
刈谷市地域応援商品券　取扱店一覧（町名順）

店舗名 店舗所在地 番地 TEL 業種区分

Dining　Bar８ 刈谷市相生町 2-24 AIOI2F 0566-87-8650 飲食店

クラレット 刈谷市相生町 2-31 0566-24-6646 飲食店

らくだ　刈谷店 刈谷市相生町 1-28THE TERRACE 1F奥 0566-24-0303 飲食店

刈谷呑場くゐな 刈谷市相生町 2-30-1 gu-ug dining 1階 0566-63-6797 飲食店

イタリアンバール　リネア 刈谷市相生町 2-14-2 ﾗｲﾌﾊｲﾂ1F 0566-22-3322 飲食店

cafe berry　（カフェベリー） 刈谷市相生町 2-26 0566-23-8650 飲食店

大衆炉端なめだるま 刈谷市相生町 2-9 どてやﾋﾞﾙ3F 0566-23-2006 飲食店

焼肉八億円 刈谷市相生町 2-32 0566-23-0888 飲食店

メンズアイオイ 刈谷市相生町 2-24 0566-21-7155 衣料･靴･寝具･日用品

フラワーショップ九條 刈谷市相生町 2-37 0566-22-8688 生花・園芸店

(株）ライオンズ旅行企画　三河営業所 刈谷市相生町 1-31 第5ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F 0566-28-5590 その他のサービス業

マイアンジェリーク　刈谷青山店 刈谷市青山町 2-160-6 ﾄﾘヴｧﾝFujii105 0566-23-5521 理容･美容店

台湾料理　高雄 刈谷市井ケ谷町 前田26-2 0566-35-0224 飲食店

魚屋ごんべえ 刈谷市井ケ谷町 青木21 0566-87-0341 飲食店

らーめん　つかさ家 刈谷市井ケ谷町 桜島42-1 0566-36-6484 飲食店

寿し和 刈谷市井ケ谷町 久伝原27-1 0566-36-5115 飲食店

和食庵日月 刈谷市井ケ谷町 沼田80-1 0566-36-5484 飲食店

喫茶ヒロ 刈谷市井ケ谷町 洲原6-88 0566-36-6800 飲食店

レストラン・アゼリア 刈谷市井ケ谷町 青木62-2 0566-36-8160 飲食店

櫻舘（サクラカン） 刈谷市井ケ谷町 下前田31-3 0566-55-1338 飲食店

やわらかとんかつ　ありがたや 刈谷市井ケ谷町 稲葉崎28-1 0566-35-0150 飲食店

有限会社小松屋呉服店 刈谷市井ケ谷町 中切35-2 0566-36-5707 衣料･靴･寝具･日用品

GRAZIE（グラーチェ） 刈谷市井ケ谷町 川瀬山7-1 0566-93-2127 理容･美容店

美容室グリーン・アップル 刈谷市井ケ谷町 久伝原8-6 0566-36-7211 理容･美容店

有限会社アイユー 刈谷市井ケ谷町 青木56-1 0566-36-6218 家電販売店

有限会社井ヶ谷自動車 刈谷市井ケ谷町 桜島61-1 0566-36-2646 自動車･自転車店

タイヤランド　刈谷北 刈谷市井ケ谷町 久伝原60 0566-36-8272 自動車･自転車店

中日新聞販売店　株式会社おたより 刈谷市井ケ谷町 洲原6-392 0566-36-1661 新聞･広告

佐藤クリーニング 刈谷市井ケ谷町 沢渡29-1 0566-36-5858 その他のサービス業

小林農園 刈谷市井ケ谷町 石根1-45 0566-35-2317 その他のサービス業

パリーズベーカリー 刈谷市池田町 2-226 0566-23-8470 飲食料品店

わっ　えびっこ 刈谷市池田町 2-303 0566-22-0592 飲食料品店

ミルフルーリスト 刈谷市池田町 2-216 0566-23-1187 生花・園芸店

居酒屋カラオケ　みよちゃん。 刈谷市一色町 3-8-17 0566-24-7778 飲食店

焼肉オモニ 刈谷市一色町 2-2-4 0566-23-5879 飲食店

一般社団法人刈谷医師会臨床検査センター　健診センター 刈谷市一色町 3-5-1 0566-91-3010 健康

炭火焼肉　池田 刈谷市泉田町 大木屋70 0566-21-3948 飲食店

キャレトシキ 刈谷市泉田町 割田35 0566-70-8856 飲食料品店

中王食肉　株式会社 刈谷市泉田町 北中浜6-1 0566-22-8765 飲食料品店

つかもと薬局 刈谷市泉田町 城前208 0566-93-4990 薬局･化粧品店

角文株式会社 刈谷市泉田町 古和井1 0566-22-1811 住宅関連

居酒屋番屋 刈谷市板倉町 3-4-3 0566-21-3885 飲食店

居酒屋はな 刈谷市板倉町 1-6-2兼山ﾏﾝｼｮﾝ103号 0566-28-7737 飲食店

手作り彩々こねこ 刈谷市板倉町 3-4-3 稲垣貸店舗3号 0566-87-5598 飲食店

㈲鮨乃三太 刈谷市板倉町 2-2の10 0566-21-8821 飲食店

ブーランジェリー・パンミー 刈谷市板倉町 3-6-1 0566-24-3883 飲食料品店

パンデパリス 刈谷市板倉町 1-6-6　エンゼルハイム104 0566-87-0093 飲食料品店

ヤマモト電器 刈谷市板倉町 1-7-7 0566-22-7702 家電販売店

サン・シャガール 刈谷市一里山町 新屋敷80-2 0566-36-2078 飲食店

日本料理　庄庵 刈谷市一里山町 代払271-1 0566-91-4658 飲食店

株式会社タイヨー 刈谷市一里山町 砂山146-1 0566-36-2236 その他の小売店

パンのかおり刈谷店 刈谷市稲場町 1-111 0566-91-7500 飲食料品店

ブックセンター名豊　刈谷店 刈谷市稲場町 3-303 0566-21-7121 書籍･事務用品

アップルワールド　刈谷店 刈谷市稲場町 5-613 0566-25-5055 自動車･自転車店

佐藤佛壇店 刈谷市稲場町 3-503 0566-22-2607 その他の小売店

美容室クルソン 刈谷市今岡町 宮丘52 0566-36-8922 理容･美容店

塚本電器 刈谷市今岡町 荒神4-2 0566-36-3520 家電販売店

幸酒場　喜楽 刈谷市今川町 2-712 0566-55-1249 飲食店

温鶏 刈谷市今川町 山ﾉ神161-3 0566-35-5251 飲食店

居酒屋姫 刈谷市今川町 2-106 0566-45-5711 飲食店

総合衣料カミヤ 刈谷市今川町 上池112 0566-36-2361 衣料･靴･寝具･日用品
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ビューティーサロンフジ富士松駅前店 刈谷市今川町 1-154 0566-36-2133 理容･美容店

株式会社塚本自動車 刈谷市今川町 井田58 0566-36-2030 自動車･自転車店

川上写真館 刈谷市今川町 上池73-2 0566-36-2052 その他のサービス業

トレトゥール 刈谷市大手町 5-55 0566-21-3095 飲食料品店

LOBEAUT 刈谷市大手町 5-18 0566-21-7113 理容･美容店

刈谷交通株式会社 刈谷市大手町 1-1 0566-21-4503 タクシー

奥田商店 刈谷市大手町 5-20 0566-21-3791 その他の小売店

カトーフォトスタジオM 刈谷市大手町 4-1 0566-23-5059 その他のサービス業

和・洋・食・酒　MAKOTO 刈谷市小垣江町 中伊勢山22-1 0566-87-5995 飲食店

ルパン 刈谷市小垣江町 本郷下8-9 0566-24-1335 飲食店

麺処　田吉 刈谷市小垣江町 巳改193 0566-21-0141 飲食店

更科 刈谷市小垣江町 泥障41-1 0566-21-0673 飲食店

SUSHIBAR　いづ味 刈谷市小垣江町 東王地46-1 0566-21-4704 飲食店

鈴屋酒店 刈谷市小垣江町 小道5-8 0566-23-4372 飲食料品店

スーパーヤオトシ 刈谷市小垣江町 清水27-14 0566-22-4845 飲食料品店

肉嘉 刈谷市小垣江町 上広49-1 0566-27-2944 飲食料品店

産直センター刈谷南 刈谷市小垣江町 八角151 0566-27-8817 飲食料品店

KT　Food　Lab. 刈谷市小垣江町 弁天25-1 0566-28-3655 飲食料品店

荒川屋製菓舗 刈谷市小垣江町 東王地68-1 0566-21-0704 飲食料品店

小川米穀 刈谷市小垣江町 東王地31-1 0566-21-0334 飲食料品店

スーパーヤオスズ　アップティ店 刈谷市小垣江町 蚰ヶ坪55-3 0566-23-5288 飲食料品店

こちょうらんの　クロカワオーキッズ 刈谷市小垣江町 弁天35 0566-22-5442 生花・園芸店

小垣江モータース 刈谷市小垣江町 上沢渡35-4 0566-24-2020 自動車･自転車店

平野自転車商会 刈谷市小垣江町 清水25 0566-21-0729 自動車･自転車店

株式会社長谷川自動車 刈谷市小垣江町 藤塚11-4 0566-23-9195 自動車･自転車店

長沢歯科 刈谷市小垣江町 池上22 0566-24-3838 健康

フーレセラピーかねちゃんち 刈谷市小垣江町 清水34-4 090-9129-3565 健康

小垣江歯科医院 刈谷市小垣江町 中伊勢山5-1 0566-23-5515 健康

田口畳店 刈谷市小垣江町 東王地56-10 0566-22-3196 住宅関連

かもめステーション 刈谷市小垣江町 泥障16-8 0566-25-0555 その他の小売店

山田商店 刈谷市小垣江町 石ﾉ戸78-2 0566-21-0433 その他の小売店

teal climbing 刈谷市小垣江町 本郷下24-7 0566-87-1375 その他のサービス業

花権小垣江駅前斎場 刈谷市小垣江町 下半ﾉ木25 0566-62-9444 その他のサービス業

La　Fonte 刈谷市小山町 1-306 0566-28-3903 飲食店

サンダンス 刈谷市恩田町 4-154-15 0566-26-7733 飲食店

ミートショップ古竹 刈谷市恩田町 3-159-13 0566-22-1626 飲食料品店

エアー工房　有限会社 刈谷市恩田町 1-152−1 0566-29-0610 家電販売店

日高電器商会 刈谷市恩田町 2-161-8 0566-21-2298 家電販売店

有限会社くれよん 刈谷市恩田町 3-161-10 0566-23-1621 自動車･自転車店

有限会社　梅木新聞店 刈谷市恩田町 3-159-10 0566-22-0021 新聞･広告

大興タクシー 刈谷市神田町 1-57 0566-21-3418 タクシー

そば新 刈谷市銀座 5-77 0566-21-0832 飲食店

KEY'S CAFÉ　刈谷銀座店 刈谷市銀座 3-34-1 ｴｸｾﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ刈谷銀座1F 0566-55-8818 飲食店

くらはし 刈谷市銀座 4-73 0566-22-7228 飲食料品店

HELLO!！FRIENDS 刈谷市銀座 4-10-1 ｴｸｾﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ刈谷銀座1F 0566-55-8816 飲食料品店

eclectic（イクレクティック） 刈谷市銀座 4-113 0566-27-5405 衣料･靴･寝具･日用品

BLUOEM　HAIR　（ブルームヘアー） 刈谷市銀座 4-120-4 0120-21-3484 理容･美容店

public 刈谷市銀座 4-32 0566-28-5655 理容･美容店

LOGOS (FLAGSHIP CORNER) GINZA TREE⁺ 刈谷市銀座 3-34-1 0566-57-7499 趣味･玩具

和食処　新海 刈谷市熊野町 3-4-10 0566-21-0165 飲食店

インド料理　ガンダァーラ 刈谷市熊野町 2-3-7 0566-22-5878 飲食店

丸見屋呉服店 刈谷市熊野町 2-3-9 0566-24-0177 衣料･靴･寝具･日用品

ビューティサロン　さつき 刈谷市熊野町 7-2-1 0566-21-7310 理容･美容店

パスタ　d.ｄ.ｎ (ディー・ディー・エヌ） 刈谷市寿町 4-110 0566-55-1400 飲食店

あいち足圧整体 刈谷市寿町 2-420ｶﾒﾘｵﾝﾋﾞﾙ1F 0566-21-5090 健康

Woodbell Life オステオパシー 刈谷市幸町 2-1-3 0566-28-0732 健康

かごっま 刈谷市桜町 1-46-1 0566-21-5383 飲食店

個室くずし肉割烹 轟-TODOROKI-刈谷店 刈谷市桜町 1-40 0566-22-7887 飲食店

鉄板ダイニング桜 刈谷市桜町 1-37 0566-93-4886 飲食店

伊藤温泉 刈谷市桜町 1-47-1 0566-78-0404 飲食店

和酒香風　かど 刈谷市桜町 2-53 ｻﾝﾗｲﾌﾋﾞﾙ1階 0566-95-2224 飲食店
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CAFE　53　BRANCH 刈谷市桜町 1-53- ﾌﾟﾛｽ桜1F-A 0566-21-5559 飲食店

mughetto 刈谷市桜町 5-34-16 0566-89-2119 飲食店

牡蠣とワインの飲み放題　サンビーノトト 刈谷市桜町 1-34 0566-55-6291 飲食店

那月 刈谷市桜町 5-35-1 0566-23-9833 飲食店

Bar Suzuki 刈谷市桜町 5-2 第2ITOﾋﾞﾙ2階 0566-45-6622 飲食店

Taro's　Bar　刈谷店 刈谷市桜町 5-2 第2ITOﾋﾞﾙ1F 0566-62-8585 飲食店

日南家 刈谷市桜町 5-5 はとやﾋﾞﾙ1F 0566-62-5353 飲食店

和牛石アミ焼　いわ園 刈谷市桜町 2-21 0566-22-5620 飲食店

カレーうどん専門　サンビーノ 刈谷市桜町 1-34 0566-56-2865 飲食店

咲串おかげ屋　刈谷店 刈谷市桜町 5-34-16 0566-93-5843 飲食店

おきあがりこぼし 刈谷市桜町 2-35 0566-22-2301 飲食店

チーズとお肉のお店　サンビーノ　刈谷本店 刈谷市桜町 1-50-1 八城ﾋﾞﾙ 1F 0566-22-8860 飲食店

俺の夢 刈谷市桜町 1-20 0566-63-6838 飲食店

古民家バル　Beligo　（ベリゴ） 刈谷市桜町 2-51 0566-91-1115 飲食店

とん吉　1号店 刈谷市桜町 2-36 0566-23-2455 飲食店

とん吉　2号店 刈谷市桜町 1-46-2 0566-25-3359 飲食店

スナック千恵 刈谷市桜町 2-54 0566-28-4445 飲食店

中国料理　香楽本店 刈谷市桜町 1-19 0566-21-0491 飲食店

サケトツマミ　tama 刈谷市桜町 2-52 0566-23-2345 飲食店

居酒屋ひふみ　しごろく屋 刈谷市桜町 1-47 0566-57-6526 飲食店

四川料理　萬珍軒 刈谷市桜町 2-1-7 0566-22-6196 飲食店

料理と地酒　木金堂 刈谷市桜町 1-17-3 2F 0566-24-2043 飲食店

肉ずしと酒肴　じゅげむ 刈谷市桜町 1-51-1 ﾚﾝﾄﾋﾞﾙ1F 0566-55-2234 飲食店

ろばた一粋 刈谷市桜町 1-19 香楽ﾋﾞﾙ1F 0566-93-2203 飲食店

らぁめん汐　刈谷店 刈谷市桜町 1-51-1 ﾚﾝﾄﾋﾞﾙ1F 0566-55-2248 飲食店

合資会社鳥茂商店 刈谷市桜町 5-3 0566-23-3211 飲食料品店

弁当の早川（さんとく） 刈谷市桜町 4-18 0566-21-2215 飲食料品店

メンズショップ　ケネディ 刈谷市桜町 3-29 0566-21-1774 衣料･靴･寝具･日用品

BARBER　ITO 刈谷市桜町 2-1-1 0566-21-0081 理容･美容店

カトレア化粧品 刈谷市桜町 5-4 0566-21-7470 薬局･化粧品店

トキワ薬局 刈谷市桜町 1-43 0566-21-1677 薬局･化粧品店

さくら薬局 刈谷市桜町 2-61 0566-21-1544 薬局･化粧品店

あじさい堂書店 刈谷市桜町 5-29 0566-24-1707 書籍･事務用品

水野畳店 刈谷市桜町 2-59 0566-21-0968 住宅関連

株式会社野村自動車 刈谷市重原本町 5-58 0566-21-2007 自動車･自転車店

広島お好み焼坊っちゃん 刈谷市松栄町 2-10-2 0566-24-0139 飲食店

お可もと 刈谷市松栄町 2-1-4 0566-22-1147 飲食料品店

みよしや　東刈谷店 刈谷市松栄町 1-15-14 0566-24-3448 飲食料品店

お菓子工房　スウィーツガーデン 刈谷市松栄町 3-15-1 0566-28-6163 飲食料品店

メガネ工房　AZ 刈谷市松栄町 1-15-9 0566-24-4138 貴金属･時計･眼鏡

PCワールド　刈谷店 刈谷市松栄町 1-11-1 0566-62-4373 家電販売店

中日新聞　東刈谷専売店 刈谷市松栄町 1-8-2 0566-22-4504 新聞･広告

スポーツ・アスレチック　ハロー 刈谷市松栄町 2-15-13 0566-23-3243 健康

Kato Plants. 刈谷市松栄町 2-5-5 090-6089-7003 その他の小売店

Pizzeria Bar T'ottimo 刈谷市新栄町 5-3-2 藤井ﾋﾞﾙ1F-104 0566-91-3626 飲食店

中国料理　亀城飯店 刈谷市新栄町 3-201 0566-22-5534 飲食店

鮨の平八 刈谷市新栄町 3-28 0566-27-0955 飲食店

喫茶チャオ 刈谷市新栄町 5-56-1 0566-23-1327 飲食店

とんかつ瓦屋 刈谷市新栄町 7-84 0566-27-4066 飲食店

株式会社富士萬 刈谷市新栄町 1-13 0566-24-0389 飲食料品店

hacro 刈谷市新栄町 2-14 中央ﾏﾝｼｮﾝ刈谷105 0566-89-1844 衣料･靴･寝具･日用品

きぬや呉服店 刈谷市新栄町 6-50 0566-24-0833 衣料･靴･寝具･日用品

美容室ルソメ 刈谷市新栄町 3-33-3 0566-91-9080 理容･美容店

スズランおしゃれサロン 刈谷市新栄町 1-13-8 0566-24-1122 理容･美容店

マルヤ電機商会 刈谷市新栄町 6-3 0566-21-1477 家電販売店

有限会社刈谷日新堂書店 刈谷市新栄町 5-47-1 0566-24-7950 書籍･事務用品

文具タケウチ 刈谷市新栄町 7-66-1 0566-23-1006 書籍･事務用品

まい・りふれ 刈谷市新栄町 2-1-1 090-1234-3373 健康

インテリアことぶき 刈谷市新栄町 7-1-7 0566-21-3868 住宅関連

杉浦佛壇店 刈谷市新栄町 2-28 0566-21-0855 その他の小売店

おおたけクリーニング 刈谷市新栄町 6-201 0566-21-0805 その他のサービス業
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ASA刈谷北部（朝日新聞サービスアンカー刈谷北部） 刈谷市新田町 6-16-3 0566-91-5016 新聞･広告

HAIR　DESIGN　SOW（ヘアーデザインソウ） 刈谷市新富町 4-703 090-7605-5955 理容･美容店

ジュエリーBOXムラタ 刈谷市新富町 4-910 0566-21-3648 貴金属･時計･眼鏡

花苗のお店Berry 刈谷市新富町 5-403 0566-68-7755 生花・園芸店

お好み焼き小町 刈谷市神明町 2-35ﾋﾞﾗ三秀神明101 0566-55-7009 飲食店

媽媽やバル Avanti 刈谷市神明町 2-35 0566-28-5785 飲食店

炭火焼肉　トロとん亭 刈谷市神明町 2-36 0566-29-0292 飲食店

農家のパスタ屋　Nappa 刈谷市神明町 6-411 0566-68-9500 飲食店

新握一番東刈谷店 刈谷市末広町 2-6-8 0566-93-8686 飲食店

かんてき 刈谷市末広町 2-13-1 0566-91-4116 飲食店

八丁鮨 刈谷市末広町 2-2-17 0566-21-2460 飲食店

MARURAI 刈谷市住吉町 5-12 0566-23-0838 飲食店

おかしの家　シェ・シマダ 刈谷市住吉町 5-10 0566-21-5465 飲食料品店

One’ｓ　cafe 刈谷市大正町 1-715 ｽｷﾞﾔﾏﾋﾞﾙ1F 0566-21-5255 飲食店

天ぷら杉 刈谷市大正町 6-201-1 0566-23-0834 飲食店

しゃらの木 刈谷市大正町 6-119 ｻﾝﾗｲｽﾞ刈谷103 090-8671-1981 飲食店

テーラー竹内 刈谷市大正町 3-121 0566-21-1918 衣料･靴･寝具･日用品

刈谷みさき薬局 刈谷市大正町 6-102-1 0566-22-2491 薬局･化粧品店

原田畳店 刈谷市大正町 5-310 0566-22-8488 住宅関連

cafe Lama 刈谷市高倉町 2-507 1F 0566-91-6560 飲食店

中国料理　いっぷく苑 刈谷市高倉町 6-209 0566-23-3051 飲食店

油木米販売所 刈谷市高倉町 4-612 0566-21-1280 飲食料品店

酒の館　タマキ 刈谷市高倉町 5-201 0566-21-0193 飲食料品店

寝装・インテリアの店かこ 刈谷市高倉町 5-116 0566-21-0006 衣料･靴･寝具･日用品

アワーズサンワ　刈谷店 刈谷市高倉町 2-208 0566-23-1510 家電販売店

手作り園芸ながい坂 刈谷市高倉町 6-61 0566-21-4505 生花・園芸店

木のおもちゃと絵本のカルテット 刈谷市高倉町 2-508ｻﾝｺｰﾋﾞﾙ1F 0566-28-3933 趣味･玩具

あいづま動物病院 刈谷市高倉町 2-207 0566-91-1000 健康

花権　刈谷中央斎場 刈谷市高倉町 1-206 0566-91-9444 その他のサービス業

株式会社　日本観光社　刈谷エルシティ店 刈谷市高倉町 2-601 0566-23-6060 その他のサービス業

とんかつ林家 刈谷市高須町 1-2-1 0566-23-2524 飲食店

和カフェぽあろ 刈谷市高須町 1-1-6 0566-91-5733 飲食店

サイクルぴっとイノウエ 刈谷市高須町 1-6-10 0566-25-7090 自動車･自転車店

三河商芸 刈谷市高須町 1-6-12 0566-21-2205 新聞･広告

スーパーヤオスズ　ポケット店 刈谷市高津波町 4-504 0566-23-4666 飲食料品店

くろーど　プレステージ 刈谷市高津波町 7-702 0566-21-0054 衣料･靴･寝具･日用品

シニアサロンじぃじばぁば 刈谷市高津波町 1-403 090-6158-5166 健康

中国料理水晶宮 刈谷市高松町 3-46 0566-22-9610 飲食店

ジャルダン 刈谷市高松町 5-7 0566-22-1671 飲食店

スタミナ刈谷 刈谷市宝町 8-1 0566-23-9646 飲食店

大衆炭火ほるもんひとすじもくもく。刈谷店 刈谷市宝町 7-69-3 0566-91-6008 飲食店

刈谷白米株式会社 刈谷市宝町 3-3-12 0566-21-5496 飲食料品店

マルヒ食品 刈谷市宝町 6-36 0566-21-1430 飲食料品店

Sitio Sonrisa 刈谷市宝町 1-1-16 090-9708-9376 理容･美容店

㈱浅川信州造園土木 刈谷市宝町 7-24 0566-21-1907 住宅関連

PASTIME　SPORTS　LENDA 刈谷市宝町 5-2-11 0566-78-2211 その他の小売店

美千草 刈谷市築地町 1-34-2 0566-23-3666 飲食店

上々 刈谷市築地町 2-14-6 0566-28-5797 飲食店

とんかつの店　タケ馬 刈谷市築地町 2-1-2 0566-22-7949 飲食店

ジャンニーノ 刈谷市築地町 1-7-6 0566-25-3922 飲食店

La Creperie　（ラ　クレープリー） 刈谷市築地町 2-12-10 0566-28-4766 飲食店

ともえ寿司 刈谷市築地町 1-17-4 0566-22-3702 飲食店

プリモディーネ 刈谷市築地町 1-4-2 0566-21-7888 飲食店

四季料理　深海 刈谷市築地町 1-14-11 0566-27-0333 飲食店

産直センター刈谷中部 刈谷市築地町 4-2-7 0566-62-1055 飲食料品店

笑の輪 刈谷市築地町 3-25-6 0566-22-3451 飲食料品店

おかし工房　パンドラ 刈谷市築地町 1-5-4 0566-25-3012 飲食料品店

プリントラボ　スッテ　刈谷店 刈谷市築地町 1-1-16ﾊﾟﾙｼﾞｪM築地5 0566-68-9905 衣料･靴･寝具･日用品

シミズヤ　築地店 刈谷市築地町 1-7-7 0566-21-4318 衣料･靴･寝具･日用品

TOP HAIR Avenue 刈谷市築地町 2-13-12 0566-28-6611 理容･美容店

TOP HAIR HONTEN 刈谷市築地町 2-12-11 0566-22-4138 理容･美容店
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理容室　いとう工房 刈谷市築地町 3-20-11 0566-22-0974 理容･美容店

laugh la 刈谷市築地町 3-16-1 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ築地201 0566-45-7225 理容･美容店

(有)ジュエリーブティックセントラル 刈谷市築地町 2-12-12 0566-24-1520 貴金属･時計･眼鏡

サイクルランド　ジパング 刈谷市築地町 2-13-14 0566-28-5166 自動車･自転車店

KEE'S　CORPORATION 刈谷市築地町 1-7-3 0566-27-2139 自動車･自転車店

さかもと整体院 刈谷市築地町 1-1-1 0566-28-6725 健康

Latore（ラトレ） 刈谷市築地町 2-1-6 ｱヴｪﾆｭｰかりがね101 0566-57-1897 健康

おともり接骨院 刈谷市築地町 5-4-6 0566-95-4339 健康

家具のユウセイ 刈谷市築地町 2-7-5 0566-21-4546 その他の小売店

ユニバーサル和装　着付け教室・出張着付け 刈谷市築地町 5-21-12 080-3624-2417 その他のサービス業

鈴木海苔店 刈谷市司町 7-51 0566-21-1289 飲食料品店

板舞笑さん（金寿司内） 刈谷市司町 1-30-2 0566-21-4787 飲食料品店

フードショップ八百市 刈谷市司町 2-47 0566-21-0837 飲食料品店

ワタデン司町店 刈谷市司町 5-68-1 0566-21-2259 衣料･靴･寝具･日用品

市惣自転車店 刈谷市司町 6-78 0566-21-1871 自動車･自転車店

花権 刈谷市寺横町 1-60-5 0566-24-1127 生花・園芸店

中日新聞　刈谷南部専売所 刈谷市寺横町 2-52 0566-21-1577 新聞･広告

癒しのそよ風　なぎさろん 刈谷市寺横町 4-33 ﾋﾞﾗｲﾁｶﾜ･寺横101 050-3696-7136 その他のサービス業

味の屋 刈谷市東陽町 3-72-1 0566-21-7115 飲食店

横井餅 刈谷市東陽町 3-46 0566-21-2873 飲食料品店

御菓子司両口屋 刈谷市東陽町 3-46-1 0566-21-1679 飲食料品店

コヲノストアー 刈谷市東陽町 3-23 0566-21-2037 薬局･化粧品店

長楽 刈谷市中手町 1-307 0566-21-6958 飲食店

トータルインテリア　タケムラ 刈谷市中手町 2-214 0566-23-0991 住宅関連

和食処　たにざわ 刈谷市中山町 3-42 0566-22-0590 飲食店

三つ目の場所 刈谷市中山町 4-13-1 0566-66-8828 飲食店

ARINCObottle 刈谷市中山町 3-8 0566-93-2675 飲食店

フルーツわらび大福・フルーツサンド　イチ晴ダイフク　刈谷店 刈谷市中山町 2-37-1 0566-95-3717 飲食料品店

カフェレストラヴィッジ 刈谷市西境町 本郷106-2 0566-36-8887 飲食店

利休厨庵 刈谷市西境町 前山39-2 0566-36-0791 飲食料品店

(有)まる菊工務店 刈谷市西境町 花池6 0566-35-1899 住宅関連

K-パックル 刈谷市野田町 馬池3-4 0566-93-2929 飲食店

愛光屋　花心亭 刈谷市野田町 六地蔵42 0566-24-1543 飲食店

和牛ホルモン　とむらん 刈谷市野田町 中山205 0566-55-4703 飲食店

有限会社美舟鮨 刈谷市野田町 森前1-12 0566-23-7878 飲食店

いこいテラス 刈谷市野田町 沖野61-13 0566-87-0378 飲食店

菓子工房　みやこ 刈谷市野田町 新上納131-13 0566-22-0062 飲食料品店

靴のニイミ 刈谷市野田町 森前1-14 0566-23-9088 衣料･靴･寝具･日用品

神谷モーターサイクル商会 刈谷市野田町 東出口65-1 0566-21-3268 自動車･自転車店

揚げとんかつ本舗　ばあとん 刈谷市半城土町 大下馬122 0566-21-8676 飲食店

権兵衛 刈谷市半城土町 大下馬85 0566-23-1281 飲食店

Mercihair 刈谷市半城土北町 3-205 0566-62-8828 理容･美容店

きしめん専門店　いこま 刈谷市半城土中町 1-2-1 0566-87-2475 飲食店

Patisserie Lazry 刈谷市半城土中町 2-28-17 0566-28-6778 飲食店

スーパーヤオスズ　ライブ店 刈谷市半城土中町 1-2-5 0566-23-4171 飲食料品店

カラベル半城土中町店 刈谷市半城土中町 3-25-11 0566-29-2710 飲食料品店

Hair studio AgU_ 刈谷市半城土中町 3-5-5 0566-22-1722 理容･美容店

江戸寿し 刈谷市半城土西町 2-1-27 0566-24-1652 飲食店

アシュランスカーサービス 刈谷市半城土西町 2-18-2 0566-28-3639 自動車･自転車店

株式会社しらかばハウジング 刈谷市半城土西町 2-18-13 0566-21-8171 住宅関連

アトリエYu 刈谷市半城土西町 2-3-12ｼｬﾄｰﾖｻﾐ110 0566-25-0994 その他の小売店

コートテック 刈谷市半城土西町 3-3-7 0566-28-6020 その他のサービス業

みよしや　八幡店 刈谷市八幡町 5-89 0566-22-3448 飲食料品店

中華料理　上海亭 刈谷市原崎町 7-610 0566-28-5678 飲食店

マジックス・キッチン 刈谷市原崎町 7-610 0566-29-0708 飲食店

鮪専門店　えびすまぐろ 刈谷市原崎町 6-701 0566-93-9189 飲食料品店

近藤自転車商会 刈谷市原崎町 7-611 0566-21-2412 自動車･自転車店

らーめん　みそ膳 刈谷市東刈谷町 2-1-3 0566-22-8355 飲食店

じゃんご　東刈谷店 刈谷市東刈谷町 1-21-14 0566-23-5104 飲食店

カラオケ居酒屋阿蘇 刈谷市東刈谷町 1-17-13 0566-28-0739 飲食店

カフェシュエット 刈谷市東刈谷町 1-14-1 0566-45-6628 飲食店
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株式会社ジェーオーコーポレーション 刈谷市東刈谷町 2-5-19 0566-25-3237 その他のサービス業

刈谷ハイウェイオアシス　カツなり家 刈谷市東境町 吉野55 0566-36-8866 飲食店

刈谷ハイウェイオアシス　カーリーちゃんカレー 刈谷市東境町 吉野55 0566-36-2021 飲食店

刈谷ハイウェイオアシス　たこやきクウ 刈谷市東境町 吉野55 0566-35-1180 飲食店

刈谷ハイウェイオアシス　ウァン 刈谷市東境町 吉野55 0566-36-5668 飲食店

刈谷ハイウェイオアシス　フライディー 刈谷市東境町 吉野55 0566-91-3221 飲食店

づぼらや 刈谷市東境町 間野四郎1-2 0566-36-6040 飲食店

春夏冬茶屋（あきないぢゃや） 刈谷市東境町 大池56-3 0566-36-1113 飲食店

珈琲丸 刈谷市東境町 児山413-1 0566-36-4313 飲食店

纏寿司 刈谷市東境町 住吉1-3 0566-36-1866 飲食店

日乃出軒製菓舗 刈谷市東境町 児山219-2 0566-36-5382 飲食料品店

刈谷ハイウェイオアシス　おあしすファーム 刈谷市東境町 吉野55 0566-35-0211 飲食料品店

刈谷ハイウェイオアシス　オアシスベーカリーこむぎ 刈谷市東境町 吉野55 0566-35-0211 飲食料品店

刈谷ハイウェイオアシス　えびせんべいの里 刈谷市東境町 吉野55 0566-62-7070 飲食料品店

㈱ショッピーやまね 刈谷市東境町 児山418-1 0566-36-5456 飲食料品店

カネモト商店 刈谷市東境町 新林1-135 0566-36-5205 飲食料品店

産直センター刈谷北部　 刈谷市東境町 神田36-1 0566-35-1080 飲食料品店

ヘアーメイク　やまかわ 刈谷市東境町 住吉75-3 0566-36-5747 理容･美容店

美容室らぶりい 刈谷市東境町 申塚67-1 0566-36-1795 理容･美容店

ビューティーサロンフジ東境店 刈谷市東境町 高山87-2 0566-36-0773 理容･美容店

花裕 刈谷市東境町 登り坂21-1 0566-36-5462 生花・園芸店

サイクルメイト近藤 刈谷市東境町 児山414-1 0566-36-2673 自動車･自転車店

整癒院 刈谷市東境町 光ヶ丘189-1 0566-66-5839 健康

刈谷ハイウェイオアシス　おみやげ売場 刈谷市東境町 吉野55 0566-35-0211 その他の小売店

ドッグサロンふぁ～じゅ 刈谷市東境町 高山83-5 0566-36-9010 その他のサービス業

刈谷ハイウェイオアシス　天然温泉かきつばた 刈谷市東境町 吉野55 0566-35-5678 その他のサービス業

ベルモード　ジェアン　刈谷店 刈谷市日高町 1-706 0566-63-5225 理容･美容店

きさん 刈谷市一ツ木町 7-14-1 0566-27-8537 飲食店

金寿司　一ツ木店 刈谷市一ツ木町 1-5-10 0566-23-6044 飲食店

じゃんご　刈谷一ツ木店 刈谷市一ツ木町 4-5-14 ｼﾞｭﾈｽST 0566-27-8828 飲食店

ファッション　ラクーン 刈谷市一ツ木町 4-7-11 0566-27-0150 衣料･靴･寝具･日用品

株式会社ポリコートジャパン 刈谷市一ツ木町 1-4-11 0566-22-8467 自動車･自転車店

ひまわり鍼灸院 刈谷市一ツ木町 落合6-84 0566-27-5480 健康

彩り接骨院・整体院 刈谷市一ツ木町 4-5-14 ｼﾞｭﾈｽST1F 0566-93-3111 健康

かつみ動物病院 刈谷市一ツ木町 3-11-2 0566-28-3717 健康

やきとり串一鳥 刈谷市広小路 3-605 0566-28-6180 飲食店

蛸のてこ 刈谷市広小路 4-208 0566-21-4255 飲食店

ロンポワン 刈谷市広小路 6-91-1 ﾒｿﾞﾝ浅井 1F 0566-91-6025 飲食料品店

鈴木米穀店 刈谷市広小路 1-27 0566-21-1083 飲食料品店

三河屋 刈谷市広小路 4-211 0566-21-3522 飲食料品店

常川屋　刈谷店 刈谷市広小路 3-12 0566-23-1237 飲食料品店

ダイコクヤ 刈谷市広小路 5-11 0566-24-3211 衣料･靴･寝具･日用品

シミズヤ　広小路店 刈谷市広小路 7-13 0566-24-0917 衣料･靴･寝具･日用品

冨士洋服店 刈谷市広小路 4-211 0566-21-4395 衣料･靴･寝具･日用品

クチュール　ヒラキヤ 刈谷市広小路 4-209 0566-21-3673 衣料･靴･寝具･日用品

シューブティックハラダ 刈谷市広小路 2-37-2 0566-21-1777 衣料･靴･寝具･日用品

株式会社市川呉服店 刈谷市広小路 5-25 0566-21-5050 衣料･靴･寝具･日用品

市川商事株式会社 刈谷市広小路 5-25 0566-22-2112 衣料･靴･寝具･日用品

丸木屋 刈谷市広小路 5-14 0566-21-0567 衣料･靴･寝具･日用品

美容室ピュア 刈谷市広小路 3-614 0566-21-5775 理容･美容店

Giselle 刈谷市広小路 5-11 1階 0566-89-2026 理容･美容店

カットヴィレッジナイトウ 刈谷市広小路 3-608 0566-21-2028 理容･美容店

美容室　BEAUTY　AI　 刈谷市広小路 5-18-2 ﾌｧﾐｰﾙ刈谷1F 0566-22-1581 理容･美容店

株式会社岡本薬局　イトーピア店 刈谷市広小路 6-27 ｲﾄｰﾋﾟｱ刈谷ﾏﾝｼｮﾝ1階 0566-23-7666 薬局･化粧品店

メガネの久野 刈谷市広小路 5-1-5 0566-21-0018 貴金属･時計･眼鏡

ジュエリー伊藤 刈谷市広小路 4-209 0566-21-3124 貴金属･時計･眼鏡

フラワーショップ　アンシャンテ 刈谷市広小路 5-19 0566-23-4187 生花・園芸店

フローリスト　花ぐるま 刈谷市広小路 5-19 0566-23-8245 生花・園芸店

株式会社鈴木住設 刈谷市広小路 3-208 0566-21-0887 住宅関連

鈴木乳母車店 刈谷市広小路 4-211 0566-21-3931 その他の小売店

有限会社フォトスタジオヒフミ 刈谷市広小路 5-1-7 0566-21-0836 その他のサービス業
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有限会社鈴喜写真館 刈谷市広小路 3-307 0566-21-0358 その他のサービス業

魚政 刈谷市富士見町 4-304 0566-21-0978 飲食店

美好食産 刈谷市富士見町 1-213 0566-21-3487 飲食料品店

メンズカットショップフジミ 刈谷市富士見町 1-113 0566-21-4589 理容･美容店

丸栄オート有限会社 刈谷市富士見町 5-206 0566-21-1184 自動車･自転車店

maman OVALE　（ママン　オヴァール） 刈谷市松坂町 3-307 0566-21-3256 飲食料品店

多華 刈谷市南沖野町 2-1-16 0566-28-4773 飲食店

炭火焼肉ホルモン　とんちゃん　ぶーたん 刈谷市南桜町 2-54 ｼﾊﾞｺｰﾋﾞﾙ1F 0566-91-4754 飲食店

あお喜 刈谷市南桜町 2-47 0566-21-1109 飲食店

居酒屋ひふみ 刈谷市南桜町 2-48 0566-23-2488 飲食店

酒場～ルDEN　刈谷店 刈谷市南桜町 2-52 0566-91-9558 飲食店

わたしとカフェ 刈谷市南桜町 2-20 0566-89-1151 飲食店

株式会社ニワ商店 刈谷市南桜町 2-39 0566-24-0123 飲食料品店

アガタふとん店 刈谷市南桜町 1-63 0566-22-2981 衣料･靴･寝具･日用品

美容室Shu刈谷店 刈谷市南桜町 1-72-1 AKARIYA101 0566-24-0040 理容･美容店

時計・宝石イトウ 刈谷市南桜町 1-60 0566-21-1054 貴金属･時計･眼鏡

岡本　きよこ　ベビーシッター 刈谷市南桜町 1-63 080-3683-7971 その他のサービス業

チャイナカフェ芳華 刈谷市御幸町 1-77 090-6170-8187 飲食店

やま平 刈谷市御幸町 2-15 0566-21-0507 飲食店

大分唐揚げ専門店　十四 刈谷市御幸町 3-92 綿利ﾋﾞﾙ 0566-93-1814 飲食店

中国料理　御幸飯店 刈谷市御幸町 4-203 0566-23-2444 飲食店

御菓子処　𠮷野屋 刈谷市御幸町 2-46 0566-21-0861 飲食料品店

元刈谷米販売所 刈谷市御幸町 2-73 0566-21-0255 飲食料品店

御菓子所　みづ乃 刈谷市御幸町 4-105 0566-21-0517 飲食料品店

鳥健精肉店 刈谷市御幸町 4-107 0566-21-1285 飲食料品店

松下米華堂 刈谷市御幸町 1-56 0566-21-0900 飲食料品店

たこ焼き　皓介 刈谷市御幸町 3-92 0566-24-1314 飲食料品店

小嶋屋 刈谷市御幸町 6-70 0566-21-0357 衣料･靴･寝具･日用品

ヘアーサロン　サイトー 刈谷市御幸町 7-205 0566-21-6358 理容･美容店

鈴木石材店 刈谷市御幸町 6-46 0566-21-1413 その他の小売店

刈谷日劇 刈谷市御幸町 4-208 0566-21-0624 その他のサービス業

かりやギフトセンター 刈谷市矢場町 1-415 0566-22-9765 その他の小売店

おかだや　高津波店 刈谷市山池町 4-510 0566-23-0864 飲食店

（株）ダイマルヤ　刈谷店 刈谷市山池町 2-402 0566-24-0242 衣料･靴･寝具･日用品

宝石メガネ時計　エサカ 刈谷市山池町 3-104 0566-21-3299 貴金属･時計･眼鏡

焼肉飯店長春 刈谷市若松町 1-7 0566-24-1123 飲食店

地中海カフェ　BISTRO　PLACE 刈谷市若松町 2-104 刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰ2階 0566-23-4717 飲食店

フラワーショップ　オオシマ 刈谷市若松町 5-31 0566-21-7442 生花・園芸店

エースイン刈谷 刈谷市若松町 2-54 0566-26-5611 その他のサービス業

アトラス　刈谷店 刈谷市若松町 2-101 みなくる刈谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階 0566-95-8515 その他のサービス業
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