
平成２１年１２月２８日現在

ＮＯ 地区 店舗名 営業内容 郵便番号 所在地 電話 特典 具体的な特典

1 中央地区 テーラー安藤 471-0023 豊田市挙母町１－７３ 32-1419 有

2 中央地区 岩本印房 471-0023 豊田市挙母町１－７７－１ 32-7559 有

3 中央地区 カモデン（株） 家電品販売 471-0023 豊田市挙母町1丁目36番地 32-0150 無

4 中央地区 （株）ふとんのわた萬 寝具小売 471-0023 豊田市挙母町２丁目３６番地 34-1411 無

5 中央地区 美濃屋京染店 471-0024 豊田市元城町１－６５ 32-0417 無

6 中央地区 おいしいコーヒーの店 喫茶　城　本店 飲食 471-0024 豊田市元城町2-8 32-6165 無

7 中央地区 鮨・懐石　大学本店 すし・和食 471-0024 豊田市元城町3-65 32-5665 無

8 中央地区 加藤酒店
酒類全般・調味料・飲料水・食
品

471-0024 豊田市元城町3丁目34番地 32-1762 無

9 中央地区 はんこ屋さん２１　豊田店
印鑑・ゴム印・名刺・封筒・伝
票・チラシ･印刷物製作販売

471-0024
豊田市元城町4-19-1　名古庄ビル
105

32-3253 無

10 中央地区 マツザワクリーニング 471-0025 豊田市桜町1-55 32-0621 無

11 中央地区 マツシマヤ化粧品店 471-0025 豊田市西町１－１ 33-0355 無

12 中央地区 甲州屋 471-0025 豊田市西町1-116 090-5879-0078 無

13 中央地区 炭火ＤＩＮＩＮＧ華火 471-0025
豊田市西町1-133 西町丸太パーキ
ング１Ｆ

37-8808 無

14 中央地区 自転車修理工房　こんどう 471-0025 豊田市西町1-14 33-2118 無

15 中央地区 呉服のゆたか 471-0025 豊田市西町1-2 33-1737 無

16 中央地区 リーベ 471-0025 豊田市西町1-2 31-6296 無

17 中央地区 モードアルカス 471-0025 豊田市西町1-22 34-0150 無

18 中央地区 Ｂａｒ　ｏｌｄ　kｅｎｎｙ 飲食業 471-0025 豊田市西町1-45　2Ｆ 42-3918 無

19 中央地区 ブティック　ミツワ
高級プレタポルテ・ブラック
フォーマル・バッグ・靴・アクセ
サリー

471-0025 豊田市西町1-46 32-0975 無

20 中央地区 あんのいり 471-0025 豊田市西町1-80 34-0880 無

21 中央地区 ラーメン屋　達人 471-0025
豊田市西町1-80 西町ドリームマン
ション1F101号

34-1051 無

22 中央地区 (有)学生の店　みくさ
中学・高校制服等学生衣料専
門店

471-0025 豊田市西町１丁目１２０番地 34-0031 無

23 中央地区 （有）岩瀬マルカ西町 471-0025 豊田市西町2-57 33-0379 無

24 中央地区 めいぷる薬局 471-0025 豊田市西町2-66 32-3285 有 1人1本リポビタンライトをサービス

25 中央地区 K'S BAR 471-0025 豊田市西町2-67-1 32-5802 無

26 中央地区 日本料理　和み　たむら 日本料理 471-0025 豊田市西町2-67-3 32-8908 無

27 中央地区 やまもとスポーツ スポーツ用品販売 471-0025 豊田市西町2-8 31-0530 無

28 中央地区 シキシマ商店
陶器・ガラス器・燃料（木炭・豆
炭・レンタン）等の販売

471-0025 豊田市西町2丁目63番地 32-0297 有 5％値引き

29 中央地区 化粧品とエステの山本屋 販売と美顔 471-0025 豊田市西町2の5 33-0753 無

30 中央地区 原田写真館 写真撮影 471-0025 豊田市西町3-22 32-0963 無

31 中央地区 （株）金澤屋洋品店 471-0025 豊田市西町3-23-1 32-0308 無

32 中央地区 桜井美容室 471-0025 豊田市西町3-26 32-6673 無

33 中央地区 四季の味わい　旬香 471-0025 豊田市西町3-28　1F 34-6454 無

34 中央地区 フジカメラ カメラ・デジカメプリント 471-0025 豊田市西町5-21 32-2503 有
プリント代で使うと更に１０％のプレミアム５
００円券を５５０円として取扱います。

35 中央地区 （有）ヒエノ 471-0025 豊田市西町5-26 35-0054 無

36 中央地区 キッチン＆カフェ　はっぴいえんど 471-0025 豊田市西町5-28-1 34-1617 無
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37 中央地区 西町　あおいや 471-0025 豊田市西町5-32 31-2995 有

38 中央地区 酒房Ｄｉｎｉｎｇ みやび亭 471-0025
豊田市西町5-36-1 ウエスト5ビル
1F

37-0337 無

39 中央地区 ＶＩＴＳ豊田タウン 物販 471-0025 豊田市西町5-5 31-2311 無

40 中央地区 つばさや豊田西町店 471-0025 豊田市西町6-66 31-2515 無

41 中央地区 居酒屋　はせ川　駅西店 471-0025 豊田市西町6-7-2 33-3033 無

42 中央地区 道楽 471-0025 豊田市西町6-3-4 32-6878 無

43 中央地区 村さ来 471-0026 豊田市若宮町1-24-2 35-1150 無

44 中央地区 寿しダイニング　とんぼ 471-0026 豊田市若宮町1-28-1 32-9486 有 ５％ＯＦＦ

45 中央地区 理容　レオ 471-0026
豊田市若宮町1-28-1 ハラックスビ
ル1F

35-2177 無

46 中央地区 朝日薬局豊田プラザ店 くすり・化粧品・日用品 471-0026
豊田市若宮町1-34　名鉄豊田市駅
豊田プラザ内

32-0148 無

47 中央地区 精文館書店プラザ店 書籍販売 471-0026 豊田市若宮町1-35 32-2511 無

48 中央地区 ＪＴＢ中部　豊田Ｔ－ＦＡＣＥ店 旅行業 471-0026
豊田市若宮町1-57-1　Ａ館Ｔ－ＦＡ
ＣＥ７階

37-0009 無

49 中央地区 なにがし　はなれ 酒場・ビヤホール 471-0026 豊田市若宮町1-8-7 35-8707 無

50 中央地区 ＪＴＢ中部　豊田支店 旅行業 471-0026
豊田市若宮町2-66　豊田グランドビ
ル１･２階

34-3511 無

51 中央地区 桃家 471-0026
豊田市若宮町7-5-2　ＡＲＫ豊田ビ
ル

31-3751 無

52 中央地区 とりとり亭　豊田店 471-0026
豊田市若宮町8-1-10　新豊田ビル
1階

35-1110 有 次回より使用可能なクーポン2枚

53 中央地区 ソルボンヌ洋菓子店 洋菓子製造販売 471-0026 豊田市若宮町8-1-8 31-1015 有
１,０００円以上お買い上げの方に
パウンドケーキ　１コサービス実施

54 中央地区 名鉄トヨタホテル ホテル業 471-0027 豊田市喜多町1-140 35-4629 有
レストラン利用券(１セット５.０００円で５.５０
０円可能）購入の方呈茶券１枚プレゼント

55 中央地区 ＳＵＧＡ 471-0027 豊田市喜多町１－１４０ 32-1575 無

56 中央地区 Ｅ．Ｒ，Ｉ セレクトショップ 471-0027
豊田市喜多町1-140　ギャザビル1
Ｆ

35-7608 無

57 中央地区 モリ洋品 471-0027 豊田市喜多町1-68 32-3878 無

58 中央地区 ヘアメーク　フォルテシモ 美容業 471-0027
豊田市喜多町1-70　喜多町駐車場
1Ｆ

32-3338 無

59 中央地区 メガネのひえの 眼鏡販売 471-0027 豊田市喜多町1-72-2 32-2448 有 更に　10％値引き

60 中央地区 北海ダイニング康家 471-0027 豊田市喜多町1-98 37-7735 無

61 中央地区 プロント豊田コモ・スクエア店
カフェ＆バー（カフェ　7：00～
17：30　バー　17：30～23：00）

471-0027 豊田市喜多町2-160 33-3311 有
カフェタイム　日替りパスタ５００円　/　バー
タイム　ディナーセット　１,０００円

62 中央地区 ホテル　トヨタキャッスル ホテル業・飲食業 471-0027
豊田市喜多町2-160　コモ・スクエア
ウエスト

31-2211 有

63 中央地区 原田屋 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・イースト1F

32-1327 無

64 中央地区 ｑｕａｌｉａ 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・イースト1F

37-8188 無

65 中央地区 和ｉｓ魯庵 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・イースト1F

32-1255 無

66 中央地区 珈琲・お好み焼き　かわしん 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・イースト1F

33-5412

67 中央地区 珈琲香房　楽風 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・イースト1F

32-0233 無

68 中央地区 なにがし 豊田コモスクエア店 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・イースト2F

35-7204 無

69 中央地区 アイレックススポーツ 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・ウエスト

37-8858 無

70 中央地区 マリーゴールド 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・ウエスト1F

35-1970 無

71 中央地区 ＦＡＩＴＨ ＬＯＶＥＳ ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・ウエスト1F

35-1322 無

72 中央地区 コモ　ビジネスサービス 471-0027
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエ
ア・ウエスト1F

35-0261 無

73 中央地区 （有）吉良屋小鳥店 471-0027 豊田市喜多町2-21 32-0270 無
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74 中央地区 美容室アイ 美容一般 471-0027 豊田市喜多町2-22 32-0925 無

75 中央地区 龍鳳苑 中国料理 471-0027 豊田市喜多町2-31 33-3012 無

76 中央地区 やまのぶ　全店 食品スーパーマーケット 471-0027 豊田市喜多町2-50 33-0249 無

77 中央地区 トヨミ薬局 471-0027 豊田市喜多町2-55 33-0405 無

78 中央地区 名古屋焼きそば 471-0027 豊田市喜多町2-55-2 33-0340 無

79 中央地区 喜多町商店 471-0027 豊田市喜多町2-56-7 35-9930 無

80 中央地区 マルモリ 471-0027 豊田市喜多町2-61 32-1045 無

81 中央地区 カメラの店　白樺
カメラ・ＤＰＥ・撮影　写真材料
全般

471-0027 豊田市喜多町2-64 32-0338 有
３.０００円ご利用ごとにデジカメプリント１０
枚券プレゼント

82 中央地区 おばちゃんショップ やまと 衣料品・雑貨販売 471-0027 豊田市喜多町2-96 35-6433 無

83 中央地区 （株）柴宗呉服店 呉服販売 471-0027 豊田市喜多町3-103 32-0226 無

84 中央地区 石川屋 471-0027 豊田市喜多町3-18 32-0362 無

85 中央地区 海鮮居酒屋　はなの舞　豊田店 471-0027 豊田市喜多町3-18-1 36-5272 無

86 中央地区 寿屋ふとん店 471-0027 豊田市喜多町3-19-2 32-2139 無

87 中央地区 柏屋呉服店 呉服小売 471-0027 豊田市喜多町3-53 32-0299 有 更に　５％値引き

88 中央地区 柏屋洋品本店 呉服・服地・寝具小売業 471-0027 豊田市喜多町3-58 33-0396 無

89 中央地区 御菓子司　川村屋 菓子製造小売 471-0027 豊田市喜多町3-66 32-0304 無

90 中央地区 十一屋雑貨店
線香・ローソク・木製品の専門
店

471-0027 豊田市喜多町3-72 31-0118 有 更に　10％値引き

91 中央地区 ナイトウ薬局 薬局 471-0027 豊田市喜多町3-72 33-8037 無

92 中央地区 靴のワシントン 靴・はきもの小売業 471-0027 豊田市喜多町3-85 31-1458 有
商品券でおつりが出ないので５００円まで
値引きします。

93 中央地区 ヤマウチ写真場 写真業 471-0027 豊田市喜多町3-88-1 33-1671 無

94 中央地区 （株）さかの葬祭センター
葬祭業に関するサービス及び
物品販売

471-0027 豊田市喜多町3丁目69番地 32-0276 無

95 中央地区 はんと彫刻の店　（株）一心堂 印鑑製造小売 471-0027 豊田市喜多町3丁目76番地 33-1180 有 粗品サービス

96 中央地区 めん処　三笠 そば・うどん店 471-0027 豊田市喜多町３丁目８７番地 32-0283 無

97 中央地区 エルシンコウ エルサイズの婦人服 471-0027 豊田市喜多町4-102 31-6894 無

98 中央地区 (有)かもめ堂 書籍・文房具小売業 471-0027 豊田市喜多町4-25-5 32-0866 無

99 中央地区 豊田プレステージホテル
宿泊施設（ビジネス・観光・冠
婚葬祭など）

471-0027 豊田市喜多町4-28 34-5555 有 ご宿泊代の　5％割引

100 中央地区 割烹　ゆすら 日本料理・会席・御膳 471-0027
豊田市喜多町4-28　豊田プレス
テージホテル2Ｆ

32-0080 無

101 中央地区 コスメティックハウス　ナガタヤ 化粧品の販売 471-0027 豊田市喜多町4-66-1 32-0637 有 当店スタンプ2倍

102 中央地区 お料理　きふね 471-0027 豊田市喜多町4-66-1 33-3409 有

103 中央地区 理容　スワン 理容業 471-0027 豊田市喜多町4-72 33-1609 無

104 中央地区 （株）いろは牛肉店 食肉小売業 471-0027 豊田市喜多町4-95-2 35-1689 無

105 中央地区 エルシンコウ
エルサイズ専門のおしゃれな
婦人服の店

471-0027 豊田市喜多町４丁目102 31-6894 無

106 中央地区 　　　仏壇の光明堂　本店 仏具小売 471-0027 豊田市喜多町5丁目1番地5 33-2323 無

107 中央地区 あづまや 471-0027 豊田市喜多町1-140 ギャザビル1F 32-1591 無

108 中央地区 ディスカウンﾄ百貨 珍品堂 471-0027
豊田市喜多町1-70 喜多町駐車場
ビル1F

31-0471 有

109 中央地区 味じまん 嵯峨野 471-0027
豊田市喜多町1-70 喜多町駐車場
ビル1F

31-7020 有

110 中央地区 樅山花かつお店 471-0027 豊田市喜多町1-74 33-2481 無

111 中央地区 ﾁｷﾝｺﾛｯｹ ﾒﾝﾁｶﾂ 串ｶﾂ 松丈 471-0027 豊田市喜多町2-53 34-1448 無
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112 中央地区 （株）鈴彦書店 471-0027 豊田市喜多町3-45 33-1331 無

113 中央地区 米寅金物店 471-0027 豊田市喜多町3-50 32-1360 無

114 中央地区 山盛酒店 471-0027 豊田市喜多町3-56 33-1115 無

115 中央地区 磯谷薬局 471-0027 豊田市喜多町3-68 32-0880 無

116 中央地区 トリイ精肉店 471-0027 豊田市喜多町3-75 32-0211 無

117 中央地区 平岩ボタン店 471-0027 豊田市喜多町3-9 32-2419 無

118 中央地区 津具美容院 471-0027
豊田市喜多町4-28 プレステージホ
テル1F

33-2203 無

119 中央地区 宝石メガネ時計　すずき 時計・宝石・眼鏡販売 471-0028 豊田市神明町1-24 32-0263 無

120 中央地区 （有）秀豊 ブティック 471-0028 豊田市神明町1-25 32-0636 無

121 中央地区 タカラデンキ 家庭用電気器具販売 471-0028 豊田市神明町1-29 32-0344 無

122 中央地区 シティホテル　アンティーズ 旅館業 471-0028 豊田市神明町1-30 33-7337 無

123 中央地区 ｗａｓｈｏｋｕ　ｒｏｋｕ　ＨＡＲＵ 食堂・レストラン 471-0028
豊田市神明町1-30ｼﾃｨﾎﾃﾙｱﾝﾃｨｰ
ｽﾞ2Ｆ

32-6335 無

124 中央地区 ロージー・ヘア 美容業 471-0028 豊田市神明町1-36 35-3835 無

125 中央地区 マカオン 美容業 471-0028 豊田市神明町1-37水野ﾋﾞﾙ1Ｆ 37-3008 無

126 中央地区 （株）ジェイトレード 471-0028 豊田市神明町1-37水野ビル2Ｆ 33-7701 無

127 中央地区 (有)つばめクリーニング店 クリーニング 471-0028 豊田市神明町1-47 32-0658 無

128 中央地区 （株）花桂 生花業 471-0029 豊田市桜町1-1 33-2611 無

129 中央地区 ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ花桂 471-0029 豊田市桜町１－１ 33-2611 無

130 中央地区 板倉金物店 家庭用金物販売 471-0029 豊田市桜町1-17 32-0091 無

131 中央地区 宝石メガネ時計　ヤナセ 時計・宝石・眼鏡販売 471-0029 豊田市桜町1-18 32-0688 無

132 中央地区 呉服さわこう 衣料品販売 471-0029 豊田市桜町1-19 32-0023 有 10％値引き

133 中央地区 山六花かつお店 かつおぶし販売 471-0029 豊田市桜町1-21 33-0386 無

134 中央地区 アオイ商店 額縁・掛軸　火曜定休日 471-0029 豊田市桜町1-23 32-2234 有 10％値引き

135 中央地区 アオイ商店 家具・建具販売 471-0029 豊田市桜町1-23 32-2234 無

136 中央地区 ＮＰＯ法人　ユートピア若宮 福祉施設 471-0029 豊田市桜町1-25 31-1117 無

137 中央地区 勇吉屋　本店 学生全般衣料 471-0029 豊田市桜町1-29 33-1155 無

138 中央地区 八百代商店 食料品販売 471-0029 豊田市桜町1-31 32-1475 無

139 中央地区 ビストロ・モコ 食堂・レストラン 471-0029 豊田市桜町1-31-2 42-3130 無

140 中央地区 ＰＵＮＣＨ’Ｓ　ＨＯＵＳＥ 食堂・レストラン 471-0029 豊田市桜町1-32 35-6771 無

141 中央地区 ありらん食堂 もつ鍋 471-0029 豊田市桜町1-54 33-1156 無

142 中央地区 カットスタジアム　ニューヨーク 471-0029 豊田市桜町1-76 34-2900 無

143 中央地区 羽根田理容院 理容業 471-0029 豊田市桜町1-81 32-1028 無

144 中央地区 ホンダ薬局 薬局 471-0029 豊田市桜町1-83 32-1946 無

145 中央地区 Ｃａｎ・ｂｅ スナック 471-0029 豊田市桜町1-85 31-3005 無

146 中央地区 まむ 飲食 471-0029 豊田市桜町1-85 35-0122 無

147 中央地区 居酒屋　角屋 居酒屋 471-0029 豊田市桜町1-91 33-3460 無

148 中央地区 時計とめがねの塚田
時計・めがね・宝石　販売・修
理

471-0029 豊田市桜町2-1 32-0229 無

149 中央地区 　　　仏壇の光明堂　桜町店 仏具小売 471-0029 豊田市桜町2-11 33-7676 無
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150 中央地区 そぶ川屋 靴・はきもの 471-0029 豊田市桜町2-35 32-0913 無

151 中央地区 婦人服の山田屋 婦人服販売 471-0029 豊田市桜町2-43 32-0104 有 未定

152 中央地区 お好み焼き・焼きそば　ごっぱち 471-0029 豊田市桜町2-47 35-2058 無

153 中央地区 理容室　Ｂｅ－１ 471-0029 豊田市桜町2-47 35-0166 無

154 中央地区 増田屋金物店 金物一般 471-0029 豊田市桜町2-50 32-5720 無

155 中央地区 味楽亭　たけ橋 食堂・レストラン 471-0029 豊田市桜町2-54松村ﾋﾞﾙ1Ｆ 33-8161 無

156 中央地区 イトウフトン 寝具小売 471-0029 豊田市桜町2-9 32-0097 無

157 中央地区 白藤商店 471-0029 豊田市桜町2-12 32-0161 無

158 中央地区 マルマス 471-0029 豊田市桜町2-30 31-0143 無

159 中央地区 マルタケ人形店 471-0029 豊田市桜町2-37 32-5660 無

160 中央地区 きもの 丸定 471-0029 豊田市桜町2-47 32-0062 無

161 中央地区 菓子又商店 471-0029 豊田市桜町2-7 32-0014 無

162 中央地区 太平製麺 471-0029 豊田市桜町2-8 32-0132 無

163 中央地区 笑売屋　小亀 471-0034
豊田市小坂本町1-12-4 愛知ビル
102

32-1877 有 おすすめメニュー一品無料サービス

164 中央地区 馳走屋　てんごく 471-0034 豊田市小坂本町1-15-3 37-3312 無

165 中央地区 もんじゃ焼き・鉄板焼 木村屋 豊田店 471-0034 豊田市小坂本町1-19 31-7887 無

166 中央地区 グランディール　ガモウ
ガソリン・不動産・保険(自動
車・生命）

471-0034 豊田市小坂本町3-7 33-0671 無

167 中央地区 治療室　アレテ 471-0034 豊田市小坂本町3-95 32-3356 無

168 中央地区 大衆料理 いそがい 471-0034 豊田市小坂本町1-8-1 31-3943 無

169 中央地区 （株）アイチ酒米店 471-0034 豊田市小坂本町3-22 32-0494 無

170 中央地区 （有）庄田商店 471-0034 豊田市小坂本町3-73 32-1329 無

171 中央地区 豊田石油（株）Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ日之出店 燃料小売 471-0075 豊田市日之出町1-9-1 31-0267 無

172 中央地区 (有)ＭＡＭＢＯ 理容業 471-0075 豊田市日之出町2-13-9 34-1761 無

173 中央地区 季節料理　一よし 471-0075 豊田市日之出町2-13-9 31-4804 無

174 中央地区 ナルセ洋傘店 傘の販売・クリーニング取次店 471-0076 豊田市久保町4-25-2 32-0693 無

175 中央地区 やお豊飯店 471-0076 豊田市久保町4-54 32-1385 無

176 中央地区 福好 471-0076 豊田市久保町4-31 33-0224 無

177 中央地区 アイマイミーの西川店 お米の専門店 471-0077
豊田市竹生町1-2-1（豊田フランテ
店の西通り）

32-0952 有 当店独自の特典有り

178 中央地区 コンドウ洋服（株） 紳士服・学生服販売 471-0077 豊田市竹生町3-33 32-0404 無

179 中央地区 美容室 コーラルブルー 美容 471-0077 豊田市竹生町4-24 32-2550 無

180 中央地区 （株）第一楽器　豊田店 471-0077 豊田市竹生町4-41 31-0403 無

181 中央地区 お菓子処 花月 471-0077 豊田市竹生町1-2-12 32-3517 無

182 中央地区 小林養蜂所 471-0077 豊田市竹生町1-2-7 32-0878 無

183 中央地区 魚いく 471-0077 豊田市竹生町2-15 32-0867 無

184 中央地区 理容室フクオカ 471-0077 豊田市竹生町2-2-9 32-0808 無

185 中央地区 三浦貴金属店 471-0077 豊田市竹生町2-3-5 33-3800 無

186 中央地区 二村酒店 471-0077 豊田市竹生町2-4-5 32-0133 無

187 中央地区  加　藤屋商店 471-0077 豊田市竹生町2-56 32-0232 無
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188 中央地区 久野商店 471-0077 豊田市竹生町3-23 32-0618 無

189 中央地区 三州クリーニング 471-0077 豊田市竹生町3-32 33-3515 無

190 中央地区 犬塚自転車 471-0077 豊田市竹生町3-34 32-0862 無

191 中央地区 美松 471-0077 豊田市竹生町3-62 32-0712 無

192 中央地区 リールーム 471-0077 豊田市竹生町4-13 34-3088 無

193 中央地区 花扇 471-0077 豊田市竹生町4-17 32-0100 無

194 中央地区 美容室コーラル・ブルー 471-0077 豊田市竹生町4-24 32-2550 無

195 中央地区 永田や仏壇店 471-0077 豊田市竹生町4-30 32-0761 無

196 中央地区 鈴木家具店 471-0077 豊田市竹生町4-43 32-0826 無

197 中央地区 九皐堂薬局 471-0077 豊田市竹生町4-46 32-1377 無

198 中央地区 貴玉園 竹生店 471-0077 豊田市竹生町4-49-2 31-8428 無

199 中央地区 居酒屋 たかせ 471-0077 豊田市竹生町4-50 33-5053 無

200 中央地区 ヤマヤ 471-0077 豊田市竹生町4-50 33-0133 無

201 中央地区 リストランテ　トワイス 471-0077 豊田市竹生町4-62 37-8737 無

202 中央地区 理容　ウエダ 理容 471-0078 豊田市昭和町1-17 32-3544 無

203 中央地区 ポニーテール 471-0078 豊田市昭和町1-33 32-2370 無

204 中央地区 岡三クリーニング 衣類クリーニング 471-0078 豊田市昭和町3-116 32-3147 無

205 中央地区 Ｕ－ＤＥＮウイ 家電販売 471-0078 豊田市昭和町3-59 33-0855 無

206 中央地区 菓子処　三河屋 471-0078 豊田市昭和町3-83 32-1693 無

207 中央地区 山下洗張店 471-0078 豊田市昭和町4-13 32-2071 無

208 中央地区 元祖焼きそばの吉田屋 471-0078 豊田市昭和町4-18 32-1068 無

209 中央地区 藤村産業株式会社 471-0078 豊田市昭和町4-18-2 31-3331 無

210 中央地区 キノ美容院 美容 471-0078 豊田市昭和町4-41 33-6821 無

211 中央地区 あばん亭 471-0078 豊田市昭和町4-46 33-0358 無

212 中央地区 深見眼鏡時計店 時計・眼鏡の販売 471-0078 豊田市昭和町4-49 32-0535 無

213 中央地区 岡田屋 乳母車等の販売 471-0078 豊田市昭和町4-50 32-1287 無

214 中央地区 スズキ理容院 理容 471-0078 豊田市昭和町4-55 32-2698 無

215 中央地区 青木印房 印鑑・印章・ゴム印の販売 471-0078 豊田市昭和町4-80　スガビル1F 31-6986 無

216 中央地区 入船館 471-0818 豊田市室町７－４１ 58-0816 無

217 中央地区 コンタクト・メガネの光 コンタクトレンズ・メガネの販売 471-0868
豊田市神田町1-1　西山地産ビル1
Ｆ

34-3120 有 10％値引き

218 中央地区 貴玉園 471-0868 豊田市神田町１－４－１０ 34-1600 無

219 中央地区 マルボシゴム株式会社 471-0868 豊田市神田町1-5-6 33-2783 無

220 中央地区 ハンバーグのビッグベン 471-0868 豊田市神田町１－９－４ 31-5050 無

221 中央地区 スギ薬局　神田店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0868 豊田市神田町2丁目3-2 37-7531 無

222 中央地区 マルボシゴム（株） 471-0868 豊田市神田町1-5-6 33-2783 有

223 中央地区 （株）鈴木室内装飾 471-0869 豊田市十塚町３－４０ 32-4462 有

224 中央地区 エース　スポーツ スポーツ用品販売 471-0869
豊田市十塚町3-34-1　第一錦ビル
1Ｆ

32-3510 有 更に5％引き

225 中央地区 フライトスポーツ２４８店 スポーツ用品小売販売 471-0871 豊田市元宮町1-7 34-3116 無
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226 中央地区 スギ薬局　元宮店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0871 豊田市元宮町5丁目26-1 36-0160 無

227 高橋地区 くらが池園芸
花苗・鉢花・資材・植木など販
売

471-0006 豊田市市木町1-2-5 89-2022 無

228 高橋地区 トードウ　ドラッグ 自然薬・漢方・薬品販売 471-0006 豊田市市木町2丁目2-1 80-9261 有 アミノドリンク　1杯サービス

229 高橋地区 勇吉屋　高橋店 学生全般衣料 471-0013 豊田市高上1-14-2 80-5050 無

230 高橋地区 黒野薬局 471-0013 豊田市高上２－１－１ 80-3265 無

231 高橋地区 紳士服　オーブ 紳士服全般小売 471-0013 豊田市高上2-2-3 80-5756 有 全商品　10％値引き

232 高橋地区 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟモリオカ 471-0013 豊田市高上２－７－６ 80-8037 無

233 高橋地区
グリーンシティショッピングセンター
（高橋共同ショッピングセンター）

各種小売業 471-0014 豊田市東山町1-5-1 88-3111 無

234 高橋地区 スギ薬局　上野店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0015 豊田市上野町4丁目6-9 89-5255 無

235 高橋地区 よつばプロデュース
ＩＮＡＸのエコカラット販売他快
適な住まいづくりのプロヂュー
ス

471-0016 豊田市千石町5-18 88-3577 有
5％値引き　ご成約の方はくじ引きプレゼン
ト（はずれ無し）ご利用の方は無料日曜大
工・ＤＩＹ教室に参加できます

236 高橋地区
洋菓子・焼きたてのパン　”ガトー・セボ
ン”

焼きたてパン・手作りケーキの
製造販売

471-0805 豊田市美里２丁目8-15 80-0039 無

237 高橋地区 料理畑　ＭＩｋＡＮ 飲食・お持帰り弁当 471-0805 豊田市美里4丁目3-73 89-6115 有
飲食代　5％ＯＦＦ（お持ち帰りとコースは除
く）

238 高橋地区 （株）ヤマナカ御立店 471-0805 豊田市美里5-10-8 80-1147 無

239 高橋地区 第一家庭電器 家庭用機械器具小売業 471-0805 豊田市美里5-1-10 80-1713 無

240 高橋地区 ネッツトヨタ中部株式会社　美里店 471-0805 豊田市美里5-1-16 80-0010 無

241 高橋地区 王滝石産(有)
石工・れんが・タイル・ブロック
工事業

471-0805 豊田市美里5-1-9 89-1633 有 消費税分値引きサービス

242 高橋地区 クリーニングベル 471-0805 豊田市美里６－８－５ 89-7602 無

243 高橋地区 株式会社モダン装美 471-0807 豊田市広川町5-107 80-6565 無

244 高橋地区 えぷろん渋谷店 食品スーパーマーケット 471-0808 豊田市渋谷町3-37-15 88-1616 無

245 高橋地区 喫茶　笑子 喫茶店 471-0811 豊田市御立町8-22 80-5101 無

246 高橋地区 有限会社　ユーズネット美里 自動車小売業 471-0812 豊田市野見町5-129-1 87-0211 無

247 高橋地区 制服のトヨタユニフォーム 学生衣料品 471-0812 豊田市野見町5-138-2 89-2737 無

248 高橋地区 (有)ナリデンオートセンター
自動車小売業（自動二輪車含
む）

471-0812 豊田市野見町5-153-1 88-5234 無

249 高橋地区 アンドウ電器

ひまわりネットワーク工事・各
種照明器具取付・エアコン工
事、インターネット工事・地デジ
アンテナ工事一式・家電品全
般

471-0813 豊田市野見山町3丁目88-125 89-6805 有 記念品進呈（産直品）

250 高橋地区 トヨタ　五ヶ丘店 ホームセンター 471-0814 豊田市五ヶ丘1丁目1番1 89-6565 無

251 高橋地区 神戸屋五ヶ丘店 焼肉・シーフード 471-0814 豊田市五ヶ丘5丁目11番地 89-2901 無

252 中央北地区 光花園 お花の小売 471-0031 豊田市朝日町1-6-1 31-3266 無

253 中央北地区 スギ薬局　朝日店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0031 豊田市朝日町1丁目20-2 36-0866 無

254 中央北地区 旭美容室 美容 471-0031 豊田市朝日町2-11-2 31-0815 無

255 中央北地区 トーカイ　オート　豊田北店 自転車小売業 471-0031 豊田市朝日町2-19-8 31-2322 無

256 中央北地区 焼肉飯店　大門 焼肉 471-0031 豊田市朝日町2-22 32-6187 無

257 中央北地区 (有)山村屋 洋服小売業 471-0031 豊田市朝日町2-23 31-1307 無

258 中央北地区 理容　イナガキ 理容 471-0031 豊田市朝日町3-25-5 31-0661 無

259 中央北地区 カンダイ(有) 金物・建材販売 471-0031 豊田市朝日町3-52-8 32-2468 無

260 中央北地区 (有)ヒノデ薬局 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0031 豊田市朝日町4-27 33-1564 無

261 中央北地区 有限会社　寿司龍 すし屋 471-0032 豊田市日南町4-1-3 31-2321 無

- 7 -



平成２１年１２月２８日現在

ＮＯ 地区 店舗名 営業内容 郵便番号 所在地 電話 特典 具体的な特典

262 中央北地区 うなぎのうな芳 食堂・レストラン 471-0035 豊田市小坂町9-12 31-1318 無

263 中央北地区 メガネのスギヤマ 471-0035 豊田市小坂町10-43 31-9417 無

264 中央北地区 松華堂　豊田店 和洋菓子製造販売 471-0038 豊田市宮上町3-26-7 32-2416 無

265 中央北地区 えぷろん宮上店 食品スーパーマーケット 471-0038 豊田市宮上町3-39-3 35-8181 無

266 中央北地区 カーマホームセンター豊田宮上店 ホームセンター 471-0038 豊田市宮上町4丁目50番地3 34-1727 無

267 中央北地区 スギ薬局　宮町店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0043 豊田市宮町5-53 35-7151 無

268 中央北地区 スギ薬局　豊田高崎店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0048 豊田市高崎町北ノ脇30番16 37-3677 無

269 中央北地区 スギ薬局　梅坪店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0063 豊田市京町3丁目102番地3 35-6338 無

270 中央北地区 菓子工房　風外 菓子販売 471-0065 豊田市平芝町3-13-13 33-1658 無

271 中央北地区 （株）花成 471-0065 豊田市平芝町３－１４－８ 32-3096 有

272 中央北地区 (有)光映写真館
写真撮影（スタジオ記念写真・
出張撮影・ブライダルフォト）

471-0066 豊田市栄町1-42-1 32-0971 無

273 中央北地区 洋服の青山　豊田栄店 洋服販売 471-0066 豊田市栄町7-3-8 35-6111 無

274 中央北地区 ウメキョウ自動車（株） 車検・点検・修理 471-0067 豊田市栄生町3丁目23番地3 33-3211 無

275 中央北地区 アサヒスポーツ 471-0069 豊田市高原町３－３１－２ 34-1477 無

276 中央北地区 (有)豊田市民市場　梅坪店 食品小売 471-0071 豊田市東梅坪町2-21-1 35-1633 無

277 中央北地区 コロモタクシー（株） 471-0071 豊田市東梅坪町９－３－８ 32-1246 無

278 中央北地区 豊田フランテ館
食料品・日用雑貨・衣料品販
売

471-0079 豊田市陣中町１丁目２６番8 33-2581 無

279 中央北地区 中国料理　香楼苑　本店 飲食 471-0079 豊田市陣中町2丁目18-21 31-0955 無

280 中央西地区 名鉄タクシー タクシー業 471-0036 豊田市広久手町２丁目２８番地の1 32-2531 無

281 中央西地区 （有）グリーンウッド　ことぶきや薬局 医薬品販売 471-0834 豊田市寿町2-14-1 27-2508 無

282 中央西地区 リックス菊屋 米・酒販売 471-0834 豊田市寿町2-17-5 28-4664 無

283 中央西地区 豊田ビラージ 旅館業 471-0834 豊田市寿町2-36 28-9999 無

284 中央西地区 マルボシゴム（株） タイヤ販売 471-0834 豊田市寿町3-15 28-1758 無

285 中央西地区 （株）蟹太鼓 カニ料理 471-0834 豊田市寿町3-16-1 27-3434 無

286 中央西地区 （株）豊田ガーデン 造園業 471-0834 豊田市寿町4-54 28-2601 無

287 中央西地区 （有）ＫＫアルバ 写真館 471-0834 豊田市寿町4-57-2 24-6005 無

288 中央西地区 愛豊管工（株） リフォーム・冷暖房設備工事 471-0834 豊田市寿町8-66-1 27-0171 無

289 中央西地区 手打うどん　豊田屋 うどん・そば 471-0835 豊田市曙町2-12 28-2076 無

290 中央西地区 豊田石油（株）Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新生店 燃料小売 471-0837 豊田市新生町2-35 28-2057 無

291 中央西地区 （株）みどり造園 造園業 471-0838 豊田市緑ヶ丘7-12 28-3159 無

292 中央西地区 スギ薬局　深田店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0841 豊田市深田町1丁目55-1 25-3589 無

293 中央西地区 ﾌｼﾞﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟ深田店 471-0841 豊田市深田町３－６１ 24-0805 無

294 中央西地区 豊栄交通（株） タクシー・貸切バス 471-0841 豊田市深田町1-126-1 28-2239 無

295 中央西地区 （株）豊田書店
書籍販売・ＣＤ＆ＤＶＤﾚﾝﾀﾙ販
売

471-0842 豊田市土橋町1-60 26-6780 無

296 中央西地区
豊田石油（株）Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＦＡＳも
とまち

燃料小売 471-0842 豊田市土橋町1-60 28-4876 無

297 中央西地区 アピタ豊田元町店 小売業 471-0842 豊田市土橋町２丁目６５番地 27-4011 無

298 中央西地区 アルプス理容院 カット・カラー・パーマ 471-0842 豊田市土橋町3-110-1 28-3526 有 更に　10％ＯＦＦ

- 8 -



平成２１年１２月２８日現在

ＮＯ 地区 店舗名 営業内容 郵便番号 所在地 電話 特典 具体的な特典

299 中央西地区 （株）中央トラベル 旅行全般 471-0842 豊田市土橋町8-110 28-1288 無

300 中央西地区 串の坊 和食　食事及び宴会 471-0845 豊田市田中町1-119-13 29-8008 無

301 中央西地区 ライフスーパー　タイヨー 食料品全般・たばこ 471-0845 豊田市田中町4-29-12 27-2311 無

302 中央西地区 ネッツトヨタ中部（株）豊田店 車の販売・修理等 471-0853 豊田市細谷町７丁目１８番地 26-0010 無

303 中央西地区 スギ薬局　豊田リスタ店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0855
豊田市柿本町2丁目13番地ﾌｨｰﾙﾘｽ
ﾀ店1階

71-5337 無

304 中央西地区 美容室アール 471-0855 豊田市柿本町７－６０－１ 28-5855 無

305 中央西地区 豊田センチュリーホテル 471-0855 豊田市柿本町3-28 25-1155 無

306 中央南地区 文具　みなもと 文具・事務用品販売 471-0822 豊田市水源町1-1-35 27-5827 無

307 中央南地区 ヘアーサロン　村澤 471-0822 豊田市水源町1-20-2 28-9841 無

308 中央南地区 とんかつ　おおはし とんかつ等調理及び販売 471-0822 豊田市水源町1-22-3 27-7033 無

309 中央南地区 Ｆａｒ＆Ｓｕｒｅ 471-0822 豊田市水源町1-23-5 28-2333 無

310 中央南地区 カラオケ喫茶　ふじ 471-0822 豊田市水源町2-22-146 24-2077 無

311 中央南地区 ハラダ理容 理容業 471-0822 豊田市水源町2-5-2 28-3830 無

312 中央南地区 マツウラ電化社 471-0822 豊田市水源町1-24-36 28-1571 無

313 中央南地区 平山サービスステーション フルサービス　ガソリンスタンド 471-0827 豊田市平山町5-2-3 28-1152 無

314 中央南地区 森田動物病院 471-0827 豊田市平山町5-4-5 71-1733 無

315 中央南地区 ヘアーサロン　セリーヌ
美容一般（パーマ・カット・ヘア
ダイ・気付セット）

471-0827 豊田市平山町6-42-2 28-0836 無

316 中央南地区 スギ薬局　前山店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0828 豊田市前山町4丁目21-1 74-2010 無

317 中央南地区 正鮨 471-0831 豊田市司町１－４５ 31-4789 無

318 中央南地区 豊田石油（株）Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ丸山店 燃料小売 471-0832 豊田市丸山町10-75 28-6608 無

319 中央南地区 和牛焼肉　勢　豊田司 471-0832 豊田市丸山町2-81 24-2929 無

320 中央南地区 ノエビア豊田販売会社
フェイシャルエステサービス・メ
イクサービス・カラーアドバイス

471-0832 豊田市丸山町3-55-1 26-7712 有
２０％引き（他のサービスとの併用できませ
ん）

321 中央南地区 パーマハウス　ＭＩＳＡ 471-0832 豊田市丸山町4-17-3 28-1667 無

322 中央南地区 喜豚 焼肉 471-0832 豊田市丸山町4-26 28-5864 無

323 中央南地区 テルミ美容室 471-0832 豊田市丸山町4-3-33 無

324 中央南地区 （資）ワタナベ自動車 自動車修理・販売 471-0832 豊田市丸山町5-9-6 28-4798 無

325 中央南地区 いしむら化粧品 471-0832 豊田市丸山町6-46 27-6524 無

326 中央南地区 ヘアーサロン　スズムラ 471-0832 豊田市丸山町8-37-2 28-3328 無

327 中央南地区 味秀 471-0832 豊田市丸山町9-18 26-8700 無

328 中央南地区 若葉理容院 471-0832 豊田市丸山町9-43 28-5466 無

329 中央南地区 一品料理　一味 471-0832 豊田市丸山町9-59 29-0138 無

330 中央南地区 スナック　糸 471-0832 豊田市丸山町9-59-8 27-9017 無

331 中央南地区 食事・喫茶　きょうらく 471-0832 豊田市丸山町9-67 27-8337 無

332 中央南地区 パブ･スナック２１ 471-0832 豊田市丸山町9-67 27-7695 無

333 中央南地区 神戸屋丸山店 焼肉・しゃぶしゃぶ 471-0832 豊田市丸山町10丁目61番地 27-2929 無

334 中央南地区 神戸屋本店
スキヤキ・シャブシャブ・ステー
キ・焼肉

471-0833 豊田市山ノ手6-69 27-3618 無

335 中央南地区 ル・ポミエ フランス料理 471-0833 豊田市山ノ手6-69 29-7000 無
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336 中央南地区 (有)モリタスポーツ スポーツ用品販売 471-0833 豊田市山之手3-100 29-0055 無

337 中央南地区 歌のステージ19　豊田店 カラオケ 471-0833 豊田市山之手5-91 24-2630 無

338 中央南地区 スギ薬局　山之手店 医薬品・調剤・化粧品販売 471-0833 豊田市山之手7丁目77番1 71-5525 無

339 中央南地区 豊田山之手店 食品・日雑・衣料品販売 471-0833 豊田市山之手五丁目123番地 29-1331 無

340 中央南地区 （株）ニューヨークカンパニー 471-0833 豊田市山之手4-53 28-2581 無

341 中央南地区 （有）スタイリングショップロエン 471-0833 豊田市山之手4-58 27-7030 無

342 中央南地区 花桂 山之手 471-0833 豊田市山之手4-85 29-8117 有

343 中央南地区 ギフトアオキ豊田店 ギフト販売 471-0864 豊田市広路町2-21 32-1251 有 ひまわり商品券ご利用分　５％値引き

344 中央南地区 ココストア樹木店 471-0866 豊田市上挙母２－１５－８ 32-1584 無

345 中央南地区 カルビ一丁豊田店 471-0874 豊田市前田町５－９ 32-8851 無

346 中央南地区 精文館書店豊田店 書籍販売 471-0875 豊田市下市場6-60 33-3322 無

347 中央南地区 （株）山田屋　錦店 人形・ベビー用品販売 471-0877 豊田市錦町1-91 34-1414 有 未定

348 上郷地区 食処　恵乃喜 470-1201 豊田市豊栄町１２－１６４－１ 27-6878 有

349 上郷地区 Ｙロード矢田 470-1201 豊田市豊栄町１－２４５ 28-2654 有

350 上郷地区 げんき食堂　ＷＡＫＵ家 鍋を中心とした居酒屋 470-1201 豊田市豊栄町1-88 29-1811 有 各グループごと　チヂミ１枚サービス

351 上郷地区 プラザ　ホテル　豊田
ビジネスホテル・メンズサウナ・
宴会・飲食

470-1201 豊田市豊栄町1-88 29-1811 有 サウナ無料招待券（各グループ５名まで）

352 上郷地区 書の総合店　永宝堂
書道教室・筆耕・装装・用品販
売

470-1205 豊田市永覚町上長根35-15 29-7227 有 抹茶サービス・ポストカード(ありがとう）1枚

353 上郷地区 (有)パナステーション　ハマデン 家電製品の販売・修理・工事 470-1206 豊田市永覚新町3-69-1 28-0130 無

354 上郷地区 イエローハット　豊田大林店 カー用品販売・取付け 470-1206 豊田市永覚新町4-104-1 24-4190 有
イエローハットオイル＆ポイントカード無料
発行（通常1,050円）すでにカードをお持ち
の方は、ポイントプレゼント（500Ｐ）

355 上郷地区 川合薬局 470-1206 豊田市永覚新町1-12-1 28-3783 無

356 上郷地区 お茶・コーヒー豆の  ト 松南園 470-1206 豊田市永覚新町2-18 28-0468 無

357 上郷地区 丸一商店 470-1207 豊田市鴛鴨町小畔屋敷69-1 21-0112 無

358 上郷地区 岡田酒店 470-1215 豊田市広美町郷南42-4 21-3788 無

359 上郷地区 御菓子司 福寿園 470-1216 豊田市和会町新切41-3 21-0721 有

360 上郷地区 仏壇の前田 470-1216 豊田市和会町山神東分33-7 21-0561 無

361 上郷地区 中澤石材店 墓石販売 470-1218 豊田市上郷町2-1-5 21-4477 無

362 上郷地区 鈴ノ屋 衣料品販売 470-1218 豊田市上郷町4-1-10 21-0054 無

363 上郷地区 谷沢商会
新車・中古車販売・車検・点
検・修理

470-1218 豊田市上郷町5-8-5 21-1268 無

364 上郷地区 上乃屋電設機器 電器設備工事・電器機器販売 470-1218 豊田市上郷町市場103-1 21-0056 無

365 上郷地区 (有)成田屋酒店 酒類販売業 470-1218 豊田市上郷町郷立2-15 21-0457 無

366 上郷地区 すしの久右衛門 470-1218 豊田市上郷町2-17-3 21-1919 無

367 上郷地区 （株）上郷印刷 470-1218 豊田市上郷町2-23-12 21-0203 無

368 上郷地区 ベル オカダ クリーニング 470-1218 豊田市上郷町4-11 21-0140 無

369 上郷地区 ホームプラザ シミズ 470-1218 豊田市上郷町4-2-3 21-1122 無

370 上郷地区 マルミツ事務器 470-1218 豊田市上郷町4-2-8 21-0020 無

371 上郷地区 影光カメラ 470-1218 豊田市上郷町4-3-15 21-0064 無

372 上郷地区 松井電気（株） 470-1218 豊田市上郷町4-3-6 21-0050 無
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373 上郷地区 コスメティック さかい 470-1218 豊田市上郷町4-3-9 21-0048 無

374 上郷地区 成田米穀 470-1218 豊田市上郷町5-14-8 21-0021 無

375 上郷地区 藤寿し 470-1218 豊田市上郷町5-21-1 21-4311 無

376 上郷地区 睡眠館 オーガニック 470-1218 豊田市上郷町5-21-5 21-0125 無

377 上郷地区 （有）八百正住宅機器 470-1218 豊田市上郷町市場151-1 21-0826 無

378 上郷地区 御菓子司 東屋 470-1218 豊田市上郷町市場177 21-0030 無

379 上郷地区 つるやふとん店 470-1218 豊田市上郷町会下山3 21-0146 無

380 上郷地区 ショッピングプラザ たかね 470-1218 豊田市上郷町会下山68 21-5131 無

381 上郷地区 ミウラ自動車 470-1218 豊田市上郷町薮間12 21-5146 無

382 上郷地区 洋品のふくた 洋品小売 470-1219 豊田市畝部西町伊勢神46-1 21-3939 有

383 高岡地区 酒のいたくら 473-0901 豊田市御幸本町1-171 28-0557 無

384 高岡地区 ネッツトヨタ東名古屋（株）山之手店 473-0901 豊田市御幸本町1-176 29-2111 無

385 高岡地区 化粧品のカトレヤ 化粧品販売・エステ 473-0901 豊田市御幸本町1丁目174番地 28-4850 無

386 高岡地区 フライトスポーツ　本店 スポーツ用品小売販売 473-0901 豊田市御幸本町2-203-5 28-6887 無

387 高岡地区 (有)五楼八 飲食業 473-0901 豊田市御幸本町4-205-3 28-4040 無

388 高岡地区 阿部クリーニング 衣類クリーニング 473-0901 豊田市御幸本町7-189-2 28-3428 無

389 高岡地区 ダンボ 婦人子供服小売業 473-0901 豊田御幸本町2-48 27-5800 無

390 高岡地区 トヨタ屋食堂 本店 473-0901 豊田市御幸本町1-183 28-0498 無

391 高岡地区 山田屋洋服店 473-0901 豊田市御幸本町1-186 28-0629 無

392 高岡地区 鳥一 473-0901 豊田市御幸本町1-190 28-0870 無

393 高岡地区 （株）京屋 473-0901 豊田市御幸本町1-192 28-0808 無

394 高岡地区 文具ギャラリー イケダ屋 473-0901 豊田市御幸本町1-193 28-0518 無

395 高岡地区 豊来飯店 473-0901 豊田市御幸本町1-196 29-7122 無

396 高岡地区 中部美顔教室 御幸本町店 473-0901 豊田市御幸本町1-207 29-0966 無

397 高岡地区 ｻﾝﾌﾚｯｼｭ ふじむら 473-0901 豊田市御幸本町1-221 28-0554 無

398 高岡地区 あみ焼割烹 幸だるま なごみ 473-0901 豊田市御幸本町1-229 29-1566 無

399 高岡地区 手打うどん しばた 473-0901 豊田市御幸本町205-5 27-3380 無

400 高岡地区 ヤマウチ 理容 473-0901 豊田市御幸本町3-2 28-4767 無

401 高岡地区 シスター理容院 473-0901 豊田市御幸本町7-163 28-4731 無

402 高岡地区 一の矢 473-0902 豊田市大林町10-1-1 27-2077 無

403 高岡地区 鮨常 473-0902 豊田市大林町10-20-3 28-0884 無

404 高岡地区 めん処　釜文 手打ちうどん・そば製造販売 473-0902 豊田市大林町10丁目13番地4 27-7897 無

405 高岡地区 ビーライン美容室 473-0902 豊田市大林町12-5-10 24-6120 無

406 高岡地区 旬香亭　ふじ 寿司・和食 473-0902 豊田市大林町12-5-12 28-1098 無

407 高岡地区 サッポロラーメン大林 ラーメン店 473-0902 豊田市大林町12-5-8 24-6871 有
ひまわり商品券２枚利用ごとにギョーザ１
皿無料券プレゼント

408 高岡地区 加藤理容室 理容店 473-0902 豊田市大林町12-5-9 28-1951 無

409 高岡地区 フードセンターいたくら 総合食料品・惣菜スーパー 473-0902 豊田市大林町12-6-18 28-4863 無

410 高岡地区 スピード大林 473-0902 豊田市大林町13-3-1 28-4871 無
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411 高岡地区 (有)冨田新聞店 新聞小売業 473-0902 豊田市大林町13-3-18 28-1527 無

412 高岡地区 （有）アンジュ 食堂・レストラン 473-0902 豊田市大林町1-4-1 25-2626 無

413 高岡地区 リーベラ　欧香亭 食堂・レストラン 473-0902 豊田市大林町14-11-8 29-5775 無

414 高岡地区 洋服の青山　豊田大林店 洋服販売 473-0902 豊田市大林町14丁目12番地5 26-8011 無

415 高岡地区 えぷろん大林店 食品スーパーマーケット 473-0902 豊田市大林町17-6-6 26-8688 無

416 高岡地区 ユタカ写真館 473-0902 豊田市大林町13-3-16 28-1574 無

417 高岡地区 （有）杉浦ワールド自動車 473-0902 豊田市大林町14-10-2 28-5124 無

418 高岡地区 かとや洋品店 学生衣料品販売 473-0904 豊田市中町中前15番地 52-3619 無

419 高岡地区 コミュニティストア　オオタ 酒・タバコ・食品販売 473-0905 豊田市住吉町前邸20 52-3036 無

420 高岡地区 電化＆ＲＡ　中京
家電・営業・販売・エアコン工
事・クリーニング取次

473-0908 豊田市宝町庚申塚40-3 27-6355 有 エメカポイント2倍発行

421 高岡地区 スギ薬局　竹村店 医薬品・調剤・化粧品販売 473-0913 豊田市竹元町上の山下1 51-0105 無

422 高岡地区 ふとんの鈴屋 寝具販売 473-0913 豊田市竹元町南嶋129 52-4025 有 エメカポイント2倍発行

423 高岡地区 和牛焼肉　勢　本館 473-0913 豊田市竹元町和光121 51-2929 無

424 高岡地区 カーマホームセンター豊田若林店 ホームセンター 473-0914 豊田市若林東町字竹陽73-1 53-2201 無

425 高岡地区 ＹＳＰ若林ミヤモト
手づくりサンドイッチ・酒・タバコ
小売

473-0914 豊田市若林東町上外根19-1 52-0159 無

426 高岡地区 若林店 食品・日雑・衣料品販売 473-0914
豊田市若林東町字上り戸20番地の
1

53-2808 無

427 高岡地区 衣料・学生・のまるみや 衣料品・雑貨・制服等の販売 473-0917 豊田市若林西町六反ヶ坪5-1 52-3128 無

428 高岡地区 健康堂薬局 保険調剤・くすり・化粧品 473-0917 豊田市若林西町六反ヶ坪65-2 52-3303 有 エメカポイント2倍進呈！（一部除外品有）

429 高岡地区 肌附米酒店 米穀・酒類小売 473-0923 豊田市中根町小根崎2-12 52-6633 有 エメカポイント2倍発行

430 高岡地区 呉服のおおた　ブティック修造 呉服・婦人服・布団等販売 473-0923 豊田市中根町町田5-3
52-0907
52-4122

有 エメカポイント2倍発行

431 高岡地区 常起寿し 473-0923 豊田市中根町町田79 52-5533 無

432 高岡地区 コダマ時計店 時計・宝石・眼鏡小売業 473-0923 豊田市中根町町田97-23 53-0025 有 エメカポイント２倍発行

433 高岡地区 みます タバコ・菓子販売 473-0923 豊田市中根町町田97-26 52-1277 有 エメカポイント2倍発行

434 高岡地区 高山スポーツ
スポーツ用品小売・クリーニン
グ取次店

473-0923 豊田市中根町町田97--30 52-7662 有 ｴﾒﾗﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ事業ポイント２ポイント（4％）

435 高岡地区 早川酒薬店 473-0924 豊田市花園町若石山29-1 52-2216 無

436 高岡地区 ジュエリークラフトＣＩＶＡ
ジュエリーの加工・販売・買い
取り

473-0927 豊田市中田町高砂25 57-2450 有
もれなく天然石・ストラップまたはブレスレッ
ト　プレゼント

437 高岡地区 豊田交通有限会社 473-0932 豊田市堤町上町５６ 52-3448 無

438 高岡地区 豊田イシカワ 寝具・インテリア・贈答品 473-0932 豊田市堤町下町31-2 52-7202 有
福引抽選で　１万円他賞品プレゼント
エメラルドカードポイント　２倍発行

439 高岡地区 こへい商店 煙草・酒・学生衣料 473-0932 豊田市堤町上町４０番地 52-3002 有 エメカポイント2倍発行

440 高岡地区 ミスタータイヤマン豊田
タイヤ・ホイール販売　パンク
修理

473-0932 豊田市堤町寺池上1-10 52-0724 有 更に　5％値引き

441 高岡地区 虎屋菓子舗 473-0932 豊田市堤町上町81 52-0424 無

442 高岡地区 ほずみや 和洋菓子 473-0934 豊田市前林町南35-2 52-3136 無

443 高岡地区 メンズショップ堤 473-0936 豊田市西岡町切畑１０３ 52-4720 無

444 高岡地区 ドラッグ　シード
医薬品・化粧品・日用雑貨販
売

473-0936 豊田市西岡町切畑122 52-3871 有 エメカポイント2倍発行

445 猿投地区 （有）ナガイ 470-0307 豊田市東広瀬町広田１２ 41-2055 有

446 猿投地区 (有)山田電機 家電製品販売及び修理 470-0331 豊田市平戸橋町太戸8-8 45-1129 無

447 猿投地区 フレッシュフーズ　カネタ 八百屋（食品販売） 470-0331 豊田市平戸橋町神田127-1 45-1164 無

448 猿投地区 平戸橋薬局 薬局 470-0331 豊田市平戸橋町波岩7-7 45-0918 無

- 12 -



平成２１年１２月２８日現在

ＮＯ 地区 店舗名 営業内容 郵便番号 所在地 電話 特典 具体的な特典

449 猿投地区 （有）末富石油 470-0331 豊田市平戸橋町波岩71-5 45-1044 無

450 猿投地区 おもちゃと人形の澤田 人形・玩具・乗物の販売 470-0332 豊田市越戸町松葉113 45-1050 無

451 猿投地区 沢田サイクル 自転車の販売・修理 470-0332 豊田市越戸町松葉113 45-1050 無

452 猿投地区 ハローフーヅ青木店専門店会 各種小売業 470-0335 豊田市青木町4-57 46-3800 無

453 猿投地区 ハローフーヅ　青木店 スーパーマーケット 470-0335 豊田市青木町4-60-1 45-8811 無

454 猿投地区 スギ薬局　青木店 医薬品・調剤・化粧品販売 470-0335 豊田市青木町1丁目70-18 46-9151 無

455 猿投地区 ＳＡＫＡＩ　ＳＰＩＲＩＴ
新・中古自動車販売・車検・板
金・ミニカー販売

470-0344 豊田市保見町塚原17 43-1777 有 支払い時に　7％値引き

456 猿投地区 小坂屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽﾄｱ 470-0348 豊田市貝津町町屋９９ 45-0327 無

457 猿投地区 猿投温泉 旅館業および日帰り温泉 470-0364 豊田市加納町馬道通21 45-6111 有
ご入泉料１,５００円がひまわり商品券１,００
０円分で入泉できる（ご入泉料５００円割
引）

458 猿投地区 豊田石油（株）Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ御船店 燃料小売 470-0371 豊田市御船町奥山畑13-3 45-2998 無

459 猿投地区 　又　浦野商店 酒類小売 470-0372 豊田市井上町10-06 45-0017 無

460 猿投地区 荒井寿し 470-0372 豊田市井上町３－９２－９ 45-3014 有

461 猿投地区 慶事・仏事・会席・生簀ふぐ料理 飲食 470-0372 豊田市井上町5-85-5 46-3535 無

462 猿投地区 勇吉屋　猿投店 学生全般衣料 470-0372 豊田市井上町6-109 45-4476 無

463 猿投地区 鈴彦
呉服・洋品・学生衣料・化粧品
販売

470-0373 豊田市四郷町天道20 45-9851 有

洋品・化粧品お買い上げ　1,000円毎にスタ
ンプを１コ差し上げます。（特別奉仕品は除
外）　　　スタンプ20コにて１,０００円の商品
券として、ご利用になれます。

464 猿投地区 （株）山一時計宝石店 時計・めがね・宝石販売 470-0373 豊田市四郷町山畑76番地 45-0378 無

465 猿投地区 ＮＤ　ＮＡＧＡＩ 家電一般販売 470-0375 豊田市亀首町一色前25-2 45-1729 無

466 松平地区 六所苑 444-2201 豊田市坂上町深山口2-8 58-1164 無

467 松平地区 ヤオクギ本店 八百屋 444-2204 豊田市鵜ヶ瀬町荒井5-1 58-0144 有 更に　5％分キャッシュバッグ

468 松平地区 松平の里　　登里公 料理旅館 444-2205 豊田市鍋田町後山20 58-0122 有
ソフトドリンク1杯かカラオケ60分サービス
（事前確認要）

469 松平地区 田中屋 酒類小売・ＬＰガス小売 444-2216 豊田市九久平町簗場10-1 58-0011 有 更に　5％値引き

470 松平地区 （株）中泉商店 酒類・文具・学生衣料・雑貨 444-2216 豊田市九久平町簗場19 58-0004 無

471 松平地区 (有)一軸屋 洋品・雑貨 444-2216 豊田市九久平町簗場22-1 58-0022 無

472 松平地区 美好電気商会
オール電化設備・省エネ機器
販売　施工

444-2216 豊田市九久平町簗場26-8 58-0215 有
お支払い時ひまわり商品券ご利用総額の
10％値引き

473 松平地区 御菓子司　志満屋　九久平本店 和菓子製造販売 444-2216 豊田市九久平町簗場65 58-0147 無

474 松平地区 　三 　八百釘支店 444-2216 豊田市九久平町河原畑58-2 58-0235 無

475 松平地区 （資）糸常商店 444-2216 豊田市九久平町寺前21 58-0005 無

476 松平地区 （株）荒文商店 444-2216 豊田市九久平町簗場7 58-0013 無

477 松平地区 フォレスタヒルズ　ホテルフォレスタ ホテル及びスポーツクラブ 444-2225 豊田市岩倉町一本松1番地1 58-3518 有 レストランご利用時、ドリンク1杯サービス

478 藤岡地区 山鐵建築 470-0404 西市野々町西屋敷345 76-1805 無

479 藤岡地区 Ｎ・ガーデン・あんどう 470-0411 木瀬町隠ケ沢1022-47 76-0098 無

480 藤岡地区 山内生花店 470-0411 木瀬町前田81 76-1730 無

481 藤岡地区 もぐもぐ藤岡店 470-0421 上川口町梨ノ木268 76-3908 無

482 藤岡地区 ㈱イノベーション愛知 470-0422 下川口町水汲551-1 76-1181 無

483 藤岡地区 （有）川口石油 470-0422 下川口町御堂328 76-4720 無

484 藤岡地区 名古屋グリーンカントリークラブ 470-0424 御作町釜土1188-1 76-4111 無

485 藤岡地区 ぐらすあーと弓戸 470-0424 御作町勘ケ入812-5 76-5161 無
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486 藤岡地区 (有)美坂屋 470-0424 御作町渡合301-6 76-4198 無

487 藤岡地区 スギ薬局　藤岡店 医薬品・調剤・化粧品販売 470-0431 豊田市西中山町牛田63番地1 75-3160 無

488 藤岡地区 （資）マエダ薬局 470-0431 西中山町牛田62-6 76-0637 無

489 藤岡地区 (有)豊田市民市場 470-0431 西中山町牛田63-1 75-1221 無

490 藤岡地区 ＦＦＳなかむら 470-0431 西中山町榎前58-1 76-4417 無

491 藤岡地区 ヘアーサロンハル 470-0431 西中山町榎前6-4 76-4412 無

492 藤岡地区 藤岡石油㈱ 470-0431 西中山町榎前66-3 76-0111 無

493 藤岡地区 ゆき文具店 470-0431 西中山町榎前99-5 76-2364 無

494 藤岡地区 芳和堂書店 470-0431 西中山町道貝101 76-5558 無

495 藤岡地区 和風れすとらんいつき 470-0431 西中山町山ノ田20-77 76-0575 無

496 藤岡地区 ホームセンターアント藤岡店 470-0431 西中山町稲場190 75-1030 無

497 藤岡地区 丸中商店 470-0431
西中山町猿田21-1　愛知県緑化セ
ンター内売店

76-2106 無

498 藤岡地区 福崎設備 470-0441 深見町下田1049-23 76-2729 無

499 藤岡地区 (有)松華堂 470-0441 深見町常楽377-3 76-0302 無

500 藤岡地区 つるまる 470-0441 深見町常楽380-1 76-1943 無

501 藤岡地区 三建商事㈱ 470-0441 深見町常楽385-3 76-2274 無

502 藤岡地区 サラダ館藤岡深見店 470-0441 深見町常楽386 75-1400 無

503 藤岡地区 カラオケ栄花 470-0423 深見町木戸366-3 76-5993 無

504 藤岡地区 リンゴ学生服 470-0441 深見町木戸369-175 76-6398 無

505 藤岡地区 藤岡食糧 470-0451 藤岡飯野町二反田442-6 76-2510 無

506 藤岡地区 佐々木屋酒店 470-0451 藤岡飯野町二反田454-1 76-2548 無

507 藤岡地区 まごころ食堂いし河 470-0451 藤岡飯野町二反田466-1 76-6465 無

508 藤岡地区 飯野デンキ 470-0451 藤岡飯野町池下528-1 76-2676 無

509 藤岡地区 （有）薬のひまわり 470-0451 藤岡飯野町神田242-2 76-2565 無

510 藤岡地区 なかむら洋品店 470-0451 藤岡飯野町下貝戸648-6 76-2710 無

511 藤岡地区 東京自動車㈱ 470-0451 藤岡飯野町仲ノ下492-1 76-2116 無

512 藤岡地区 つねかわ商店 470-0451 藤岡飯野町弥治前589 76-2552 無

513 藤岡地区 フジイ設備㈱ 470-0451 藤岡飯野町坂口860-2 76-2551 無

514 藤岡地区 ㈱中央自動車商会 470-0451 藤岡飯野町井ノ脇413 76-2236 有

515 藤岡地区 胡蝶 470-0451 藤岡飯野町二反田443-4 76-2257 無

516 藤岡地区 まつや 470-0463 石飛町日焼333-3 76-2903 無

517 藤岡地区 平出商店 470-0463 石飛町板倉10 76-2537 無

518 藤岡地区 三河建設㈱ 470-0462 上渡合町浜井場388-2 76-2677 有

519 藤岡地区 おきなわカフェやんばる 470-0403 白川町日面274-25 76-7372 無

520 藤岡地区 三宅印刷 470-0423 田茂平町道下36 76-4170 無

521 小原地区 （株）平畑温泉観光サービス 470-0523 豊田市平畑町東田722 65-3678 無

522 小原地区 （株）YAMADAソーイング＆サービス 470-0523 豊田市平畑町下里757 65-2958 無

523 小原地区 　一　商店 470-0526 豊田市西細田町神明前183 65-2608 無
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524 小原地区 (有)鈴木牛乳販売店 470-0531 豊田市小原町姥ヶ入589 65-2018 無

525 小原地区 品野屋 470-0531 豊田市小原町尾崎403-2 65-2007 無

526 小原地区 (有)ちとせ 470-0531 豊田市小原町尾崎857-6 65-2020 無

527 小原地区 高岡ヤンマー小原営業所 470-0531 豊田市小原町コイダワ1029 65-1088 無

528 小原地区 大草わたや 470-0531 豊田市小原町堂ノ本152-2 65-2016 無

529 小原地区 ファミリーマート小原店 470-0531 豊田市小原町平田349-2 66-0085 無

530 小原地区 竹内モータース 470-0531 豊田市小原町前田178-1 65-2029 無

531 小原地区 喫茶　おばら 470-0531 豊田市小原町前田179-1 65-2612 無

532 小原地区 カットサロン　オオクサ 470-0531 豊田市小原町前田182-26 65-2068 無

533 小原地区 ＢＡＲ　ＢＥＲ　増岡 470-0532 豊田市大坂町杭原27-1 65-2054 無

534 小原地区 フタムラ石油 470-0532 豊田市大坂町御堂前126 65-2032 無

535 小原地区 四季桜の里 470-0543 豊田市北篠平町大麦田1009 65-1123 無

536 小原地区 (有)チャイナポート　小原店 470-0543 豊田市北篠平町大麦田24-1 65-3911 無

537 小原地区 小川商店 470-0543 豊田市北篠平町大麦田814-2 65-2835 無

538 小原地区 たまご村 470-0543 豊田市篠平町蛭藻池503-1 65-3479 無

539 小原地区 柳瀬紙苑 470-0552 豊田市乙ヶ林町526 65-2501 無

540 小原地区 小原旅行 470-0552 豊田市乙ヶ林町526 65-2123 無

541 小原地区 高見製畳所 470-0552 豊田市乙ヶ林町藪下473-1 65-2886 無

542 小原地区 （株）丸隆加知製材所 470-0553 豊田市大洞町36 65-3015 無

543 小原地区 港屋商店 470-0555 豊田市大平町両工15 65-2445 無

544 小原地区 今井モータース 470-0555 豊田市大平町両工28-1 65-2443 無

545 小原地区 美嶋屋 470-0561 豊田市上仁木町下田393-4 65-3024 無

546 小原地区 (有)柴田豆腐店 470-0561 豊田市上仁木町白山1087-1 65-3023 無

547 小原地区 理容　増岡 470-0561 豊田市上仁木町白山348-1 65-3492 無

548 小原地区 紙の花 470-0562 豊田市永太郎町166 65-1711 無

549 小原地区 つヽみ寿司 470-0562 豊田市永太郎町落301-1 65-3030 無

550 小原地区 ムトウ電工社 470-0562 豊田市永太郎町惣作69-5 65-2072 無

551 小原地区 尾形写真館 470-0562 豊田市永太郎町筑紫田30-1 65-3199 無

552 小原地区 喫茶　アルボ 470-0562 豊田市永太郎町常寒248 65-3162 無

553 小原地区 永太郎自動車 470-0562 豊田市永太郎町常寒254-1 65-2174 無

554 小原地区 (有)勝上商店 470-0562 豊田市永太郎町寺洞258 65-3037 無

555 小原地区
和紙のふるさと運営協議会　和紙工芸
館

470-0562 豊田市永太郎町洞216-1 65-2953 無

556 小原地区 大正屋商店 470-0562 豊田市永太郎町馬場62 65-3014 無

557 小原地区 J -COM 470-0562 豊田市永太郎町宮前313 65-3767 無

558 小原地区 みずの食堂 470-0562 豊田市永太郎町宮前35-3 65-3229 無

559 小原地区 小沢屋 470-0564 豊田市沢田町小原道73-1 65-2941 無

560 小原地区 （株）土井自動車 470-0565 豊田市下仁木町諸屋367-1 65-3137 無

561 小原地区 （株）ジャパンローヤルゼリー豊田店 470-0574 豊田市市場町川端67-1 65-3685 無
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562 足助地区 タックメイト　げたげん コンビニエンスストアー 444-2424 豊田市足助町飯盛25-5 62-0258 無

563 足助地区 三州足助屋敷
観光複合施設（見学施設・売
店・飲食店）

444-2424 豊田市足助町飯盛36 62-1188 無

564 足助地区 (有)スズマン本舗 漬物製造販売・履物小売 444-2424 豊田市足助町石橋15 62-0175 無

565 足助地区 写真のつかさ 写真業 444-2424 豊田市足助町石橋15-13 62-0408 無

566 足助地区 （資）丸志賀商店 酒類小売業 444-2424 豊田市足助町石橋15-4 62-0150 無

567 足助地区 理容　ハラダ
ヘヤー・カット・顔剃・シャン
プー

444-2424 豊田市足助町石橋27-4 62-0911 無

568 足助地区 エル 衣料品販売 444-2424 豊田市足助町石橋38 62-2545 無

569 足助地区 昭和堂薬局 医薬品及び雑貨の販売 444-2424 豊田市足助町石橋6 62-0173 無

570 足助地区 総合衣料　ジャスト 衣料品 444-2424 豊田市足助町石松27-4 62-0276 有
ひまわり商品券で買い物されても、もみじ
カードのポイント押します

571 足助地区 河合生花店 切花販売 444-2424 豊田市足助町今岡23 62-0367 無

572 足助地区 丸竹商店
日用品・生活雑貨等の小売・
卸

444-2424 豊田市足助町岩崎28 62-0373 有 粗品進呈

573 足助地区 いろは竹工所 弓具・釣具販売 444-2424 豊田市足助町落合13-20 62-0113 無

574 足助地区 参州楼
洋食　　おすすめメニュー　（ハ
ンバーグセット・ハヤシライス

444-2424 豊田市足助町蔵ノ前16 62-1253 無

575 足助地区 　八　鈴木商店 ギフト　日用雑貨 444-2424 豊田市足助町新町11 62-0427 無

576 足助地区 ヘアーサロン・シブヤ 理容業 444-2424 豊田市足助町新町14 62-0656 無

577 足助地区 （株）マンリン書店 書店・文具他雑貨 444-2424 豊田市足助町新町2 62-0010 無

578 足助地区 髙惣酒店 酒類販売業 444-2424 豊田市足助町新町28 62-0037 無

579 足助地区 小松屋 麺類・丼物・寿司 444-2424 豊田市足助町新町34 62-0080 無

580 足助地区 御菓子司　風外 菓子販売 444-2424 豊田市足助町新町7-1 62-1356 無

581 足助地区 足助糧穀（株） 米穀・ＬＰＧ販売 444-2424 豊田市足助町新町9 62-0202 無

582 足助地区 山崎屋 婦人服・化粧品販売 444-2424 豊田市足助町田町11-1 62-0122 無

583 足助地区 和食処　井筒亀・井筒亀精肉店
丼物・定職物・会席料理　/
肉・ミンチカツ・焼豚・サラダ等

444-2424 豊田市足助町田町17 62-0018 無

584 足助地区 すぎたや 飲食店 444-2424 豊田市足助町田町21 62-0071 無

585 足助地区 日月もなか總本舗　川村屋 菓子製造販売 444-2424 豊田市足助町田町22 62-0014 無

586 足助地区 テルミ美容院 髪全搬・着付・化粧 444-2424 豊田市足助町田町25-3 62-0255 無

587 足助地区 ゴトウ衣料 衣料品 444-2424 豊田市足助町田町27-1 62-1276 無

588 足助地区 井筒屋陶器店 陶磁器等小売 444-2424 豊田市足助町田町28 62-0051 無

589 足助地区 板慶
呉服・衣料品・小物雑貨・小売
販売（午前8：30～午後19：00）

444-2424 豊田市足助町田町33 62-0021 無

590 足助地区 ホームドライ　足助営業所 クリーニングの取次 444-2424 豊田市足助町田町33 62-0021 無

591 足助地区 酒とギフトのしばた 小売・ギフト 444-2424 豊田市足助町田町6 62-0070 無

592 足助地区 パレット
総合食料品・医薬品・雑貨・
ベーカリー・クリーニング・
ファーストフード

444-2424 豊田市足助町成瀬20-24 62-2800 無

593 足助地区 うなぎの川安
うなぎの店内での御食事およ
びテイクアウト

444-2424 豊田市足助町西町14-3 62-0644 無

594 足助地区 めん処　桃屋 めん類・丼物 444-2424 豊田市足助町西町20 62-0447 無

595 足助地区 みくさ美容室 サービス業 444-2424 豊田市足助町西町23 62-0687 無
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596 足助地区 玉田屋旅館 旅館業 444-2424 豊田市足助町西町36 62-0170 無

597 足助地区 　大　近藤商店 菓子業 444-2424 豊田市足助町西町37 62-1526 無

598 足助地区 百年草
ホテル・フレンチレストラン・ＺＩＺ
Ｉ工房・ベーカリーバーバラはう
す等

444-2424 豊田市足助町東貝戸10 62-0100 無

599 足助地区 ヘアーサロン　サカキバラ 理容 444-2424 豊田市足助町広畑21 62-0485 無

600 足助地区 　平　両口屋 菓子製造販売 444-2424 豊田市足助町本町16 62-0056 無

601 足助地区 立花屋 衣料品販売 444-2424 豊田市足助町本町18 62-1119 無

602 足助地区 台所　やおちゅう 食品小売業 444-2424 豊田市足助町本町30 62-0147 無

603 足助地区 （資）白久商店
書籍・文具・事務用品・教材・
古布作品

444-2424 豊田市足助町本町32 62-0048 無

604 足助地区 太田電器 家電製品販売・修理 444-2424 豊田市足助町本町36 62-0370 無

605 足助地区 加東家 菓子製造業 444-2424 豊田市足助町本町4 62-0168 無

606 足助地区 小川ふとん店 寝具販売・ふとん店 444-2424 豊田市足助町真弓22-1 62-0383 無

607 下山地区 野原川観光センター 444-3205 豊田市野原町石橋１４－１ 90-3414 無

608 下山地区 やまびこ 444-3206 豊田市羽布町エズ小屋１－５ 90-3535 無

609 下山地区 三河湖観光センター 444-3206 豊田市羽布町鬼の平１－２３３ 90-3510 無

610 下山地区 三河路 444-3206 豊田市羽布町鬼の平１－３００ 90-3472 無

611 下山地区 ㈱香恋の館 444-3206 豊田市羽布町鬼ノ平５ 90-4120 無

612 下山地区 手作り工房山遊里 444-3206 豊田市羽布町柿田１５－１ 91-1186 無

613 下山地区 かじか苑 444-3206 豊田市羽布町金山２９ 90-3320 無

614 下山地区 ふれんど　しょっぷ　れいく 444-3206 豊田市羽布町川合２９ 91-1250 無

615 下山地区 (有)腰掛山荘 444-3206 豊田市羽布町腰掛１－１０ 90-3474 無

616 下山地区 狐　塚 444-3211 豊田市和合町左ノ窪９０ 90-2234 無

617 下山地区 壱利岐 444-3231 豊田市花沢町上行田２７－１ 90-3630 無

618 下山地区 タカギ園芸 444-3231 豊田市花沢町小御堂８３－１ 90-4187 有 お花の肥料を無料サービス

619 下山地区 秀枡屋 444-3231 豊田市花沢町ヌマ１3 90-2808 無

620 下山地区 Ｙショップ花沢イワサ店 444-3231 豊田市花沢町ヌマ１３ 90-2825 無

621 下山地区 有限会社　大沼モータース 444-3242 豊田市大沼町新井前東１０１－１ 90-2031 無

622 下山地区 柴田薬舗 444-3242 豊田市大沼町新井前東９０－１ 90-3955 無

623 下山地区 コスモスベリーズ一条店 444-3242 豊田市大沼町新井前東９２ 90-2000 無

624 下山地区 ビークルワークマン石坂 444-3242 豊田市大沼町石坂２４－１ 90-2077 無

625 下山地区 フードショップ　ふじや 444-3242 豊田市大沼町越田和３０ 90-2087 有 下山カード会のポイント付

626 下山地区 日の出屋ストア 444-3242 豊田市大沼町新井前西２５－１ 90-2835 無

627 下山地区 洋食の店　ふるーる 444-3242 豊田市大沼町根崎１４－１ 90-4125 無

628 下山地区 (有)大竹商店 444-3242 豊田市大沼町根崎２７－２ 90-2133 無

629 下山地区 岩津屋 444-3242 豊田市大沼町八沢１２－４ 90-2033 無

630 下山地区 有限会社　近藤商店 444-3242 豊田市大沼町八沢１８ 90-2016 無

631 下山地区 おしゃれのしばた(有) 444-3242 豊田市大沼町八沢４３ 90-2035 有 下山カード会のポイント付

632 下山地区 こうや 444-3242 豊田市大沼町八沢４５－１ 90-2055 無
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633 下山地区 シンマチヤ 444-3242 豊田市大沼町八沢４９－１ 90-2020 有 下山カード会のポイント付

634 下山地区 照光刃物 444-3242 豊田市大沼町八沢７－１番地 90-2056 無

635 下山地区 山崎電化ストアー 444-3242 豊田市大沼町八沢８ 90-2024 無

636 下山地区 (有)豊　屋 444-3242 豊田市大沼町八沢８－７ 90-2022 無

637 下山地区 カナヤマ 444-3242 豊田市大沼町八沢８番地 90-2038 無  

638 下山地区 マルコ株式会社 444-3242 豊田市大沼町八沢８番地 90-2005 無

639 下山地区 下山の里 444-3242 豊田市大沼町根崎４７－１ 90-3003 無

640 旭地区 丸平商店 444-2808 豊田市槙本町東洞１１－１ 68-3159 無

641 旭地区 (有)まるせん 444-2816 豊田市杉本町堂貝戸２１ 68-2717 無

642 旭地区 (資)アサヒ管工設備 444-2816 豊田市杉本町北垣内２－２ 68-2637 無

643 旭地区 笹戸カントリークラブ 444-2822 豊田市大坪町大入３４－１ 68-2116 無

644 旭地区 勇屋別館 444-2826 豊田市笹戸町惣作８ 68-2654 無

645 旭地区 紫翠閣　とうふや 444-2826 豊田市笹戸町畷７ 68-2331 有 コッキーカードポイント付与

646 旭地区 三濃建設㈱ 444-2832 豊田市浅谷町下平６８４ 68-2024 無

647 旭地区 旭カントリー倶楽部 444-2832 豊田市浅谷町平柴２０－１ 68-2011 無

648 旭地区 松栄軒製菓舗 444-2833 豊田市下切町森下2909－3 68-3600 有 コッキーカードポイント付与

649 旭地区 (有)高瀬電気商会 444-2834 豊田市島崎町築和合3076－6 68-2604 無

650 旭地区 橋本屋 444-2843 豊田市旭八幡町橋詰11－9 68-2844 無

651 旭地区 げんき亭（旭高原元気村内） 444-2843 豊田市旭八幡町根山６８－１ 68-2755 無

652 旭地区 芙蓉 444-2846 豊田市小渡町間ヶ島５－２ 68-2531 無

653 旭地区 生活衣料　くまがい 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下２－６ 68-2550 有 コッキーカードポイント付与

654 旭地区 原田屋 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下２８－１ 68-2524 有 コッキーカードポイント付与

655 旭地区 彦平商店 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下３ 68-2516 有 コッキーカードポイント付与

656 旭地区 御菓子処　ひだや 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下３ 68-2543 有 コッキーカードポイント付与

657 旭地区 （有）明治屋 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下３ 68-2484 有 コッキーカードポイント付与

658 旭地区 ひかり美容院 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下３ 68-2555 無

659 旭地区 （有）さやか 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下３－1 68-2562 有 コッキーカードポイント付与

660 旭地区 （資）三嶋商会 444-2846 豊田市小渡町七升蒔１３－５ 68-2568 無

661 旭地区 （有）松坂屋ENEOS小渡SS 444-2846 豊田市小渡町七升蒔１４ 68-3539 無

662 旭地区 ドラッグオーウチ 444-2846 豊田市小渡町七升蒔１５ 68-2155 有 コッキーカードポイント付与

663 旭地区 サークルK小渡店 444-2846 豊田市小渡町船戸５７ 68-2519 無

664 旭地区 Ｙショップ森下 444-2846 豊田市小渡町船戸５８ 68-2511 有 コッキーカードポイント付与

665 旭地区 食料品･酒類　川上商店 444-2846 豊田市小渡町南貝津１５－３ 68-2529 有 コッキーカードポイント付与

666 旭地区 はしもと旅館 444-2846 豊田市小渡町南貝津２０ 68-2136 無

667 旭地区 食事処　うなぎ　やよい 444-2846 豊田市小渡町南貝津２０－１ 68-2565 無

668 旭地区 東京堂 444-2846 豊田市小渡町南貝津２２ 68-2552 有 コッキーカードポイント付与

669 稲武地区 青柳亭 441-2513 豊田市稲武町小井沢45 82-2240 有 商品券1枚につき50円金券進呈

670 稲武地区 美福 441-2513 豊田市稲武町寺下10番地5 82-2247 有 商品券1枚につき50円金券進呈
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671 稲武地区 （有）安藤薬局 441-2513 豊田市稲武町寺下12-6 82-3022 有 商品券1枚につき50円金券進呈

672 稲武地区 ミカワムセン 441-2521 豊田市桑原町鐘鋳場286 82-3131 有 商品券1枚につき50円金券進呈

673 稲武地区 アメリカン 441-2521 豊田市桑原町上須形466 82-3021 無

674 稲武地区 うちのごはん 441-2521 豊田市桑原町上中村355-1 82-3636 有 ピザ１ピースチケット　プレゼント

675 稲武地区 （株）熊谷モータース 441-2521 豊田市桑原町上中村369-1 82-2034 無

676 稲武地区 はーばす稲武店 441-2521 豊田市桑原町恵下375 82-2574 無

677 稲武地区 スーパーいなぶ 441-2521 豊田市桑原町恵下378-1 82-3337 有 ポイントカード2倍捺印

678 稲武地区 加藤商店 441-2521 豊田市桑原町下須形425-7 82-2046 有 商品券1枚につき50円金券進呈

679 稲武地区 廣田理容店 441-2521 豊田市桑原町下中村326-8 82-2234 無

680 稲武地区 小澤商店 441-2522 豊田市武節町シロ山208-3 82-2072 無

681 稲武地区 どんぐりの湯　どんぐり横丁 441-2522 豊田市武節町針原22番地1 82-3135 無

682 稲武地区 せきや電器 441-2522 豊田市武節町田ノ洞214-4 82-3050 有 商品券1枚につき50円金券進呈

683 稲武地区 （有）マツヤ 441-2522 豊田市武節町車田1-2 82-2038 有 商品券1枚につき50円金券進呈

684 稲武地区 大米屋 441-2522 豊田市武節町車田8-1 82-2141 有 商品券1枚につき50円金券進呈

685 稲武地区 新枡屋 441-2522 豊田市武節町下ハリ原13-7 82-2077 有 商品券1枚につき50円金券進呈

686 稲武地区 （有）新美商店 441-2522 豊田市武節町下ハリ原21-7 82-2555 有 商品券1枚につき50円金券進呈

687 稲武地区 和食処　ニコ天 441-2522 豊田市武節町ソト田80-3 82-2326 有 商品券1枚につき50円金券進呈

688 稲武地区 どんぐりの湯　どんぐり亭 441-2522 豊田市武節町針原7-1 82-3153 有 商品券1枚につき50円金券進呈

689 稲武地区 永とくや 441-2522 豊田市武節町屋敷157 82-2103 有 商品券1枚につき50円金券進呈

690 稲武地区 寿司と和食の店　つたや 441-2522 豊田市武節町屋敷161 82-2167 有 商品券1枚につき50円金券進呈

691 稲武地区 （有）糸亀呉服店 441-2522 豊田市武節町屋敷168 82-2048 有 商品券1枚につき50円金券進呈

692 稲武地区 木曽屋商店 441-2522 豊田市武節町屋敷171 82-2001 有 商品券1枚につき50円金券進呈

693 稲武地区 米徳商店 441-2522 豊田市武節町屋敷172-2 82-2028 有 商品券1枚につき50円金券進呈

694 稲武地区 尾形誠意堂 441-2522 豊田市武節町屋敷172番地1 82-2073 有 商品券1枚につき50円金券進呈

695 稲武地区 （有）稲武プロパン・ギフトいなぶ 441-2522 豊田市武節町屋敷173-4 82-2047 有 商品券1枚につき50円金券進呈

696 稲武地区 （有）たばこ屋商店 441-2522 豊田市武節町屋敷179-1 82-2160 有 商品券1枚につき50円金券進呈

697 稲武地区 末広家 441-2523 豊田市御所貝津町千保田13 82-2086 有 商品券1枚につき50円金券進呈

698 稲武地区 稲武製材（株） 441-2523 豊田市御所貝津町千保田8-7 82-2082 無

699 稲武地区 （株）高崎モータース 441-2523 豊田市御所貝津町二貫目17-3 82-2044 無

700 稲武地区 カフェ・ド・路話瑠 441-2523 豊田市御所貝津町萩平11-2 82-3061 無

701 稲武地区 （株）安藤電機工業所 441-2523 豊田市御所貝津町久形14番地5 82-2379 無

702 稲武地区 ヘアースタジオ　ポケット 441-2524 豊田市黒田町足ケ口451 82-3787 有 商品券1枚につき50円金券進呈

703 稲武地区 御菓子所　まつ月 441-2524 豊田市黒田町尾知59-5 82-2050 無

704 稲武地区 （株）松田石油　稲武ＳＳ 441-2524 豊田市黒田町尾知61-4 82-2156 無

705 稲武地区 きぐすりや 441-2524 豊田市黒田町折坂377-6 82-2319 有 商品券1枚につき50円金券進呈

706 稲武地区 山武 441-2524 豊田市黒田町北水別732-1 82-3780 無

707 稲武地区 モッキー 441-2524 豊田市黒田町南水別713 82-2311 無

708 稲武地区 （有）山田設備 441-2525 豊田市小田木町井戸川33 82-3437 無
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709 中央南地区 メグリア本店 -

710 中央地区 メグリアセントレ -

711 藤岡地区 メグリア藤岡店 -

712 藤岡地区 メグリア藤岡家電ショップ -

713 藤岡地区 メグリア藤岡100円ショップ -

714 高岡地区 メグリア若園店 -

715 高橋地区 メグリア志賀店 -

716 中央南地区 メグリア豊南店 -

717 中央南地区 本のﾒｸﾞﾘｱ豊南店 -

718 猿投地区 メグリア井上店 -

719 中央北地区 メグリア朝日店 -

720 高橋地区 メグリア五ヶ丘店 -

721 上郷地区 メグリア永覚店 -

722 高橋地区 メグリアミニ加茂川店 -

723 中央北地区 メグリアミニ栄店 -

724 高橋地区 メグリアミニ市木店 -

725 高橋地区 メグリアミニ野見山店 -

726 中央南地区 メグリアミニ金谷店 -

727 高岡地区 メグリアミニ星ヶ丘店 -

728 高橋地区 メグリア神池SS -

729 藤岡地区 メグリア藤岡SS -

730 中央西地区 メグリア元町SS -

731 高岡地区 メグリア高岡SS -

732 中央南地区 メグリア平和SS -

733 中央南地区 メグリア山之手SS -

734 高岡地区 メグリア大林SS -

735 上郷地区 メグリア豊栄SS -

736 中央南地区 メグリアｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ前山 -

737 藤岡地区 メグリアﾒｸﾞﾘｱﾎｰﾙ藤岡 -

738 高岡地区 メグリア介護＆住設館ﾊｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ -

739 中央南地区 メグリアﾄﾖﾀ自動車(株)内　 -

740 中央南地区 メグリアﾄﾖﾀ記念病院内 -

741 中央地区 松坂屋　豊田店 豊田市西町6-85-1 -

742 中央南地区 ジャスコ　豊田店 豊田市広路町1-1 無

743 中央南地区 ジャスコ豊田店内の専門店 豊田市広路町1-1 無

744 高橋地区 ジャスコ　高橋店 豊田市東山町1-5-1 無

745 高橋地区 グリーンシティ専門店街 豊田市東山町1-5-1 無

746 中央西地区 アピタ豊田元町店 豊田市土橋町2-65 無
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747 中央地区 Ｔ－ＦＡＣＥ 豊田市若宮町1-57-1 有

748 中央地区 ＶＩＴＳ豊田タウン 豊田市西町5-5 無

749 中央北地区 ヤマナカ　豊田フランテ館 豊田市陣中町1-26-8 無

750 - サンフラワーショッピングセンター -

751 高橋地区 ㈱ヤマナカ　御立店 豊田市美里5-10-8 無

752 中央南地区 ㈱ドミー豊田山之手店 豊田市山之手5-123 無

753 高岡地区 ㈱ドミー若林店 豊田市若林東町字上り戸20-1 無

754 中央南地区 タキソウ家具　本店 豊田市下林町2-65 無

755 高岡地区 タキソウパルクス　吉原店 豊田市吉原町平池173 無

756 中央北地区 エイデン豊田本店 豊田市三軒町8-55 無

757 高岡地区 エイデン豊田大林店 豊田市大林町8-54-2 無

758 高橋地区 エイデン豊田美里店 豊田市広川町9-55-1 無

759 中央南地区
ホームエキスポ豊田・ペットエキスポ豊
田

豊田市上挙母4-1-1 無

760 中央地区 ＧＡＺＡ専門店街 豊田市喜多町1-140 有

761 猿投地区 ハローフーズ㈱ 青木店 豊田市青木町4-57 無

762 猿投地区 ハローフーズ青木店専門店会 豊田市青木町4-60-1 無

763 中央北地区 カーマホームセンター豊田宮上店 豊田市宮上町4-50-3 無

764 高岡地区 カーマホームセンター豊田若林店 無

765 -
ＪＡあいち豊田Ａコープ・グリーンセン
ター各店

-

766 - えぷろんフーズ各店 -

767 - ㈱スーパーやまのぶ全店 -

768 - ヒラサダ各店 -

769 - ホームセンターヤマニシ -

770 高橋地区 ドラッグスギヤマ　美里店 小売業 471-0807 豊田市広川町10-55-1 87-1171 無

771 中央地区 レストラン東郷　トヨタ店 飲食業 471-0868 豊田市神田町1-7-1 35-1555 無

772 中央地区 澤田米穀店 米穀店 471-0077 豊田市竹生町3-5 32-0640 無

773 中央地区
ノノヤマ洋服株式会社（学生服のノノヤ
マ）

学生服 471-0028 豊田市神明町3-33-13 34-0531 無

774 高岡地区
ノノヤマ洋服株式会社（学生服のノノヤ
マ）

学生服 471-0914 豊田市若林東町棚田66-1 52-3754 無

775 中央南地区 ファラール　ヤマニ パン製造小売 471-0828 豊田市前山町5-17-2 27-7377 無

776 高岡地区 株式会社ヤナセ薬局 ドラッグストア 473-0901 豊田市御幸本町3-86 29-5670 無

777 高橋地区 コンディトライベーレン 洋菓子製造業 471-0013 豊田市高上1-19-15 80-1218 無

778 猿投地区 柴田屋呉服店 小売業 470-0373 豊田市四郷町山畑82 470-0373 有 商品券出お買上の方に粗品進呈

779 中央地区 マスマス豊田店 居酒屋（炉端焼き） 471-0025 豊田市西町5-30-1 471-0025 無

780 中央地区 割烹家　満兆 飲食業 471-0025 豊田市西町5-29 471-0025 無

781 中央地区 鮨酒肴場　黒かべ 居酒屋 471-0027 豊田市喜多町3-16  5Ｆ 471-0027 無

782 中央地区 ＴＯＹＯＴＡ　Ｄining穂七 居酒屋 471-0027 豊田市喜多町3-16　3Ｆ 37-7704 無

783 中央地区 スコンター豊田店 タイ料理 471-0027 豊田市喜多町3-16 37-8668 無

＜追加分＞
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784 中央地区 活力酒場　カミナリ屋 ホルモン焼ともつ鍋の店 471-0027 豊田市喜多町3-16　6Ｆ 37-8929 無

785 中央地区 レストラン蝶々 飲食業 471-0034
豊田市小坂本町1-25（豊田産業文
化センター内）

31-1722 無

786 猿投地区 （有）丸宗　井上店ＫＯＮＤＯ 飲食業 470-0372 豊田市井上町4-140 45-2488 有 粗品進呈

787 猿投地区 （有）丸宗　ＫＯＮＤＯ＾商店 飲食業 470-0375 豊田市亀首町山川24 45-0208 有 粗品進呈

788 高橋地区 ドコモショップ豊田美里店 携帯電話販売 471-0807 豊田市広川町10-170 87-0177 有 粗品プレゼント

789 猿投地区 ウメムラ電器 家電販売、修理業 470-0347 豊田市乙部町前田232-1 45-5700 無

790 中央地区 和ギャラリー 川平屋　（㈱川平屋）
呉服和装・宝石販売と和装レ
ンタル

471-0023 豊田市挙母町1-43 32-0201 無

791 中央地区 夢スタジオ　桜工房　（㈱川平屋）
フォトスタジオ・和装洋装レンタ
ル

471-0029 豊田市桜町2-34 32-0902 無

792 中央北地区 サークルＫ 三軒町店 コンビニエンスストアー 471-0037 豊田市三軒町8-3 32-3101 無

793 高橋地区 （有）渥海　不思議堂アヤ 婦人、子供服小売業 471-0811 豊田市御立町7-107-1 89-3862 無

794 上郷地区 ヘルスファーマシィ　はる 薬局 470-1218 豊田市上郷町4-10-7 21-5599 無

795 上郷地区 炉ばた焼き味とみ 居酒屋 470-1218 豊田市上郷町5-12-8 21-0581 無

796 中央地区 ㈱健康美 整体・カイロ・エステ 471-0034
豊田市小坂本町1-6-4　ウェルネス
豊田2Ｆ

32-5487 無

797 中央地区 挙母度量衡 小売業 471-0035 豊田市小坂町10-86-3 32-1026 無
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