
和風レストラン 太閤

Hotel & Resorts NAGAHAMA
（旧：長浜ロイヤルホテル）

中国料理 皇帝
洋食レストラン Laisse Passe

月・木曜日（ランチタイムのみ）
滋賀県長浜市大島町38

0749-64-2000

水曜日（ランチタイムのみ）
月曜日（ランチタイムのみ）

大浴場の入浴料50％割引サービス
（通常1,200円）
※点検等、急な休業あり
（事前確認が無難）

「My スイーツ home」では、特典1と特典2のサービスを受けられます（テイクアウト時は特典の併用可能）。
ただし特典の適用は、利用代金が1回3,000円（税込）以上の場合で、かつ現金支払いに限ります。
【特典1】 ゴールドメリット券をご利用いただけます（1枚につき2,500円割引）。ご精算時にご提出ください。
※1名様1回につき1枚に限ります。

【特典2】 オリジナルプレゼントを受けられます。ご精算時にKixクラブカードをご提示ください。
※オリジナルプレゼントの内容は、スイーツ店によって異なり、予告なく変更になる場合がございます。 ※ご提供は1グループ1回につき1セットに限ります。

My スイーツ home
ジャンル

提携店

所在地

電話番号

定休日

特典2

岐阜県エリア
和菓子

御菓子 つちや 俵町本店

大垣市俵町39

0584-78-2111

元日

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや 大垣駅前店

大垣市高屋町1-1

0584-75-0771

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや 大垣ヤナゲン店

大垣市高屋町1-56 ヤナゲン本店1F

0584-78-1111

元日

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

駅通り 金蝶堂

大垣市高屋町1-47 吉田ビル1F （ヤナゲン本店南角）

0584-78-3545

不定休

お菓子1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや 三城店

大垣市小野3-103

0584-78-8411

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや アル・プラザ鶴見店

大垣市鶴見町641-2 アル・プラザ鶴見店1F

0584-78-1717

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや 赤坂店

大垣市熊野町5-6

0584-91-2522

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

洋菓子・カフェ

烏骨鶏本舗 ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｴｯｸﾞｶﾌｪ LUAN LUAN LUAN

大垣市熊野町4-112

0584-92-3618

月曜日

ランチご利用の場合100円OFF
窯出しチーズケーキ1コプレゼント

ケーキ・カフェ

Patisserie＆café Roi et Reine （ロワ・エ・レーヌ）

大垣市青墓町1-119-2

0584-93-0633

水曜日
（祝日の場合は振替）

和菓子

御菓子 つちや トミダヤ養老店

養老郡養老町石畑1168-1 トミダヤ養老店内

0584-32-4022

トミダヤ養老店の定休日と同日

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや 工場直売店

不破郡垂井町栗原2281-3

0584-22-6077

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや 美術館前店

岐阜市江添1-1-12

058-276-4911

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや 長森店

岐阜市前一色1-9-4

058-240-3588

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

緑水庵 長森店

岐阜市琴塚2-16-1

058-240-6668

元日

黒糖まんじゅう通1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや アピタ岐阜店

岐阜市加納神明町6-1 アピタ岐阜店1F

058-275-3162

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

ケーキ・カフェ

5℃スイーツラボ フランセ ヤノ

岐阜市茜部中島2-15

058-274-2173

水曜日（月によって変更あり）

上之保ゆずドーナツ1コプレゼント

ケーキ・カフェ

お菓子の店 HIKO HAYASHI
※高富店ではKixクラブ特典ご利用不可

岐阜市下土居2-2-35

058-296-2077

不定休

焼ドーナツ1コプレゼント

和菓子

緑水庵 長良店

岐阜市福光東2-10

058-295-0250

元日

黒糖まんじゅう通1コプレゼント

和菓子

緑水庵 芥見店

岐阜市芥見長山2-82-1

058-241-8811

元日

黒糖まんじゅう通1コプレゼント

はちみつ・カフェ

Honey＆Café HOWA （ホウワ）

岐阜市美島町1-42

058-233-6512

土日祝

プロポリスキャンディー20g1袋プレゼント

和菓子

末廣屋 本店

岐阜市下尻毛383-1

058-239-2512

火曜日

天下鞍1コプレゼント

和菓子

緑水庵 本店

岐阜市折立962

058-234-1661

元日

黒糖まんじゅう通1コプレゼント

和菓子

緑水庵 鏡島店

岐阜市西荘2-6

058-255-3003

元日

黒糖まんじゅう通1コプレゼント

和菓子

御菓子 つちや アピタ北方店

本巣郡北方町平成2-3 アピタ北方店1F

058-324-2272

なし

季節限定のおゝ垣 または 柏樹（どらやき）
1コプレゼント

和菓子

緑水庵 各務原店

各務原市蘇原青雲町5-31-1

058-383-5886

元日

黒糖まんじゅう通1コプレゼント

和菓子

おりじなる大福 御菓子処 養老軒 本店
※本店以外の店舗ではKixクラブ特典ご利用不可

加茂郡川辺町下川辺273-1

0574-53-6291

水曜日

300円以内（税込）の商品1コプレゼント

栄店

名古屋市中区栄4-14-2 久屋パークビル1F

052-249-5666

元日

名駅地下街店

名古屋市中村区名駅3-14-15先

052-551-4510

なし

愛知県エリア
和菓子

両口屋是清

おときき山3コ入プレゼント

ショコラ

ショコラトリータカス

名古屋市中区丸の内3-19-14

052-973-0999

月曜日

ボンボンショコラ 1コプレゼント

ケーキ・カフェ

洋菓子 フィレンツェ 高畑店

名古屋市中川区荒子1-194

0120-34-1318

不定休

シフォンケーキ 王様のおなか2コプレゼント

ケーキ・カフェ

洋菓子 フィレンツェ かの里店

名古屋市中川区供米田2-1106

0120-70-3655

火曜日（祝日の場合は営業）、
臨時休業あり

シフォンケーキ 王様のおなか2コプレゼント

ケーキ・カフェ

チョコレートカフェ クオレ

名古屋市中川区荒子1-113

0120-93-6448

不定休

半熟ケーキ（ショコラ・フロマージュ）
各1コプレゼント

タルト専門店

L' Avenue des Champs-Élysées
（ラヴニュー デ シャンゼリゼ）

名古屋市東区泉1-14-23 ホワイトメイツ1F

052-962-9009

月曜日

「ケークフリュイ」1コプレゼント

ケーキ・カフェ

洋菓子 フィレンツェ 岩塚店

名古屋市中村区豊国通6-45

0120-70-6518

火曜日（祝日の場合は営業）、
臨時休業あり

シフォンケーキ 王様のおなか2コプレゼント

和菓子

創作和菓子処 味匠いしい 星ヶ丘三越

名古屋市千種区星が丘元町14-14 星ヶ丘三越B1F

052-783-1111

星ヶ丘三越の定休日と同日

日替わり朝生菓子1コプレゼント

焼き菓子・カフェ

洋菓子 フィレンツェ・マエストロ 六番町店

名古屋市熱田区六番3-3-25

0800-111-9778
火曜日（祝日の場合は翌日）
（注文専用）

半熟ケーキ（ショコラ・フロマージュ）
各1コプレゼント

ケーキ・カフェ

チーズケーキ専門店 スイートオブオレゴン
※Kixｸﾗﾌﾞｻｰﾋﾞｽのご利用はﾃｲｸｱｳﾄｼｮｯﾌﾟ限定

名古屋市名東区牧の原2-607

0120-875-201

月曜日（祝日の場合は翌営業日）

チーズタルト1コプレゼント

ケーキ

仏蘭西風洋菓子 シトロンヴェール

一宮市三条ヱグロ83

0586-64-1656

第1火曜日（4月～11月）、火曜日（12月～3月） 福来マドレーヌ1コプレゼント

ケーキ・カフェ

パティシエ KUROKI

愛西市諸桑町西浦63-4

0567-24-8881

水曜日（火曜不定休）

カリカリシュー1コプレゼント

海部郡大治町三本木柳原114

0120-43-4048

火曜日（祝日の場合は営業）、
臨時休業あり

シフォンケーキ 王様のおなか2コプレゼント

彦根市本町1-3-37

0749-22-6003

火曜日

御菓子 1コプレゼント

彦根市佐和町3-15 千祥ビル1F

0749-26-7282

火曜日

御菓子 1コプレゼント

彦根市本町1-7-41

0749-22-6005

火曜日

御菓子 1コプレゼント

ケーキ・カフェ

洋菓子 フィレンツェ 大治店

滋賀県エリア
いと重菓舗
和菓子

本店

※本店・夢京橋店・駅前通り店 駅前通り店
以外ではKixクラブ特典
ご利用不可
夢京橋店

Kixクラブ事務局

0120-39-2677
［ 9:00～17:00（土日祝、年末年始を除く） ］

