
遊漁証取扱店早見表
1 かめや釣具 愛知美和店 中島 司

2 かめや釣具 大垣店 松下 博

3 かめや釣具 岐阜店 田村 裕嗣

4 ㈱マルハン 西村

5 井深釣具店 〒500-8036  岐阜県岐阜市甚衛町 6

6 魚心 〒503-0817  岐阜県大垣市上面 4-74-1

7 杉山釣具店 〒500-8864  岐阜県岐阜市真砂町 7-19

8 松井釣具店 〒501-3944  岐阜県関市山田 37 （岐阜市北山）　　　　　 090-2138-9531

9 さつき釣具店 纐纈 さつき 〒501-3753  岐阜県美濃市松森 588-1

10 上州屋 鵜沼店 楯 〒509-0132  岐阜県各務原市鵜沼西 1-642

11 上州屋 ｷｬﾝﾍﾞﾙ可児店 木下 〒509-0207  岐阜県可児市今渡 1619-85

12 上州屋 ｷｬﾝﾍﾞﾙ関店 鬼塚 功司 〒501-3217  岐阜県関市下有知前洞新田 49-1

13 上州屋 ｷｬﾝﾍﾞﾙ名古屋中川店 〒454-0937  愛知県名古屋市中川区法華西町 121-1

14 上州屋 岐阜穂積店 木下 一雄 〒501-0223　岐阜市瑞穂市穂積 1660

15 釣具の千疋屋 後藤 昭一郎 〒506-0004  岐阜県高山市桐生町 3-367-1

16 つり具のやすや 稲沢店 〒492-8441  愛知県稲沢市福島町大福寺 91-1

17 つり具のやすや 岐阜店 〒500-0000  岐阜県岐阜市すごう 5-6-28

18 つり具のやすや 土岐店　　　○ トヨダ 〒509-5132  岐阜県土岐市泉町大富 269-6

19 つり具のやすや 中津川店 〒508-0000  岐阜県中津川市松田 2363

20 てんぐ堂釣具店 佐藤 金治 〒507-0061  岐阜県多治見市姫町 2-39

21 服部屋 〒501-3761  岐阜県美濃市横越 280-1

22 幅商会 幅 正時 〒501-3716  岐阜県美濃市前野 211-1

23 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ名古屋IC店 〒480-1152  愛知県愛知郡長久手町打越 1604

24 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ遊 一宮店　　　　　　○ 野村 〒491-0072  愛知県一宮市中島通 2-33

25 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ遊 中村黄金店 〒453-0804  愛知県名古屋市中村区黄金通 5-25

26 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ遊 名古屋北店 末永 〒462-0064  愛知県名古屋市北区大我麻町 75-1

27 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ遊 名古屋南店 中島 〒457-0842  愛知県名古屋市南区戸部下 1-2-6

28 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ遊 日進梅森店 〒470-0133  愛知県日進市梅森台 3-144

29 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ遊 春日井店 〒470-0733　愛知県春日井市坂下町 4-613　ナフコ坂下店内

30 丸佐オトリ店 猿渡 勉 〒501-3704  岐阜県美濃市保木脇

31 みの淡水魚 大蜘蛛 利行 〒501-3714  岐阜県美濃市曽代 515-2

32 美濃ﾌｨｯｼﾝｸﾞ･ｴﾘｱ 三輪 享史 〒501-3781  岐阜県美濃市片知 2533

33 矢島オトリ店 矢島 勇雄 〒501-3761  岐阜県美濃市横越 736-4

34 ㈲イトウ 井藤 達也 〒501-0213  岐阜県瑞穂市生津内宮町 2-78

35 ルアーフライショップ上飯田 黒川 正康 〒462-0026  愛知県名古屋市北区萩野通 1-26-3

36 ㈲釣具センター北海 加藤 文雄 〒509-5123  岐阜県土岐市土岐口南町 1-43

37 河合釣具店 〒501-3741  岐阜県美濃市港町 1535-3　（小掠山の麓）

38 イシグロ 鳴海店 他３店舗 〒458-0801　愛知県名古屋市緑区鳴海町字山下 52-1

39 加納 真由美 加納組 〒501-3706　岐阜県美濃市須原 317-1

40 粥川オトリ店 橋本 和史 〒501-3706　岐阜県美濃市須原 828

41 加藤毛ばり店 加藤 力 〒463-0806　愛知県名古屋市守山区百合が丘 2001

42 山﨑オトリ店 橋爪 孝昭 〒501-3761　岐阜県美濃市横越 75
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