
ひまわり商品券利用可能店舗
2011/6/27現在

ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

1 中央地区 ふとんのわたまん 寝具販売 471-0023 豊田市挙母町2-36 34-1411 小売業 無

2 中央地区 和ギャラリー　川平屋
着物・帯・宝石販売　振袖販売・レ
ンタル

471-0023 豊田市挙母町1-43 32-0201 小売業 無

3 中央地区 はんこ屋さん２１　豊田店
印鑑・ゴム印・名刺・チラシ・名入
れ商品
製作・販売

471-0024 豊田市元城町４－１９－１　名古屋ビル１０５ 32-3253 小売業 無

4 中央地区  龍鳳苑 中国料理 471-0024 豊田市元城町４－６２ 33-3012 飲食業 有 ドリンク１杯サービス

5 中央地区 喫茶　城　本店 コーヒー＆お食事 471-0024 豊田市元城町2-8 32-6165 飲食業 無

6 中央地区 すし懐石　大学本店 すし・和食 471-0024 豊田市元城町3-65 32-5665 飲食業 無

7 中央地区 加藤酒店 酒類販売 471-0024 豊田市元城町3-34 32-1762 小売業 無

8 中央地区 大割烹　だるま 寿司懐石 471-0025 豊田市西町５－１ 31-0907 飲食業 無

9 中央地区 桜井美容室
パーマ・カット・カラー・セット・着付
け

471-0025 豊田市西町３－２６ 32-6673 サービス業 無

10 中央地区 ㈲学生の店　みくさ
豊田市内中学・高校の制服及び
関連商品

471-0025 豊田市西町1-129 34-0031 小売業 無

11 中央地区 和み　たむら 食事 471-0025 豊田市西町2-67-3 32-8908 飲食業 無

12 中央地区 ブティック瑠璃 婦人服・雑貨販売 471-0025 豊田市西町5-2 34-0191 小売業 有 ひまわり商品券ご利用の方は、消費税サービス

13 中央地区 居酒屋　だるま 居酒屋 471-0025 豊田市西町1-42 33-1127 飲食業 無

14 中央地区 原田写真館 写真撮影 471-0025 豊田市西町3-22 32-0963 サービス業 無

15 中央地区 ノーブル・あん パーマ・カラーリング・カット・着付 471-0025 豊田市西町5-29 34-0611 サービス業 無

16 中央地区 ㈲呉服のゆたか 呉服等の小売販売 471-0025 豊田市西町1-2 33-1737 小売業 有 ５％値引き

17 中央地区 シキシマ商店
日用品＇陶磁器及びガラス製
品（・燃料＇木炭・豆炭・レン炭（

471-0025 豊田市西町2-63 32-0297 小売業 有 商品による

18 中央地区 ラーメン屋　達人 ラーメン屋 471-0025 豊田市西町1-80　西町ドリームマンション 34-1051 飲食業 無

19 中央地区 カフェ・ド・ゴヤ カフェ、パスタ 471-0025 豊田市西町1-145 34-4568 飲食業 無

20 中央地区 豆庵 和カフェ、ランチ、食事 471-0025 豊田市西町6-62-1 32-7708 飲食業 有

・豆膳＇1000円（を商品券で食事頂くとドリンクサービス＇11:00～
14：00（・甘味とドリンクのセットを500円券で＇レギュラーパフェ除
く（。・商品券利用でコース料理を注文すると１品サービス＇17:00
～23：00（

21 中央地区 隠れわらい場 居酒屋 471-0025 豊田市西町1-133　Ｃ号 37-8900 飲食業 有 ブルーシールアイスを人数分サービス

22 中央地区 ジャパニーズ・キッチン　ことこと 飲食業 471-0025 豊田市西町5-2-1　ＭＫビル１Ｆ 34-5530 飲食業 有 ワンドリンクサービス

23 中央地区 西町　あおいや 飲食、お酒 471-0025 豊田市西町5-32 31-2995 飲食業 無

24 中央地区 Ｋ’Ｓ　ＢＡＲ バー 471-0025 豊田市西町2-67-1 32-5802 飲食業 無

25 中央地区 自転車修理工房こんどう 自転車の販売及び修理 471-0025 豊田市西町1-14 33-2118 小売業 無

26 中央地区 化粧品の山本屋 化粧品販売、エステ 471-0025 豊田市西町2-5 33-0753 小売業 無

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

28 中央地区 ブティック　ミツワ
高級プレタポルテ、靴、バッグ販
売

471-0025 豊田市西町1-46 32-0975 小売業 無

29 中央地区 つばさや　豊田西町店 居酒屋 471-0025 豊田市西町6-66 31-2515 飲食業 無

30 中央地区 きらり 居酒屋 471-0025 豊田市西町6-56 41-4577 飲食業 無

31 中央地区 道楽 飲食店 471-0025 豊田市西町6-3-4　坂平ビル１階 32-6878 飲食業 無

32 中央地区 ふくいや 昼　定食、夜　居酒屋 471-0025 豊田市西町6-81　名鉄豊田駅　豊田プラザ内 37-1430 飲食業 有
１ドリンクサービス＇ランチ、クレジットカード、他クーポン使用不
可（

33 中央地区 ㈱金沢屋洋品店 学生衣料、祭り洋品 471-0025 豊田市西町3-23-1 32-0308 小売業 無

34 中央地区 創旬ダイニング彩蔵 居酒屋 471-0025 豊田市西町6-3-7　ＫＫビル１ＦＡ 42-4422 飲食業 有
日～木単品注文のお客様ドリンク１杯サービス＇宴会不可　ディ
ナータイム限定（他券割引券との併用・クレジットカード不可

35 中央地区 カラオケ　フラミンゴカフェ カラオケスナック 471-0025 豊田市西町1-88カニックビル２F 32-0178 飲食業 有 ひまわり商品券ご利用の方にはドリンク１杯サービス

36 中央地区 ローソン豊田市役所前店 コンビニエンスストア 471-0025 豊田市西町2-26 33-9971 小売業 無

37 中央地区 割烹屋　満兆 飲食業 471-0025 豊田市西町5-29 37-7772 飲食業 無

38 中央地区 マスマス豊田店 居酒屋 471-0025 豊田市西町5-30-1 37-8577 飲食業 無

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

40 中央地区 酒房Ｄｉｎｉｎｇ　みやび亭 居酒屋 471-0025 豊田市西町5-36-1　ｳｴｽﾄ5ﾋﾞﾙ　１Ｆ 37-0337 飲食業 無

41 中央地区 化粧品のマツシマヤ 化粧品販売 471-0025 豊田市西町1－1 33-0355 小売業 無

42 中央地区 朝日薬局豊田市駅店
くすり、化粧品、日用品販売、処
方箋調剤

471-0026 豊田市若宮町１－８－４ 32-0148 小売業 無

43 中央地区 豊田　うを久 うなぎ炭焼料理 471-0026 豊田市若宮町8-1-7　Ｓｔ．ＲＩＴＺ．ＢＬＤ１Ｆ 36-0509 飲食業 無

44 中央地区 地鶏炭火焼　とりとり亭　豊田店 居酒屋 471-0026 豊田市若宮町8-1-10　新豊田ビル１階 35-1110 飲食業 有
ご利用の方は、「名物チキン南蛮フライ」を半額
＇※１グループにつき１回まで。フルサイズ、ハーフサイズのどち
らでも可（

45 中央地区 長崎五島　ろく丈 居酒屋 471-0026 豊田市若宮町8-1-7　Ｓｔ．ＲＩＴＺ．ＢＬＤ２Ｆ 35-6699 飲食業 有 料理１品サービス

46 中央地区 ソルボンヌ洋菓子店 ケーキ屋 471-0026 豊田市若宮町8-1-8 31-1015 小売業 有 ご利用の方、１０００円以上で５％値引き
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ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

47 中央地区 自然野菜と炙り焼　こころｔｈｅ志 野菜のおいしい居酒屋 471-0026 豊田市若宮町6-1-8　Ｂ号 37-7620 飲食業 有 ご利用の方　５％ＯＦＦ

48 中央地区 すしダイニング　とんぼ 寿し、居酒屋 471-0026
豊田市若宮町1-28-1　ＨＡＲＡＸ豊田ビル２ＦＮ
Ｏ．１

32-9486 飲食業 無

49 中央地区 ＪＴＢ中部　豊田Ｔ－ＦＡＣＥ店 旅行代理店 471-0026 豊田市若宮町1-57-1　Ａ館Ｔ－ＦＡＣＥ７階 37-0009 サービス業 無

50 中央地区 ＪＴＢ中部　豊田支店 旅行代理店 471-0026 豊田市若宮町2-66　豊田グランドビル１階 34-3511 サービス業 無

51 中央地区 コスメティックハウス　ナガタヤ 化粧品・小物販売 471-0027 豊田市喜多町４－６６－１ 32-0637 小売業 有 スキン・ケア サンプルキット＇３日分（プレゼント（

52 中央地区 豊田プレステージホテル ビジネスホテル 471-0027 豊田市喜多町４－２８ 34-6047 サービス業 有 ５％引き　他割引との併用不可

53 中央地区 メガネのひえの 眼鏡小売、時計電池交換 471-0027 豊田市喜多町1-72-2 32-2448 小売業 無

54 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 サービス業 無

55 中央地区 プロント豊田　コモ・スクエア店 カフェバー 471-0027 豊田市喜多町2-160 33-3311 飲食業 有
日替わりパスタ ５００円＇カフェタイムのみ（
ディナーセット　１０００円＇バータイムのみ（

56 中央地区 北海ダイニング康家 居酒屋 471-0027 豊田市喜多町1-98 37-3900 飲食業 無

57 中央地区 カメラの店　白樺 カメラ・デジカメ・撮影・ＤＰＥ 471-0027 豊田市喜多町2-64 32-0338 小売業 有 デジカメプリント\1,000以上で、ご利用の方は５％値引き

58 中央地区 ㈱さかの葬祭センター
葬儀及びそれに関する一切の業
務

471-0027 豊田市喜多町3-69 32-0276 サービス業 無

59 中央地区 御菓子司　川村屋 菓子販売 471-0027 豊田市喜多町3-66 32-0304 小売業 無

60 中央地区 トヨミ薬局 医薬品、医療雑貨販売 471-0027 豊田市喜多町2-55 33-0405 小売業 無

61 中央地区 ナイトウ薬局 薬品小売、サプリメント小売 471-0027 豊田市喜多町3-72 33-8037 小売業 無

62 中央地区 十一屋雑貨店
石鹸、洗剤、トイレットペーパー、
線香、ローソク卸小売

471-0027 豊田市喜多町3-72 31-0118 小売業 無

63 中央地区 平岩ボタン店 和洋裁用品、婦人服販売 471-0027 豊田市喜多町3-9 32-2419 小売業 有 商品券利用者１０％引き

64 中央地区 靴のワシントン
靴・バックの販売＇メンズ・レディー
ス（

471-0027 豊田市喜多町3-85 31-1458 小売業 無

65 中央地区 株式会社　鈴彦書店 書籍販売 471-0027 豊田市喜多町3-45 33-1331 小売業 無

66 中央地区 めん処　三笠
うどん、そば、中華、きしめん＇自
家製麺（

471-0027 豊田市喜多町3-87 32-0283 飲食業 無

67 中央地区 染と織　柏屋 呉服小売 471-0027 豊田市喜多町3-53 32-0299 小売業 有 ５％値引きもしくは５％を個別に寄付

68 中央地区 はんと彫刻の店　一心堂 印鑑、ゴム印、位碑 471-0027 豊田市喜多町3-76 33-1180 小売業 無

69 中央地区 炭尽串本店 焼鳥屋 471-0027 豊田市喜多町2-55-2 33-0606 飲食業 有 ドリンク１杯サービス

70 中央地区 有限会社　かもめ堂 画材、事務機器販売 471-0027 豊田市喜多町4-25-5 32-0866 小売業 無

71 中央地区 理容　スワン カット、顔そり 471-0027 豊田市喜多町4-72 33-1609 サービス業 無

72 中央地区 ヤマウチ写真場
営業写真＇各種記念写真：証明写
真（

471-0027 豊田市喜多町3-88-1 33-1671 サービス業 無

73 中央地区 お仏壇の光明堂　本店 仏壇・仏具・神具の小売 471-0027 豊田市喜多町5-1-5 33-2323 小売業 無

74 中央地区 コトブキヤふとん店 寝具、寝装品小売、貸ふとん 471-0027 豊田市喜多町3-19-2 32-2139 小売業 有 商品券１０，０００円以上ご利用の方に、粗品進呈

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

76 中央地区 おばちゃんショップ　やまと 婦人服小売業 471-0027 豊田市喜多町2-97-2 35-6433 小売業 無

77 中央地区 名鉄トヨタホテル内飲食店全店 飲食業 471-0027 豊田市喜多町1-140 35-6611 飲食業 有 レストラン利用券＇5,000円で5,500円利用可能（の購入ができます

78 中央地区 ㈱柴宗呉服店 きもの販売、ゆかた、お祭り用品 471-0027 豊田市喜多町3-103 32-0226 小売業 無

79 中央地区 ホテルトヨタキャッスル内飲食店全店 和洋中食事 471-0027 豊田市喜多町2-160 31-2211 飲食業 無

80 中央地区 ㈲石川屋 せともの、お茶 471-0027 豊田市喜多町3-18 32-0362 小売業 無

81 中央地区 タイ料理 スコンター豊田店 タイ料理・ドリンクの提供 471-0027 豊田市喜多町3-16 37-8668 飲食業 有 ランチタイムのみ選べるデザートサービス

82 中央地区 TOYOTA　DAINING 穂七 飲食 471-0027 豊田市喜多町3-16 37-7704 飲食業 無

83 中央地区 黒かべ豊田店 飲食 471-0027 豊田市喜多町3-16　5F 37-3553 飲食業 無

84 中央地区 カミナリ屋豊田店 飲食 471-0027 豊田市喜多町3-16　6F 37-8929 飲食業 無

85 中央地区 原田屋 雑誌・書籍販売業 471-0027 豊田市喜多町3-110　ｺﾓｽｸｴｱ１Ｆ 32-1317 小売業 無

86 中央地区 和ｉｓ魯庵 和食 471-0027 豊田市喜多町3-110　ｺﾓｽｸｴｱＥ棟１Ｆ 32-1255 飲食業 無

87 中央地区 エルシンコウ 大きなサイズの婦人服の販売 471-0027 豊田市喜多町4-102 31-6894 小売業 無

88 中央地区 割烹ゆすら お膳・会席の日本料理 471-0027 豊田市喜多町4-28　豊田ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾎﾃﾙ２Ｆ 32-0080 飲食業 無

89 中央地区 マルモリ 玩具小売 471-0027 豊田市喜多町2-61 32-1045 小売業 無

90 中央地区 かわしん 喫茶・お好み焼き 471-0027 豊田市喜多町1-110　ｺﾓｽｸｴｱ　ｲｰｽﾄ　１F 33-5412 飲食業 有 手作りハヤシライス　６００円　→　５００円

622 中央地区 Ｅ．Ｒ．Ｉ レディスウェア　セレクトショップ 471-0027 豊田市喜多町1-140 35-7608 小売業 無

91 中央地区 ノノヤマ洋服㈱神明町店
学生服・体操服の製造販売、オリ
ジナルＴシャツ製造販売

471-0028 豊田市神明町3-33-13 34-0531 小売業 無
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ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

92 中央地区 宝石メガネ時計　すずき 宝石、メガネ、時計の販売 471-0028 豊田市神明町1-24 32-0263 小売業 無

93 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 小売業 有 お買い上げ　５％引き

94 中央地区 伊藤畳製作所 畳の製造・販売 471-0029 豊田市桜町2-65 32-0290 小売業 無

95 中央地区 ＇株（花桂 生花販売 471-0029 豊田市桜町1-1 33-2611 小売業 無

96 中央地区 アオイ商店 掛軸、額縁 471-0029 豊田市桜町1-23 32-2234 小売業 有 全商品2割引

97 中央地区 ㈱山田屋　桜町店 ベビー・育児用品、人形販売 471-0029 豊田市桜町2-43 32-0104 小売業 有 特別割引＇具体的には店に確認（

98 中央地区 柴田屋衣裳店 貸衣装、結納品販売 471-0029 豊田市桜町1-4 32-5231 小売業 無

99 中央地区 挙母らうめん康拉家 ラーメン 471-0029 豊田市桜町1-63 ｼﾝｸﾞﾙﾌﾟﾚｲｽ１F 37-1122 飲食業 無

100 中央地区 勇吉屋　本店 学生衣料品販売 471-0029 豊田市桜町1-29 33-1155 小売業 無

101 中央地区 夢スタジオ　桜工房
写真撮影、アルバム、レンタル衣
裳

471-0029 豊田市桜町2-34 32-7747 小売業 無

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

103 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 小売業 有 ご利用の方は５％ＯＦＦ

104 中央地区 光明堂桜町店 仏壇・仏具販売 471-0029 豊田市桜町2-11 33-7676 小売業 無

105 中央地区 ㈲菓子又商店
製菓、給食材料卸、食品、酒類販
売

471-0029 豊田市桜町2-7 32-0014 小売業 無

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

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

108 中央地区 ホンダ薬局
医薬品小売り、処方せん調剤
健康食品販売

471-0029 豊田市桜町1-83 32-1946 小売業 無

109 中央地区 池野染呉服店 呉服 471-0029 豊田市桜町1-89 32-0424 小売業 無

110 中央地区 ＇資（板倉金物店
調理用品販売＇業務用から家庭
用（

471-0029 豊田市桜町1-17 32-0091 小売業 有
毎週土曜日に1,000円以上お買い上げの方には、レジにて１０％
ＯＦＦ

111 中央地区 味楽亭　たけ橋 和食 471-0029 豊田市桜町2-54 33-8161 飲食業 無

112 中央地区 やおだい 惣菜、弁当、食品全般 471-0029 豊田市桜町1-31プランドール桜１F 32-1475 小売業 無

113 中央地区 そぶ川屋 履物一般 471-0029 豊田市桜町2-35 32-0913 小売業 無

114 中央地区 時計・宝石・眼鏡のヤナセ 時計、宝石、眼鏡の販売 471-0029 豊田市桜町1-18 32-0688 小売業 有
次回使えるサービスチケットの配布＇国産腕時計電池交換500な
ど、お得７点（

115 中央地区 きもの　丸定 呉服販売、丸洗い 471-0029 豊田市桜町2-56 32-0062 小売業 有 ４万円以上ご利用の方は福助足袋１足サービス

116 中央地区 居酒屋　角屋 やきとり各種、宴会、食事 471-0029 豊田市桜町1-91 33-3460 飲食業 無

117 中央地区 ビストロ・モコ フランス料理 471-0029 豊田市桜町1-31-2 42-3130 飲食業 無

118 中央地区 食亭　末武 飲食業 471-0029 豊田市桜町1-85 35-0122 飲食業 無

119 中央地区 羽根田理容院 理容 471-0029 豊田市桜町1-81 32-1028 サービス業 無

120 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 小売業 無

121 中央地区 テーラー　フカダ
紳士服オーダーメイド・サイズ直
し

471-0033 豊田市月見町２－９－１ 32-3508 小売業 無

122 中央地区 焼肉　明月館 飲食業 471-0033 豊田市月見町2-9-5 32-5076 飲食業 有 利用商品券に対して５％値引き

123 中央地区 Ｃａｆｅ Ｃａｍｐｕｒ 飲食業 471-0033
豊田市月見町1-8-7 新豊田ステーションビル１
Ｆ

33-3733 飲食業 有 飲食代金　ランチ５％OFF、ディナー１０％ＯＦＦ　上限￥２０００

124 中央地区 ﾚｽﾄﾗﾝ蝶蝶・ﾃｨｰﾗｳﾝｼﾞ北斗星 食事・飲み物 471-0034 豊田市小坂本町1-25 31-1722 飲食業 無

125 中央地区 はり・きゅう　治療室アレテ はり・きゅう 471-0034 豊田市小坂本町3-95 32-3356 サービス業 無

126 中央地区 四季の宴　立花 飲食店 471-0034 豊田市小坂本町1-13-2 34-5177 飲食業 無

127 中央地区 テラス　杉 飲食店 471-0034 豊田市小坂本町1-15-11 32-4258 飲食業 無

128 中央地区 笑売屋　小亀 居酒屋 471-0034 豊田市小坂本町1-12-4　愛知ビル102 32-1877 飲食業 有 ご利用の方は１０％割引

129 中央地区 もんじゃ焼・鉄板焼　木村屋豊田店 飲食店 471-0034 豊田市小坂本町1-19 31-7887 飲食業 無

130 中央地区 ㈲庄田商店
こんにゃく、ところ天、ところ天ギフ
ト

471-0034 豊田市小坂本町3-73 32-1329 小売業 有 ギフトに関して、送料日本国内１件５００円

131 中央地区 蕎麦　酒房　一献 飲食 471-0034 豊田市小坂本町1-6-4　ウエルネス豊田１Ｆ 37-8650 飲食業 有 来店客蕎麦せんべいサービス

132 中央地区 大衆割烹　いそがい 飲食業 471-0034 豊田市小坂本町1-8-1 31-3943 飲食業 有 ご利用の方は５％値引き

133 中央地区 株式会社　健康美 エステ、カイロ、美容矯正 471-0034 豊田市小坂本町1-6-4 33-1389 サービス業 無

134 中央地区 馳走屋てんごく豊田店 居酒屋 471-0034 豊田市小坂本町1-15-3 37-3312 飲食業 無

135 中央地区 アイチ酒米店 食料品販売 471-0034 豊田市小坂本町3-22 32-0494 小売業 無

136 中央地区 豊田石油＇株（Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ日之出店 石油製品 471-0075 豊田市日之出町1-9-1 31-0267 小売業 無

137 中央地区 おしゃれサロン ＭＡＭＢＯ 理容、美容 471-0075 豊田市日之出町2-13-9 34-1761 サービス業 有
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138 中央地区 ナルセ洋傘店 洋傘販売、クリーニング取次 471-0076 豊田市久保町4-25-2 32-0693 小売業 無

139 中央地区 やお豊飯店 中国料理 471-0076 豊田市久保町4-54 32-1385 飲食業 有 ご利用の方は、５％値引き

140 中央地区 ウメムラ薬局
医薬品・アルビオン・エレガンス・
化粧品販売

471-0077 豊田市竹生町4-1 32-0027 小売業 無

141 中央地区  加　藤屋商店 青果 471-0077 豊田市竹生町2-56 32-0232 小売業 無

142 中央地区 愛 米 味の西川店 米穀、白灯油等販売 471-0077 豊田市竹生町1-2-1 32-0952 小売業 有 ご利用の方は５％値引き

143 中央地区 コンドウ洋服 紳士服、学生服製造販売 471-0077 豊田市竹生町3-33 32-0404 小売業 無

144 中央地区 美容室　コーラル ブルー 美容院 471-0077 豊田市竹生町4-24 32-2550 サービス業 無

145 中央地区 和牛焼肉　竹亭 焼肉店 471-0077 豊田市竹生町2-4-10 33-2914 飲食業 有 ご利用の方には、「和牛カルビ１皿」サービス＇１グループ１皿（。

146 中央地区 沢田商店 米穀小売 471-0077 豊田市竹生町3-5 32-0640 小売業 無

147 中央地区 二村酒店 酒類販売 471-0077 豊田市竹生町2-4-5 32-0133 小売業 無

148 中央地区 三浦貴金属店 貴金属製造販売、修理 471-0077 豊田市竹生町2-3-5 33-3800 小売業 有 ご利用の方に洗浄サービス実施

149 中央地区 お菓子処　花月 和洋菓子販売 471-0077 豊田市竹生町1-2-12 32-3517 小売業 有 お好きな焼菓子プレゼント

150 中央地区 自転車のいぬずか 自転車販売・修理 471-0077 豊田市竹生町3-34 32-0862 小売業 無

151 中央地区 お茶の貴玉園　竹生店 茶卸売、小売 471-0077 豊田市竹生町4-49-2 31-8428 小売業 無

152 中央地区 喫茶ヤマヤ 喫茶店 471-0077 豊田市竹生町4-50 33-0133 飲食業 無

153 中央地区 岡三クリーニング 一般クリーニング 471-0078 豊田市昭和町3-117 32-3147 サービス業 無

154 中央地区 吉田屋 焼きそば、お好み焼販売 471-0078 豊田市昭和町4-18 32-1068 飲食業 無

155 中央地区 お菓子処　三河屋 菓子製造　小売 471-0078 豊田市昭和町3-83 32-1693 小売業 無

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

157 中央地区 森永牛乳　豊田販売店 牛乳、乳製品販売 471-0078 豊田市昭和町1-22-1 33-0488 小売業 無

158 中央地区 美容室　ポニーテール 美容一般 471-0078 豊田市昭和町1-35 32-2370 サービス業 無

159 中央地区 理容　ウエダ 理容技術全般の提供 471-0078 豊田市昭和町1-17 32-3544 サービス業 無

160 中央地区 深見眼鏡時計店 時計、メガネ、宝飾販売・修理 471-0078 豊田市昭和町4-49 32-0535 小売業 無

161 中央地区 岡田ウバ車店 子供乗物、シルバーカー小売 471-0078 豊田市昭和町4-50 32-1278 小売業 無

162 中央地区 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＳＵＺＵＫＩ
カット、カラー、パーマ、レディース
シェーブ

471-0078 豊田市昭和町4-55 32-2698 サービス業 無

163 中央地区 キノ美容室 美容一般 471-0078 豊田市昭和町4-41 33-6821 サービス業 有
ご利用の方は、当店のスタンプカード①スタンプサービス
＇１スタンプ＝１０００円（

164 中央地区 居酒屋　愛彩 飲食業 471-0078 豊田市昭和町4-6 34-5488 飲食業 有 その日のおすすめ品を一品サービス

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

166 中央地区 マルボシゴム㈱ タイヤ、ホイール販売、修理 471-0868 豊田市神田町1-5-6 33-2783 小売業 無

167 中央地区 お茶の貴玉園 茶卸売、小売 471-0868 豊田市神田町1-4-10 34-1600 小売業 無

168 中央地区 ひまわりショップ　ファーストサポート　神田店
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗ
ｽ電話

471-0868 豊田市神田町2-5-3 35-3311 サービス業 有 新規加入初期費用に商品券を利用された方に利用料金割引

169 中央地区 陶芸ひろば　赤ぴーまん
陶芸・カルチャーに関する教室運
営

471-0869 豊田市十塚町3-36リーパスビル303 31-0503 サービス業 有 電動ロクロ体験＇5,000円（が4,000円でできます

170 高橋地区 ヘルスバンク　市木店 薬局・ドラッグストアー 471-0006 豊田市市木町4-17-1 88-5255 小売業 無

171 高橋地区 くらが池園芸 植物、園芸資材販売 471-0006 豊田市市木町1-2-5 89-2022 小売業 無

172 高橋地区 トードウ　ドラッグ 薬品販売 471-0006 豊田市市木町2-2-1 80-9261 小売業 有 アミノドリンク１杯サービス

173 高橋地区 コンディトライ　ベーレン 洋菓子販売 471-0013 豊田市高上1-19-15 80-1218 小売業 無

174 高橋地区 紳士服オーブ 紳士服全般、カジュアル 471-0013 豊田市高上2-2-3 80-5756 小売業 無

175 高橋地区 時計・メガネ・宝石のなかね 時計・メガネ・宝石　販売修理 471-0013 豊田市高上2-1-2 88-6488 小売業 無

176 高橋地区 勇吉屋　高橋店 学生衣料 471-0013 豊田市高上1-14-2 80-5050 小売業 無

177 高橋地区 黒野薬局 薬小売り、調剤 471-0013 豊田市高上2-1-1 80-3265 小売業 無

178 高橋地区 うな忠 うなぎ専門店 471-0013 豊田市高上1-7-1 88-2113 飲食業 有 １０００円以上利用で５％引き

179 高橋地区 サイクルショップ　モリオカ 自転車販売修理 471-0013 豊田市高上2-7-6 80-8037 小売業 無

180 高橋地区 オーアンドオースリム メガネ・補聴器専門店 471-0014 豊田市東山町1-5-1グリーンシティ1階 80-2238 小売業 無

181 高橋地区 豊田スタジアムレストラン「ヴェルデロッソ」 飲食業 471-0016 豊田市千石町7-2 有 レストラン利用券＇5,000円で5,500円利用可能（の購入ができます

182 高橋地区 水久商店
酒類、タバコ、食品、日用品等小
売

471-0019 豊田市高橋町2-33 80-0674 小売業 有
商品券利用で、1回のお買い上げにつき
”水久商店ポケットティッシュ”プレゼント

183 高橋地区 ㈱内藤建設
住宅のリフォーム、増改築、ｴｸｽﾃ
ﾘｱ工事

471-0019 豊田市高橋町1-25 88-6837 建設業 無
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184 高橋地区 和菓子司　三好屋顕英 和菓子製造と販売 471-0804 豊田市神池町2-1223-1 87-1286 小売業 無

185 高橋地区 サラダ館豊田美里店 贈答品、記念品販売 471-0805 豊田市美里2-13-35 87-2005 小売業 無

186 高橋地区 日本料理　成田 和食 471-0805 豊田市美里5-13-3 88-7355 飲食業 有 ご利用金額の５％値引き

187 高橋地区 第一家庭電器 家電販売 471-0805 豊田市美里5-1-10 80-1713 小売業 無

188 高橋地区 美容室　フォックス＆グレープ
美容室　パーマ、カット、毛染め、
着付け

471-0805 豊田市美里6-6-22 80-2037 サービス業 無

189 高橋地区 赤から豊田店２号店 韓国居酒屋 471-0805 豊田市美里4-3-72 87-2255 飲食業 無

190 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 小売業 無

191 高橋地区 ドラッグスギヤマ美里店 薬、化粧品、雑貨品の販売 471-0807 豊田市広川町10-55-1 87-1171 小売業 無

192 高橋地区 不思議堂 婦人服の販売 471-0811 豊田市御立町7-107-1 89-0827 小売業 有 更に10％引き

193 高橋地区 喫茶　笑子 コーヒー、ランチ 471-0811 豊田市御立町8-30-1 80-0373 飲食業 無

194 高橋地区 ハート　オブ　レオ　御立店 美容室 471-0811 豊田市御立町8-30-1 80-8811 サービス業 無

195 高橋地区 学生衣料・作業衣料　トヨタユニフォーム 学生・作業用品 471-0812 豊田市野見町5-138-2 89-2737 小売業 無

196 高橋地区 アンドウ電器 家電品販売 471-0813 豊田市野見山町３－８８－１２５ 89-6805 小売業 有 記念品プレゼント＇色えんぴつセットｏｒクレヨンセット（

197 中央北地区 カンダイ有限会社
利器工具、電動工具、建材、セメ
ント等

471-0031 豊田市朝日町3-52-8 32-2468 小売業 有

198 中央北地区 旭美容室 美容 471-0031 豊田市朝日町2-11-2 31-0815 サービス業 無

199 中央北地区 トーカイオート豊田北店 オートバイ販売・修理 471-0031 豊田市朝日町2-19-8 31-2322 小売業 無

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

201 中央北地区 花の店　光花園 生花販売 471-0031 豊田市朝日町1-6-1 31-3266 小売業 無

202 中央北地区 ㈲山村屋
作業服、体操服販売、貸アパート
店舗

471-0031 豊田市朝日町2-23 31-1307 小売業 無

203 中央北地区 理容イナガキ 毛髪カット、顔剃、洗髪 471-0031 豊田市朝日町3-25-5 31-0661 サービス業 無

204 中央北地区 ㈲ヒノデ薬局 調剤、販売 471-0031 豊田市朝日町4-27 33-1564 小売業 無

205 中央北地区 寿司龍 寿司・和食 471-0032 豊田市日南町4-1 31-2321 飲食業 無

206 中央北地区 メガネのスギヤマ メガネ、補聴器 471-0035 豊田市小坂町10-43 31-9417 小売業 有 当店セール価格　更に５％値引

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

208 中央北地区 細麺屋くわとろ ラーメン 471-0035 豊田市小坂町5-27-2小坂丸太マンション101 34-1130 飲食業 有 ご利用の方にはトッピング１つサービス

209 中央北地区 サークルＫ三軒町店 コンビニエンスストア・くすり販売 471-0037 豊田市三軒町8-3 32-3101 小売業 無

210 中央北地区 菓子処　松華堂　豊田店 季節の和・洋菓子 471-0038 豊田市宮上町3-26-7 32-2416 小売業 有 １回につき「水まんじゅう１ヶ＇こしあんｏｒ抹茶味どちらか（」

211 中央北地区 焼酎ダイニング　豚やろう 黒豚しゃぶしゃぶ 471-0042 豊田市宮口町3-41 34-0515 飲食業 有 手作りコーヒーゼリーをサービス＇1グループ６名様まで（

212 中央北地区 丸文薬局 医薬品・化粧品・日用雑貨等販売 471-0052 豊田市逢妻町2-37 31-0021 小売業 有 ポイントを通常の2倍

213 中央北地区 ひまわりショップ　若草店
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗ
ｽ電話

471-0061 豊田市若草町3-32-8 35-3311 サービス業 有 新規加入初期費用に商品券を利用された方に利用料金割引

214 中央北地区 和田製作所 硝子修理 471-0062 豊田市西山町1-1 32-6166 建設業 無

215 中央北地区 花成　-Hanasei- 生花販売 471-0065 豊田市平芝町3-14-8 32-3096 小売業 無

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

217 中央北地区 光映写真館 スタジオ写真撮影 471-0066 豊田市栄町1-42-1 32-0971 サービス業 無

218 中央北地区 ハート　オブ　レオ　栄町店 美容室 471-0066 豊田市栄町7-3-2 35-3885 サービス業 無

219 中央北地区 居酒屋はせ川　本店 居酒屋 471-0066 豊田市栄町3-38-2 32-8800 飲食業 無

220 中央北地区 ウメキョウ自動車㈱ 自動車修理、用品他 471-0067 豊田市栄生町3-23-3 33-3211 交通運輸業 無

221 中央北地区 アサヒスポーツ 一般スポーツ用品販売 471-0069 豊田市高原町3-31-2 34-1477 小売業 有 ひまわり商品券ご利用の方”がんばろう日本！うちわ”プレゼント

222 中央北地区 サラダ館東梅坪店
各種内祝、引出物、お中元、お歳
暮

471-0071 豊田市東梅坪町3-1-5 31-0999 小売業 無

223 中央北地区 コロモタクシー 豊田市内でのタクシー営業 471-0071 豊田市東梅坪町9-3-8 32-1246 サービス業 無

224 中央北地区 ㈲豊田市民市場　梅坪店 食品販売 471-0071 豊田市東梅坪町2-21-1 35-1633 小売業 無

225 中央北地区 駄菓子屋　つるた
駄菓子販売、ホームドライクリー
ニング取次店

471-0079 豊田市陣中町1-20-1 31-1530 小売業 無

226 中央北地区 酒楽遊食やがや 居酒屋 471-0079 豊田市陣中町2-17-6　松井ﾋﾞﾙ101 32-8787 飲食業 無

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

228 中央西地区 名鉄タクシー＇名鉄東部交通) タクシー 471-0036 豊田市広久手町2-28-1 32-2531 交通運輸業 無

229 中央西地区 ティエスサービス㈱広久手売店
豊田鉄工㈱内広久手工場食堂売
店

471-0036 豊田市広久手町6-8 35-8880 飲食業 無
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ひまわり商品券利用可能店舗
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ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

230 中央西地区 新明工業㈱センター広久手 自動車整備 471-0036 豊田市広久手町1-20 32-4851 サービス業 無

231 中央西地区 ㈱豊田ガーデン 造園、建設、園芸用品販売 471-0834 豊田市寿町4-54 28-2601 建設業 無

232 中央西地区 ことぶきや薬局 たばこ、調剤、医薬品、雑貨販売 471-0834 豊田市寿町2-14-1 27-2508 小売業 無

233 中央西地区 ビジネスホテル　豊田ビラージ ホテル 471-0834 豊田市寿町2-36 27-1111 サービス業 有 ペットボトルｻｰﾋﾞｽ

234 中央西地区 リックス菊屋 酒類及びコンビニ形態型販売 471-0834 豊田市寿町2-17-5 28-4664 小売業 無

235 中央西地区 愛豊管工㈱ 給排水衛生空調設備工事 471-0834 豊田市寿町8-66-1 27-0171 建設業 無

236 中央西地区 マルボシゴム㈱寿営業所 タイヤ、ホイール販売、修理 471-0834 豊田市寿町3-15 28-1758 小売業 無

237 中央西地区 理容ニューエンゼル 理容一般 471-0835 豊田市曙町3-27 28-3900 サービス業 無

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

239 中央西地区 豊田石油＇株（Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新生店 石油製品 471-0837 豊田市新生町2-35 28-2057 小売業 無

240 中央西地区 ビジネスホテル　松風 宿泊、食事 471-0838 豊田市緑ヶ丘5-11 28-2797 サービス業 有
宿泊・宴会　５％割引き、
法要会席　５％割引さらに御燈明セットサービス

241 中央西地区 ㈱みどり造園 植栽、剪定、消毒 471-0838 豊田市緑ヶ丘7-12 28-3159 建設業 無

242 中央西地区 豊栄交通＇タクシー・バス（ タクシー・バス 471-0841 豊田市深田町1-126-1 28-2326 交通運輸業 有
弊社にご来社頂き、ひまわり商品券１万円分以上でご精算のお
客様に、貸切バス次回ご利用時5％割引き

243 中央西地区 フジファミリーショップ深田店
食料品全般、飲料、タバコその他
等

471-0841 豊田市深田町3-61 24-0805 小売業 無

244 中央西地区 ㈱中央トラベル 旅行全般 471-0842 豊田市土橋町8-110 28-1288 サービス業 無

245 中央西地区 理容アルプス カット・パーマ・カラーリング 471-0842 豊田市土橋町3-110-1 28-3526 サービス業 有 １０％引き

246 中央西地区 豊田石油＇株（Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＦＡＳもとまち店 石油製品 471-0842 豊田市土橋町1-60 28-4876 小売業 無

247 中央西地区
ＦＡＳもとまち精文館書店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店

書籍販売、ＣＤ・ＤＶＤレンタル及
び販売

471-0842 豊田市土橋町1-60 26-6780 小売業 無

248 中央西地区 串の坊 和食 471-0845 豊田市田中町1-119-13 29-8008 飲食業 無

249 中央西地区 ヘルスバンク　美山店 薬局・ドラッグストアー 471-0845 豊田市田中町3-92-11 28-5529 小売業 無

250 中央西地区 ライフスーパー　タイヨーストア スーパー 471-0845 豊田市田中町4-29-12 21-0416 小売業 無

251 中央西地区 ティエスサービス㈱本社売店 豊田鉄工㈱内食堂売店 471-0853 豊田市細谷町4-50 26-1228 飲食業 無

252 中央西地区 美容室アール 美容 471-0855 豊田市柿本町7-60-1 28-5855 サービス業 無

253 中央南地区 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 小売業 無

254 中央南地区 とんかつ　おおはし 食事 471-0822 豊田市水源町1-22-3 27-7033 飲食業 無

255 中央南地区 ミズタ薬局 薬・化粧品・雑貨 471-0827 豊田市平山町１－１－４ 27-3869 小売業 有 景品交換シール２倍進呈

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

257 中央南地区 ヘルスバンク　前山店 薬局・ドラッグストアー 471-0828 豊田市前山町3-9-1 27-0155 小売業 無

258 中央南地区 豊田自動車学校
自動車の運転に関する教習及び
講習

471-0828 豊田市前山町1-26 28-1000 交通運輸業 無

259 中央南地区 ホテル　パレスイン豊田 宿泊業 471-0831 豊田市司町1-9-1 32-0011 サービス業 有
・軽食セットの御提供
・豊田挙母温泉おいでんの湯、割引入泉券の販売
・中国料理　九龍城10％OFF割引券付

260 中央南地区 ㈲正鮨 寿司、会席料理 471-0831 豊田市司町1-45 31-4789 飲食業 無

261 中央南地区 豊田石油＇株（Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ丸山店 石油製品 471-0832 豊田市丸山町10-75 28-6608 小売業 無

262 中央南地区 合資会社　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 交通運輸業 無

263 中央南地区 若葉理容院 理容一般 471-0832 豊田市丸山町9-43 28-5466 サービス業 無

264 中央南地区 ニューヨークパパ レストラン 471-0832 豊田市丸山町10-5-1カバハウス１F 27-7458 飲食業 無

265 中央南地区 ヘアーサロン　スズムラ 理容業 471-0832 豊田市丸山町8-37-2 28-3328 サービス業 無

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

267 中央南地区 アイクリーナー
ハウス・エアコンクリーニング、整
理収納

471-0832 豊田市丸山町8-39 71-5175 サービス業 有
通常１０００円交通費　無料に!!　さらに５％引き
＇他のキャンペーン・割引と同時使用不可（

268 中央南地区 カフェ　ツインピークス カフェ・レストラン 471-0833 豊田市山之手8-128 26-8899 飲食業 有 更に10％引き

269 中央南地区 南陽 台湾、中国料理店 471-0833 豊田市山之手6-56-1 28-7675 飲食業 無

270 中央南地区 ＲＯＥＮ山之手店 理美容 471-0833 豊田市山之手4-58 27-7030 サービス業 無

271 中央南地区 雀屋製菓舗 和菓子製造販売 471-0833 豊田市山之手4-128 28-2801 小売業 無

272 中央南地区 花の精興園 生花等販売 471-0864 豊田市広路町1-27-1 32-3436 小売業 無
商品券の売上金を商工会議所を通し被災地へ寄付＇上限１０万
円（

273 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 小売業 有 商品券分のみ５％引き

274 中央南地区 ニューレスト　フォンテーヌ
ランチ、コーヒー、食事、仕出し弁
当

471-0865 豊田市松ケ枝町2-27-1 35-1515 飲食業 有

275 中央南地区 ハート　オブ　レオ　松ヶ枝店 美容室 471-0865 豊田市松ケ枝町2-21-1 32-9877 サービス業 無
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276 中央南地区 ココストア樹木店 コンビニエンスストア 471-0866 豊田市上挙母2-15-8 32-1584 小売業 無

277 中央南地区 天狗堂　豊田店 釣具販売 471-0871 豊田市元宮町５－７ 32-5280 小売業 無

278 中央南地区 焼肉食房　炙屋 焼肉 471-0871 豊田市元宮町5-57 36-0789 飲食業 無

279 中央南地区 和洋食居酒屋　なんで屋 居酒屋 471-0871 豊田市元宮町5-60 33-6655 飲食業 無

280 中央南地区 豊田甲羅本店 かに・和風料理 471-0871 豊田市元宮町1-9-1 32-7227 飲食業 無

281 中央南地区 フライトスポーツ２４８店 スポーツ用品 471-0871 豊田市元宮町1-7 34-3116 小売業 無

282 中央南地区 新明工業㈱センター前田 自動車整備 471-0874 豊田市前田町3-63 32-1731 サービス業 無

283 中央南地区 赤から豊田店 韓国居酒屋 471-0874 豊田市前田町4-52-2 33-8822 飲食業 無

284 中央南地区 てっぱんやき　えん お好み焼き 471-0874 豊田市前田町7-6-3 37-8005 飲食業 無

285 中央南地区 カルビ一丁　豊田店 焼肉 471-0874 豊田市前田町5-9 32-8851 飲食業 無

286 中央南地区 ㈱山田屋　錦店 ベビー・育児用品、人形販売 471-0877 豊田市錦町1-91 34-1414 小売業 有 当社会員と同様のサービス

287 上郷地区 麦とろ　恵乃㐂 自然薯料理・麦とろ飯 470-1201 豊田市豊栄町１２－１６４－１ 27-6878 飲食業 有 昼食５％値引き　夕食１０％値引き　ただしドリンクは別

288 上郷地区 プラザホテル豊田＇ホテル内全店（
宿泊、居酒屋、サウナ、ビアガー
デン

470-1201 豊田市豊栄町1-88 29-1811 飲食業 無

289 上郷地区 鮨・懐石　だる磨きらら亭
鮨、日本料理、宴会料理、お祝
い、法事料理、仕出し

470-1205 豊田市永覚町上長根35-6 27-5366 飲食業 無

290 上郷地区 書の総合店　永宝堂
書道教室、筆耕、表装・額装、用
品販売

470-1205 豊田市永覚町上長根35-15 29-7227 小売業 有
①全営業 10％引き
②抹茶サービス
③オリジナルポストカードプレゼント

291 上郷地区 お茶の松南園 お茶、コーヒー豆等の販売 470-1206 豊田市永覚新町2-25 27-1675 小売業 無

292 上郷地区 川合薬局 薬品小売、調剤薬局、たばこ販売 470-1206 豊田市永覚新町1-12 28-3783 小売業 無

293 上郷地区 ㈲パナステーション　ハマデン 家電修理・小売 470-1206 豊田市永覚新町3-69-1 28-0130 小売業 有

294 上郷地区 新明工業㈱センター上郷 自動車整備 470-1207 豊田市鴛鴨町下高根20 28-2081 サービス業 無

295 上郷地区 ファミリーマート豊田鴛鴨長根店 コンビニエンスストアー 470-1207 豊田市鴛鴨町長根208-3 71-5221 小売業 無

296 上郷地区 睡眠館　オーガニック 寝具販売 470-1218 豊田市上郷町５－２１－５ 21-0125 小売業 有 ５％引き

297 上郷地区 松井電気商会㈱ 電気配線工事、照明器具販売 470-1218 豊田市上郷町4-3-6 21-0050 建設業 無

298 上郷地区 ㈲成田屋酒店 酒、食品小売 470-1218 豊田市上郷町郷立2-15 21-0457 小売業 無

299 上郷地区 ヘルスファーマシｲ　はる 薬、健康食品、化粧品販売 470-1218 豊田市上郷町4-10-7 21-5599 小売業 有 ドリンク１本サービス

300 上郷地区 ㈲八百正住宅機器 ＬＰガス販売、水道工事 470-1218 豊田市上郷町市場151-1 21-0826 建設業 無

301 上郷地区 炉ばた焼　味とみ 一品料理 470-1218 豊田市上郷町5-12-8 21-0581 飲食業 無

302 上郷地区 ㈱上郷印刷 企画・デザイン・一般印刷 470-1218 豊田市上郷町2-23-12 21-0203 サービス業 無

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

304 上郷地区 成田米穀店 米、酒、餅販売 470-1218 豊田市上郷町5-14-8 21-0021 小売業 無

305 上郷地区 御菓子司　東屋 和菓子、洋菓子 470-1218 豊田市上郷町市場177-1 21-0030 小売業 有

306 上郷地区 ホームプラザ　シミズ 金物小売 470-1218 豊田市上郷町4-2-3 21-1122 小売業 無

307 上郷地区 谷沢商会 自動車販売、車検・点検、修理 470-1218 豊田市上郷町5-8-5 21-1268 交通運輸業 無

308 上郷地区 中澤石材店 墓石、石製品 470-1218 豊田市上郷町2-1-5 21-4477 小売業 無

309 上郷地区 洋品のふくた 洋品＇学生服含む（販売 470-1219 豊田市畝部西町伊勢神46-1 21-3939 小売業 有 未定

310 高岡地区 カトレヤ エステティック、化粧品販売 473-0901 豊田市御幸本町1-174 28-4850 サービス業 無

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

312 高岡地区 ダンボ 子供服販売 473-0901 豊田市御幸本町2-203-2 27-5800 小売業 無

313 高岡地区 ヘルスバンク　御幸本町店 薬局・ドラッグストアー 473-0901 豊田市御幸本町3-86 29-5670 小売業 無

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

315 高岡地区 手打ちうどん　しばた うどん、ソバ、丼、定食 473-0901 豊田市御幸本町4-505-5 27-3380 飲食業 無

316 高岡地区 あみ焼割烹　幸だるま　なごみ 食事 473-0901 豊田市御幸本町1-229 29-1560 飲食業 無

317 高岡地区 サンフレッシュふじむら フルーツ、食品 473-0901 豊田市御幸本町1-221 28-0554 小売業 有 ドリンク１杯サービス

318 高岡地区 シスタァー理容 理容一般 473-0901 豊田市御幸本町7-163 28-4731 サービス業 無

319 高岡地区 酒のいたくら 酒類小売 473-0901 豊田市御幸本町1-171 28-0557 小売業 無

320 高岡地区 株式会社　京屋 呉服・服地・寝具販売 473-0901 豊田市御幸本町1-192 28-0808 小売業 無

321 高岡地区 美容室エイチェル 美容室 473-0901 豊田市御幸本町2-200-7 27-7000 サービス業 無
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ひまわり商品券利用可能店舗
2011/6/27現在

ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

322 高岡地区 文具ギャラリー池田屋 文房具・雑貨 473-0901 豊田市御幸本町1-193 28-6711 小売業 無

323 高岡地区 ㈱池田事務器 文具・事務用品販売 473-0901 豊田市御幸本町1-193 28-0518 小売業 無

324 高岡地区 一の矢 一般食堂 473-0902 豊田市大林町10-1-1 27-2077 飲食業 無

325 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 飲食業 無

326 高岡地区 フードセンター　いたくら 手作り惣菜、焼きたてパン 473-0902 豊田市大林町12-6-18 28-4863 小売業 無

327 高岡地区
ガーデニング ミュージアム 花遊庭
(ﾚｽﾄﾗﾝのみ使用可)

結婚式場、各種宴会、レストラン 473-0902 豊田市大林町1-4-1 25-2626 サービス業 無

328 高岡地区 ㈲杉浦ワールド自動車 自動車整備、新・中古車販売 473-0902 豊田市大林町14-10-2 28-5124 サービス業 有
ひまわり商品券ご利用の方は1000円キャッシュバック＇下限1万
円（

329 高岡地区 シャトレーゼ豊田店 洋菓子、アイスクリームの販売 473-0902 豊田市大林町12-12-1 27-6030 小売業 無

330 高岡地区 中日新聞冨田新聞店
中日新聞社取扱いチケット＆書
籍の販売、新聞販売

473-0902 豊田市大林町13-3-18 28-1527 小売業 無

331 高岡地区 めん処　釜文 釜揚げうどん・カレーうどん 473-0902 豊田市大林町10-13-4 27-7897 飲食業 無

332 高岡地区 居酒屋はせ川　大林店 居酒屋 473-0902 豊田市大林町10-1-10 26-0120 飲食業 無

333 高岡地区 かどや洋品店 学生衣料販売 473-0904 豊田市中町中前１５ 52-3619 小売業 無

334 高岡地区 コミュニティ・ストア　オオタ 酒、タバコ、食品 473-0905 豊田市住吉町前邸20 52-3036 小売業 無

335 高岡地区 ふとんの鈴屋 寝具製造販売 473-0913 豊田市竹元町南嶋129 52-4025 小売業 無

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

337 高岡地区 ノノヤマ洋服㈱若林店
学生服・体操服の製造販売、オリ
ジナルＴシャツ製造販売

473-0914 豊田市若林東町棚田66-1 52-3754 小売業 無

338 高岡地区 ファッション＆スクール衣料のまるみや 衣料品、雑貨等の販売 473-0917 豊田市若林西町六反ヶ坪5-1 52-3128 小売業 無

339 高岡地区 健康堂薬局 医薬品、健康食品、化粧品販売 473-0917 豊田市若林西町六反ヶ坪65-2 52-3303 小売業 有 ご利用の方はエメカポイント２倍

340 高岡地区 ダンディサロンハラダ 理容業 473-0917 豊田市若林西町小山28-2 52-8979 サービス業 無

341 高岡地区 ㈱杉屋事務器 ＯＡ機器、文具、事務用品 473-0917 豊田市若林西町西山15 52-3736 小売業 有 ５％引き

342 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

473-0923 豊田市中根町町田97-30 52-7662 小売業 有 エメラルドポイント２倍サービス

343 高岡地区 呉服のおおた・ブティック修造 呉服・布団・洋品 473-0923 豊田市中根町町田5-3 52-0907 小売業 無

344 高岡地区 洋食屋キラク 洋食 473-0924 豊田市花園町塩倉6-2 52-5119 飲食業 有
特製デザートサービス＇店内他サービスとの併用は不可（
＇デザート付をご注文の方は特典なし)

345 高岡地区 ㈲こへい商店 酒類・学生衣料販売 473-0932 豊田市堤町上町40 52-3002 小売業 無

346 高岡地区 豊田イシカワ 寝具、ギフト、インテリアの販売 473-0932 豊田市堤町下町31-2 52-7202 小売業 有 ご利用の方は、更に５％値引き

347 高岡地区 虎屋菓子舗 和洋菓子 473-0932 豊田市堤町上町81 52-0424 小売業 無

348 高岡地区 米穀、酒類の店(株)ホシカワ 米穀　酒類、灯油販売 473-0934 豊田市前林町桜田124 52-3108 小売業 有
ひまわり商品券ご利用の方は店頭販売価格より更に１０ｋｇに付
200円引きサービス価格

349 高岡地区 Sweets　Village　NAKANO＇旧ほずみや（ 和洋菓子 473-0935 豊田市大島町旭7 52-3136 小売業 無

350 高岡地区 ヘルスバンク　星ヶ丘店 薬局・ドラッグストアー 473-0936 豊田市西岡町星ヶ丘1-1 51-1515 小売業 無

351 高岡地区 メンズショップ堤 衣料品の販売 473-0936 豊田市西岡町切畑103 52-4720 小売業 無

352 猿投地区 ㈲ナガイ 衣料品 470-0307 豊田市東広瀬町田広12 41-2055 小売業 無

353 猿投地区 ㈲安藤電機システム 電機制御 470-0309 豊田市西広瀬町大久保４２４－７ 42-1811 工業 無

354 猿投地区 レストラン常 喫茶・レストラン 470-0312 豊田市中金町石垣内２７１ 41-2448 飲食業 有 アフタードリンク　５０円引き

623 猿投地区 ㈲豊田煙火 打揚・各種仕掛煙火、玩具花火 470-0321 豊田市山中町乗越714-1 42-1141 サービス業 無

355 猿投地区 ㈲山田電機 家電販売及び修理 470-0331 豊田市平戸橋町太戸8-8 45-1129 小売業 無

356 猿投地区 沢田サイクル 自転車販売修理 470-0332 豊田市越戸町松葉113-1 45-1050 小売業 有 新車ご購入の方に特典あります

357 猿投地区 おもちゃと人形の澤田 おもちゃと人形の販売 470-0332 豊田市越戸町松葉113-1 45-1050 小売業 無

358 猿投地区 メガネのひえの　猿投店 眼鏡小売、時計電池交換 470-0335 豊田市青木町5-3-7 45-8617 小売業 無

359 猿投地区 サロンエリ　・　川村屋 上豊田店 コラボショップ＇和菓子とエステ（ 470-0341 豊田市上原町西山16 44-1035 サービス業 無

360 猿投地区 御菓子司　川村屋　上豊田店 菓子販売 470-0341 豊田市上原町西山16 41-3801 小売業 無

361 猿投地区 豊田厚生病院レストラン「ラ・サラサ」 飲食業 470-0343 豊田市浄水町伊保原500-1 有 レストラン利用券＇5,000円で5,500円利用可能（の購入ができます

362 猿投地区 ＳＡＫＡＩ　ＳＰＩＲＩＴ
新車、中古車販売、車検、板金、
塗装、修理

470-0344 豊田市保見町塚原17 43-1777 交通運輸業 有 ７％値引き

363 猿投地区 まるか食堂 飲食店 470-0344 豊田市保見町井ノ口67 48-8180 飲食業 無

364 猿投地区 ヘルスバンク　保見店 薬局・ドラッグストアー 470-0345 豊田市東保見町大門52-4 43-1250 小売業 無

365 猿投地区 ウメムラ電器 家電販売・修理 470-0347 豊田市乙部町前田232-1 45-5700 小売業 無

366 猿投地区 小坂屋ショッピングストア 酒、食料品販売 470-0348 豊田市貝津町町屋99 45-0327 小売業 有
買い物かご持参で５００円以上お買い上げの方スタンプ２個ｻｰﾋﾞ
ｽ
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ひまわり商品券利用可能店舗
2011/6/27現在

ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

367 猿投地区 ティエスサービス㈱篠原工場売店 豊田鉄工㈱内篠原工場売店 470-0352 豊田市篠原町敷田37-8 48-6730 飲食業 無

368 猿投地区 寿司会席・一品料理　　巫女し 寿司会席 470-0353 豊田市保見ヶ丘５－１　公団１４棟１０７ 48-2526 飲食業 無

369 猿投地区 猿投温泉ホテル金泉閣・日帰り温泉施設岩風呂
ご宿泊、日帰り温泉利用、飲食、
お土産

470-0364 豊田市加納町馬道通21 45-6111 サービス業 有
ホテル金泉閣ご宿泊利用＇１泊２食（の方１０％割引
１グループ全員、ひまわり商品券5,000円以上の利用
他の割引との併用は不可

370 猿投地区 豊田石油＇株（Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ御船店 石油製品 470-0371 豊田市御船町奥山畑13-3 45-2998 小売業 無

371 猿投地区 丸宗　井上店　ＫＯＮＤÔ 衣料品販売 470-0372 豊田市井上町4-170-1 45-2488 小売業 無

372 猿投地区 酒菜家 飲食 470-0372 豊田市井上町5-85-5 46-3535 飲食業 無

373 猿投地区 　又　浦野商店 酒類小売 470-0372 豊田市井上町10-106 45-0017 小売業 無

374 猿投地区 勇吉屋　さなげ店 学生衣料 470-0372 豊田市井上町6-109 45-4476 小売業 無

375 猿投地区 寿し・会席料理　荒井寿し 寿し・料理・仕出し 470-0372 豊田市井上町3-92-9 45-3014 飲食業 有 粗品進呈

376 猿投地区 ㈱宝石の山一 時計・宝石・めがねの販売 470-0373 豊田市四郷町山畑76-85 45-0378 小売業 有 ROLEXお買い上げのかたにROLEXオフィシャルグッズプレゼント

377 猿投地区 サロン・ド・ボーテ久米
美容一般＇カラリング・パーマ・
カット　他（

470-0373 豊田市四郷町天道45-212 45-4899 サービス業 無

378 猿投地区 柴田屋呉服店 婦人服、呉服、寝具、学生衣料 470-0373 豊田市四郷町山畑82 45-0064 小売業 有 商品券でお買物の方、先着１００名様に粗品進呈

379 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 小売業 有
洋品、化粧品お買い上げ1,000円毎にスタンプ１コ差し上げます
＇特別奉仕品は除外させて頂きます（
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

380 猿投地区 ㈲加藤農機商会 農業機械販売及び修理 470-0374 豊田市伊保町大鳥居53-1 45-0322 小売業 無

381 猿投地区 丸宗　近藤商店 衣料品販売 470-0375 豊田市亀首町山川24 45-0208 小売業 無

382 松平地区 六所苑 和食、宴会、ＢＱ、宿泊 444-2201 豊田市坂上町深山口2-8 58-1164 飲食業 無

383 松平地区 黒瀬屋商店 文房具、靴、雑貨 444-2204 豊田市鵜ヶ瀬町荒井2 58-0145 小売業 有 ５％値引き

384 松平地区 ファミリーショップ　ヤオクギ本店 総合食品販売 444-2204 豊田市鵜ケ瀬町荒井5-1 58-0144 小売業 無

385 松平地区 松平の里　登里公 お食事・宴会・宿泊・入浴 444-2205 豊田市鍋田町後山２０ 58-0122 サービス業 有 事前予約時に特別優遇告知

386 松平地区 ㈱中泉商店
酒類・文房具・学生衣料・雑貨販
売

444-2216 豊田市九久平町簗場１９ 58-0004 小売業 無

387 松平地区 田中屋 酒・食品小売 444-2216 豊田市九久平町簗場10-1 58-0011 小売業 無

388 松平地区 ㈲一軸屋 洋品 444-2216 豊田市九久平町簗場22-1 58-0022 小売業 無

389 松平地区 御菓子司　志満屋 和菓子 444-2216 豊田市九久平町簗場65 58-0147 小売業 無

390 松平地区 美好電気商会 電気設備一般 444-2216 豊田市九久平町簗場26-8 58-0215 建設業 有 ５％値引き

391 松平地区 ＇資（糸常商店 米、菓子販売 444-2216 豊田市九久平町寺前21 58-0005 小売業 無

392 松平地区 荒文商店 金物、雑貨販売 444-2216 豊田市九久平町簗場7 58-0013 小売業 無

393 松平地区 コスメティック　Ｕ＆ＭＥ 化粧品販売、エステ 444-2216 豊田市九久平町簗場22 58-4555 小売業 有
ひまわり商品券ご利用の方は更に5％値引き又はエステ半額
＇3,000円→1,500円（

394 松平地区 フォレスタヒルズ ホテル、スポーツクラブ 444-2225 豊田市岩倉町一本松1-1 58-3500 サービス業 有
レストラン・和処をご利用の際、ドリンク１杯サービス。
宿泊の場合は呈茶券を人数分プレゼント

395 松平地区 梅ヶ枝屋薬局 処方箋調剤、OTC販売 444-2225 豊田市岩倉町柿田44-7 58-0163 小売業 有 ひまわり商品券ご利用の方は更に５％値引き

396 藤岡地区 やんばる 飲食業 470-0403 豊田市白川町日面274-25 76-7372 飲食業 無

397 藤岡地区 丸中本舗 飲食業 470-0404 豊田市西市野々町沢ノ切569 76-1799 小売業 無

398 藤岡地区 美容室　ＧＲＡＳＳ 美容業 470-0411 豊田市木瀬町上ケ平790-5 76-7745 サービス業 無

399 藤岡地区 山内生花店 生花販売業 470-0411 豊田市木瀬町前田572 76-1730 小売業 無

400 藤岡地区 もぐ　もぐ 弁当　食品販売 470-0421 豊田市上川口町梨ノ木268 76-3908 飲食業 無

401 藤岡地区 ㈱イノベーション愛知 教育用プログラムの販売 470-0422 豊田市下川口町水汲551-1 76-1181 サービス業 無

402 藤岡地区 三宅印刷 印刷業 470-0423 豊田市田茂平町道下36 76-4170 サービス業 無

403 藤岡地区 ㈲美坂屋 食料品販売業 470-0424 豊田市御作町渡合301-6 76-4198 小売業 無

404 藤岡地区 いつき 飲食業 470-0431 豊田市西中山町山ノ田20-77 76-0575 飲食業 無

405 藤岡地区 ＦＦＳなかむら 食料品販売業 470-0431 豊田市西中山町榎前58-1 76-4417 小売業 無

406 藤岡地区 藤岡石油㈱ 石油製品販売 470-0431 豊田市西中山町榎前66-3 76-0111 交通運輸業 無

407 藤岡地区 ㈱サンエコー 構造物工事・土木・造園 470-0431 豊田市西中山町稲場155-2 76-1121 建設業 有 粗品　タオル１本

408 藤岡地区 ヘアーサロン・ハル 理容業 470-0431 豊田市西中山町榎前6-4 76-4412 サービス業 無

409 藤岡地区 ゆき文具店 文具小売 470-0431 豊田市西中山町榎前 76-2364 小売業 無

410 藤岡地区 豊田市民市場 食品販売 470-0431 豊田市西中山町牛田63-1 75-1221 小売業 無

411 藤岡地区 カラオケ栄花 飲食業 470-0441 豊田市深見町木戸366-3 76-5993 飲食業 無

412 藤岡地区 三建商亊㈱ アルミサッシ加工販売 470-0441 豊田市深見町常楽385-3 76-2274 建設業 無
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ひまわり商品券利用可能店舗
2011/6/27現在

ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

413 藤岡地区 菓子処　松華堂 和洋菓子販売 470-0441 豊田市深見町常楽377-3 76-0302 小売業 有
ひまわり商品券ご利用の方は、水まんじゅう＇￥110（１個
または、オカリナポイント２倍プレゼント

414 藤岡地区 サラダ館　藤岡深見店 贈答品販売 470-0441 豊田市深見町常楽386 75-1400 小売業 無

415 藤岡地区 鉄板・お好み焼　胡蝶 飲食業 470-0451 豊田市藤岡飯野町二反田443-4 76-2257 飲食業 無

416 藤岡地区 なかむら洋品店 衣料品販売 470-0451 豊田市藤岡飯野町下貝戸６４８－６ 76-2710 小売業 無

417 藤岡地区 藤岡食糧 米穀販売業 470-0451 豊田市藤岡飯野町二反田442-6 76-2510 小売業 有
ひまわり商品券、１，０００円以上ご利用の方に
オカリナカード　５００円ポイント進呈

418 藤岡地区 東京自動車㈱ 自動車修理販売業 470-0451 豊田市藤岡飯野町仲ノ下492-1 76-2116 飲食業 無

419 藤岡地区 つねかわ商店 衣料品販売 470-0451 豊田市藤岡飯野町弥冶前589 76-2552 小売業 無

420 藤岡地区 薬のひまわり 薬局 470-0451 豊田市藤岡飯野町神田242-2 76-2565 小売業 無

421 藤岡地区 珈琲店　十字路 飲食業 470-0451 豊田市藤岡飯野町下貝戸648-1 76-2303 飲食業 無

422 藤岡地区 飯野デンキ 電気器具販売 470-0451 豊田市藤岡飯野町池下528-1 77-2676 小売業 無

423 藤岡地区 いし河 飲食業 470-0451 豊田市藤岡飯野町二反田466-1 76-6465 飲食業 無

424 藤岡地区 宅配専門店　ささきや 酒類販売 470-0451 豊田市藤岡飯野町二反田454-1 76-2548 小売業 無

425 藤岡地区 三河建設㈱ 建設業 470-0462 豊田市上渡合町浜井場388-2 76-2677 建設業 無

426 藤岡地区 まつや 飲食業 470-0463 豊田市石飛町日焼333-3 76-2903 飲食業 無

427 藤岡地区 畑中屋 食料品販売業 470-0464 豊田市折平町中屋敷461 76-2448 小売業 無

428 小原地区 寿楽荘 宿泊・飲食 470-0523 豊田市平畑町下里 156-7 65-3678 サービス業

429 小原地区 ㈱YAMADAｿ-ｲﾝｸﾞ＆ｻ-ﾋﾞｽ ミシン販売修理 470-0523 豊田市平畑町下里 757 65-2958 小売業

430 小原地区 一　商店 食品雑貨小売 470-0526 豊田市西細田町神明前 183 65-2608 小売業

431 小原地区 ファミリーマート小原店 コンビニ店 470-0531 豊田市小原町平田 349-2 66-0085 小売業

432 小原地区 大草わたや 衣類・寝具販売 470-0531 豊田市小原町堂ノ本 152-2 65-2016 小売業

433 小原地区 高岡ﾔﾝﾏ-小原営業所 農機具販売 470-0531 豊田市小原町コイダワ 1029 65-3861 小売業

434 小原地区 ㈲鈴木牛乳販売店 乳製品卸・小売 470-0531 豊田市小原町姥ケ入 589 65-2018 小売業

435 小原地区 ㈲ちとせ 一般食堂 470-0531 豊田市小原町尾崎 857-6 65-2020 飲食業

436 小原地区 Kojika　Café 喫茶・飲食 470-0531 豊田市小原町前田179-1 65-2612 飲食業

437 小原地区 カットサロン　オオクサ 理容 470-0531 豊田市小原町前田 182-26 65-2068 サービス業

438 小原地区 品 野 屋 旅館 470-0531 豊田市小原町尾崎 403-2 65-2007 サービス業

439 小原地区 春日井美容院 美容 470-0531 豊田市小原町前田175 65-2167 サービス業

440 小原地区 竹内モ－タ－ス 自動車修理販売 470-0531 豊田市小原町前田 178-1 65-2029 サービス業

441 小原地区 ＢＡＲＢＥＲ増岡 理容 470-0532 豊田市大坂町杭原 27-1 65-2054 サービス業

442 小原地区 フタムラ石油 スタンド・自動車修理販売 470-0532 豊田市大坂町御堂前 126 65-2032 サービス業

443 小原地区 たまご村 農産物小売 470-0543 豊田市北篠平町蛭藻池 503-1 65-3479 小売業

444 小原地区 四季桜の里 農産物小売 470-0543 豊田市北篠平町大麦田 1009 65-1123 小売業

445 小原地区 ㈲チャイナポ－ト小原店 ラーメン店 470-0543 豊田市北篠平町大麦田 24-1 65-3911 飲食業

446 小原地区 かとう美容室 美容 470-0543 豊田市北篠平町蔵屋敷131 65-2826 サービス業

447 小原地区 柳瀬紙苑 工芸和紙漉紙 470-0552 豊田市乙ケ林町細洞 526 65-2501 サービス業

448 小原地区 小原旅行㈱ 旅行代理店 470-0552 豊田市乙ケ林町細洞 526 65-2123 サービス業

449 小原地区 高見製畳所 畳製造 470-0552 豊田市乙ケ林町下立123-12 65-2886 工業

450 小原地区 ㈱丸隆加知製材所 建築請負 470-0553 豊田市大洞町寺沢36 65-3015 建設業

451 小原地区 港屋商店 食品雑貨小売 470-0555 豊田市大平町両工 15-2 65-2445 小売業

452 小原地区 水野美容室 美容 470-0555 豊田市大平町浜松家下14 65-2398 サービス業

453 小原地区 今井モ－タ－ス 自動車修理販売 470-0555 豊田市大平町両工28-1 65-2443 サービス業

454 小原地区 ㈲柴田豆腐店 豆腐製造販売 470-0561 豊田市上仁木町白山1087-１ 65-3023 小売業

455 小原地区 café bar　サンキュー 喫茶店 470-0561 豊田市上仁木町白山337-1 65-3839 飲食業

456 小原地区 美嶋屋旅館 旅館 470-0561 豊田市上仁木町下田393-4 65-3024 サービス業

457 小原地区 増岡理容 理容 470-0561 豊田市上仁木町白山 348-1 65-3492 サービス業

458 小原地区 大正屋商店 食品雑貨小売 470-0562 豊田市永太郎町馬場 62 65-3104 小売業
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ひまわり商品券利用可能店舗
2011/6/27現在

ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

459 小原地区 ムトウ電工社 電化製品販売 470-0562 豊田市永太郎町惣作 69-5 65-2072 小売業

460 小原地区 Ｊ－ＣＯＭ 電化製品・情報機器販売 470-0562 豊田市永太郎町宮前 853 65-3767 小売業

461 小原地区 ㈲勝上商店 農機具販売 470-0562 豊田市永太郎町寺洞 258 65-3037 小売業

462 小原地区 つゝみ寿司 寿司・飲食店 470-0562 豊田市永太郎町落 301-4 65-3030 飲食業

463 小原地区 喫茶　アルボ 喫茶店 470-0562 豊田市永太郎町常寒 248 65-3162 飲食業

464 小原地区 紙の花 飲食・土産店 470-0562 豊田市永太郎町梛下166 65-1711 飲食業

465 小原地区 みずの食堂 飲食店 470-0562 豊田市永太郎町宮前３５－３ 65-3229 飲食業

466 小原地区 クミ美容室 美容 470-0562 豊田市永太郎町常寒237 65-2522 サービス業

467 小原地区 永太郎自動車 自動車修理販売 470-0562 豊田市永太郎町山吹356 65-2174 サービス業

468 小原地区 和紙工芸館 和紙漉き体験・土産物販売 470-0562 豊田市永太郎町洞 216-1 65-2953 サービス業

469 小原地区 小沢屋 食品雑貨小売 470-0564 豊田市沢田町小原道 73－1 65-2941 小売業

470 小原地区 ㈱土井自動車 スタンド・自動車修理販売 470-0565 豊田市下仁木町諸屋367-1 65-3032 サービス業

471 足助地区 市川工業㈲ 自動車部品製造 444-2335 豊田市上脇町松下２２ 63-2525 工業 無

472 足助地区 足助村 バーベキュー施設、宿泊 444-2351 豊田市岩神町川見１３－２ 62-1800 サービス業 無

473 足助地区 ㈲伊藤石材 石材製品販売 444-2355 豊田市近岡町馬場瀬３７－５ 62-2034 建設業 無

474 足助地区 株式会社　小松 建設業 444-2355 豊田市近岡町和合２４ 62-0316 建設業 無

475 足助地区 真野合成工業所 自動車部品製造 444-2407 豊田市桑田和町前田３３の２ 62-2360 工業 無

476 足助地区 ㈲神越渓谷 渓流釣り、食堂 444-2411 豊田市御内町天狗２－３２ 62-2150 サービス業 無

477 足助地区 板慶 衣料品雑貨販売 444-2424 豊田市足助町田町３３ 62-0021 小売業 無

478 足助地区 ホームドライ足助営業所 クリーニング取次 444-2424 豊田市足助町田町３３ 62-0021 サービス業 無

479 足助地区 井筒屋陶器店 新・古陶磁器等販売 444-2424 豊田市足助町田町２８ 62-0051 小売業 無

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

481 足助地区 山崎屋 衣料品・化粧品小売 444-2424 豊田市足助町田町１１－１ 62-0122 小売業 無

482 足助地区 ㈲井筒亀 料理飲食・食肉販売 444-2424 豊田市足助町田町１７ 62-0018 飲食業 無

483 足助地区 福岡電機商会 家電製品販売 444-2424 豊田市足助町田町２４ 62-0012 小売業 有 ひまわり商品券ご利用の方は、パレットカードポイント２倍進呈

484 足助地区 テルミ美容院
美容全般、着付、化粧、ヘッドス
パ

444-2424 豊田市足助町田町２５－３ 62-0255 サービス業 無

485 足助地区 莨屋　塩座 食品＇菓子（・小物 444-2424 豊田市足助町田町１０ 62-0312 小売業 無

486 足助地区 昭和堂薬局 医薬品　雑貨 444-2424 豊田市足助町石橋６ 62-0173 小売業 無

487 足助地区 ＇資（丸一志賀商店 酒・飲料 444-2424 豊田市足助町石橋１５－４ 62-0150 小売業 無

488 足助地区  平   両口屋 菓子製造販売 444-2424 豊田市足助町本町１６－１ 62-0056 小売業 無

489 足助地区 ＇資（白久商店 書籍・文具・教材 444-2424 豊田市足助町本町３２ 62-0048 小売業 無

490 足助地区 太田電器 家電販売業 444-2424 豊田市足助町本町３６ 62-0370 小売業 無

491 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 小売業 無

492 足助地区 足助糧穀㈱　本町店 ＬＰＧ、米穀販売 444-2424 豊田市足助町本町３７ 62-0219 小売業 無

493 足助地区 足助糧穀㈱　新町店 ＬＰＧ、米穀販売 444-2424 豊田市足助町新町９ 62-0202 小売業 無

494 足助地区 小松屋 めん類、丼物、寿司 444-2424 豊田市足助町新町３４ 62-0080 飲食業 無

495 足助地区 いろは 弓道用品、釣具販売 444-2424 豊田市足助町落合１３－２０ 62-0113 小売業 有 ひまわり商品券ご利用の方に、コーヒー１杯サービス

496 足助地区 カット・スペース　シブヤ 理容 444-2424 豊田市足助町新町１４ 62-0656 サービス業 無

497 足助地区 ㈲マンリン書店 書籍・文房具 444-2424 豊田市足助町新町２ 62-0010 小売業 無

498 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 62-0356 小売業 無

499 足助地区 高惣酒店
清酒、ビール、焼酎、ウィスキー、
雑酒、調味料、その他

444-2424 豊田市足助町新町２８ 62-0037 小売業 無

500 足助地区 桃屋 うどん、そば、丼物 444-2424 豊田市足助町西町２０ 62-0447 飲食業 無

501 足助地区 うなぎの川安 うなぎ専門店 444-2424 豊田市足助町西町１４－３ 62-0644 飲食業 無

502 足助地区 足つぼマッサージ　岡 足つぼマッサージとくわさ 444-2424 豊田市足助町西町２７ 62-0626 サービス業 有
ひまわり商品券ご利用のお客様に、美味しい台湾のウーロン茶
をサービスします。

503 足助地区 香嵐渓　市営駐車場 駐車場 444-2424 豊田市足助町宮平２６－１他 61-2300 サービス業 無

504 足助地区 参州楼 洋食レストラン 444-2424 豊田市足助町蔵ノ前１６ 62-1253 飲食業 無
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ひまわり商品券利用可能店舗
2011/6/27現在

ＮＯ 地区名 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 業種 特典有無 具体的な特典

505 足助地区 三州足助屋敷
手しごとの実演や展示の資料
館、売店、飲食店

444-2424 豊田市足助町飯盛３６ 62-1188 サービス業 無

506 足助地区 百年草
レストラン、ホテル、喫茶店、入
浴、パン屋＇バーバラはうす（ソー
セージ屋＇zizi工房（、土産屋

444-2424 豊田市足助町東貝戸１０ 62-0100 サービス業 無

507 足助地区 松井商店 日用品・雑貨 444-2424 豊田市足助町宮平５０ 62-0265 小売業 無

508 足助地区 ヘアーサロン　サカキバラ 理容全般 444-2424 豊田市足助町広畑２１ 62-0485 サービス業 無

509 足助地区 日月もなか　川村屋 お菓子販売 444-2424 豊田市足助町田町２２ 62-0014 小売業 無

510 足助地区 丸竹商店 日用雑貨 444-2424 豊田市足助町岩崎２８ 62-0373 小売業 有 ひまわり商品券ご利用のお客様”粗品プレゼント”

511 足助地区
お好み焼き
やきそば　　　たつみ

お好み焼き　やきそば 444-2424 豊田市足助町西町４５－１ 62-1256 飲食業 無

512 足助地区 手嶋理容 理容 444-2424 豊田市足助町本町３－１ 62-0247 サービス業 有
ひまわり商品券ご利用のお客様に、コーヒー１杯サービスいたし
ます。

513 足助地区 浅井行政書士事務所 行政書士 444-2424 豊田市足助町久井戸９５ 62-1396 サービス業 無

514 足助地区 スズマン本舗 漬物の販売、履物の販売 444-2424 豊田市足助町石橋１５－１ 62-0175 小売業 無

515 足助地区 写真のつかさ
写真撮影、カラープリントその他
小売

444-2424 豊田市足助町石橋１５－１３ 62-0408 サービス業 無

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

517 足助地区 河合生花店 切花、鉢花の販売 444-2424 豊田市足助町今岡２３ 62-0367 小売業 無

518 足助地区 ㈲青山電設 一般電気工事 444-2424 豊田市足助町梶平３０－５ 62-1675 建設業 無

519 足助地区 台所やおちゅう ミニスーパーとおそうざい屋さん 444-2424 豊田市足助町本町３０ 62-0147 小売業 無

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

521 足助地区 ㈲げたげん おみやげ・食品卸 444-2424 豊田市足助町飯盛２５－５ 62-0258 無

522 足助地区 ㈲金原生花 生花小売 444-2424 豊田市足助町西町１４－２ 62-0442 小売業 無

523 足助地区 みくさ美容室 美容業 444-2424 豊田市足助町西町２３ 62-0687 サービス業 無

524 足助地区 藤島サービス 自動車販売、修理 444-2424 豊田市足助町宮平４２－１ 62-1508 サービス業 無

525 足助地区 ㈱香嵐渓観光センター 土産販売 444-2424 豊田市足助町宮平２６－１ 62-1200 小売業 無

526 足助地区 塩の道づれ家 手打ちそば 444-2424 豊田市足助町西町１３－１ 62-2558 飲食業 無

527 足助地区 総合衣料 ジャスト 衣料品販売 444-2424 豊田市足助町石橋２７ 62-0276 小売業 無

528 足助地区 パレット
総合スーパーマーケット、ドラッグ
ストア

444-2424 豊田市足助町成瀬２０－２４ 62-2800 小売業 無

621 足助地区 エル 婦人服・和小物等 444-2424 豊田市足助町石橋３８ 62-2545 小売業 無

529 足助地区 モグモグキッチン 飲食店 444-2506 豊田市久木町北伴上貝戸５－１ 67-2283 飲食業 無

530 足助地区 ㈲アツミ建築 建築業 444-2510 豊田市富岡町前田５－７ 62-1713 建設業 無

531 足助地区 河合建築 建築業 444-2513 豊田市足助白山町持アラバ１０ 64-2909 建設業 無

532 足助地区 ドライブイン　伊勢神
食事＇五平餅、山菜定食、その
他（

444-2601 豊田市明川町通り洞１－１０３ 67-2531 飲食業 無

533 下山地区 吉野屋 食品販売 444-3205 豊田市野原町中野５４ 90-3478 小売業 無

534 下山地区 野原川観光センター マス釣り、しいたけ食べ放題 444-3205 豊田市野原町石橋１４－１ 90-3414 飲食業 無

535 下山地区 腰掛山荘 飲食、民宿 444-3206 豊田市羽布町腰掛１７－１０ 90-3474 飲食業 無

536 下山地区 三河路 飲食、民宿、バーベキュー 444-3206 豊田市羽布町鬼ノ平１－３００ 90-3472 飲食業 無

537 下山地区 手づくり工房山遊里 製造小売 444-3206 豊田市羽布町柿田１５－１ 91-1186 工業 無

538 下山地区 やまびこ 宿泊・宴会・食事 444-3206 豊田市羽布町エズ小屋１－５ 90-3535 飲食業 無

539 下山地区 香恋の館 飲食、土産販売 444-3206 豊田市羽布町鬼ノ平５ 90-4120 小売業 無

540 下山地区 秀枡屋 喫茶、慶事・佛事用引き菓子 444-3231 豊田市花沢町ヌマ１３ 90-2808 小売業 無

541 下山地区 壱利岐 お食事、もつ鍋、五平餅 444-3231 豊田市花沢町上行田２７－１ 90-3630 飲食業 無

542 下山地区 Ｙショップ　花沢イワサ店 コンビニ 444-3231 豊田市花沢町ヌマ１７ 90-2825 小売業 無

543 下山地区 タカギ園芸 生花 444-3231 豊田市花沢町小御堂２３ 90-4187 小売業 無

544 下山地区 コスモスベリーズ一条店 家電商品販売、 444-3242 豊田市大沼町新井前東９２ 90-4000 小売業 無

545 下山地区 おしゃれのしばた(有（ 婦人服総合衣料販売 444-3242 豊田市大沼町八沢４３ 90-2035 小売業 有 ポイント＇しもやまＳＳカード会（もつきます

546 下山地区 山崎電化ストアー 家電商品販売、修理他 444-3242 豊田市大沼町八沢８ 90-2024 小売業 無

547 下山地区 マルコ株式会社
住宅機器販売、建材陶器、プロ
パンガス薪炭販売

444-3242 豊田市大沼町八沢８ 90-2608 建設業 有 しもやまＳＳカードポイント付

548 下山地区 有限会社　近藤商店
酒類、総合衣料品、名物どて販
売

444-3242 豊田市大沼町は八沢１８ 90-2616 小売業 無

549 下山地区 フードショップ　ふじや 食品販売 444-3242 豊田市大沼町越田和３０ 90-2087 小売業 無
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550 下山地区 シンマチヤ 食品販売 444-3242 豊田市大沼町八沢４９－１ 90-2020 小売業 無

551 下山地区 日の出屋ストア 食品販売、お酒 444-3242 豊田市大沼町新井前西２５－１ 90-2835 小売業 無

552 下山地区 有限会社　大沼モータース 自動車販売、修理 444-3242 豊田市大沼町新井前１０１－１ 90-2031 交通運輸業 無

553 下山地区 岩津屋 豆腐販売 444-3242 豊田市大沼町八沢１２－４ 90-2033 工業 無

554 下山地区 大竹商店
石油類一般販売、タイヤ販売整
備

444-3242 豊田市大沼町根崎２７－２ 90-2133 交通運輸業 無

555 下山地区 下山の里 飲食、土産販売、野菜販売 444-3242 豊田市大沼町根崎４７－１ 90-3003 飲食業 無

556 下山地区 柴田薬舗 医薬品販売、クリーニング取次 444-3242 豊田市大沼町新井前９０－１ 90-3955 サービス業 無

557 下山地区 豊屋 総合衣料品 444-3242 豊田市大沼町八沢８ 90-2022 小売業 無

558 下山地区 こうや 飲食 444-3242 豊田市大沼町八沢４５ 90-2055 飲食業 無

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

560 下山地区 三河高原キャンプ村
飲食、キャンプ、バンガロー、ル
アーフライ

444-3261 豊田市東大林町半ノ木2 90-3530 サービス業 無

561 旭地区 カントリーレストラン渓流荘 飲食、キャンプ 444-2802 豊田市田津原町静滝17-1 68-3197 飲食業 無

562 旭地区 松井鈑金 自動車販売、修理 444-2814 豊田市榊野町外和ケ入11-2 68-3377 交通運輸業 無

624 旭地区 三河屋 たばこ、食品、雑貨 444-2816 豊田市杉本町堂貝戸25 68-2714 小売業 無

563 旭地区 笹戸カントリークラブ ゴルフ場 444-2822 豊田市大坪町大入34-1 68-2116 サービス業 無

564 旭地区 紫翠閣とうふや 旅館 444-2826 豊田市笹戸町畷7 68-2331 飲食業 有
コーヒー、又はソフトドリンク１杯サービス

565 旭地区 勇屋別館 旅館 444-2826 豊田市笹戸町惣作8 68-2654 飲食業 有 粗品進呈

566 旭地区 まるや商店 食品小売 444-2826 豊田市笹戸町惣作1 68-2469 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

567 旭地区 松栄軒製菓舗 和菓子、洋菓子製造販売 444-2833 豊田市下切町森下2909-3 68-3600 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

568 旭地区 寺嶋商会 クリーニング 444-2834 豊田市島崎町石原3100-3 68-2778 サービス業 無

569 旭地区 旭高原元気村＇食堂・売店（ キャンプ場 444-2843 豊田市旭八幡町根山68-1 68-2755 飲食業 無

570 旭地区 サークルK小渡店 コンビニエンスストアー 444-2846 豊田市小渡町船戸57-6 68-2519 小売業 無

571 旭地区 ENEOS小渡SS　松坂屋 ガソリンスタンド 444-2846 豊田市小渡町南貝津14 68-2539 交通運輸業 無

572 旭地区 原田屋 食料品、衣料品、日用雑貨 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下28-1 68-2524 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

573 旭地区 御菓子処　ひだや 菓子小売 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下28-2 68-2543 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

574 旭地区 やよい うなぎ、仕出し 444-2846 豊田市小渡町南貝津20-1 68-2565 飲食業 無

575 旭地区 芙蓉 飲食 444-2846 豊田市小渡町間ケ島5-2 68-2531 飲食業 無

576 旭地区 彦平商店 酒類及び食品 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下3 68-2516 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

577 旭地区 ㈲さかや 金物、建材、LPガス 444-2846 豊田市小渡町寺ノ下3-1 68-2562 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

578 旭地区 ドラッグオーウチ 医薬品販売 444-2846 豊田市小渡町七升蒔15 68-2155 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

579 旭地区 川上商店 酒、食料品販売 444-2846 豊田市小渡町南貝津15-3 68-2529 小売業 有 コッキーカードポイント倍出し

580 稲武地区 ブルーベリーのこみち
ブルーベリー摘み取り園、飲食、
菓子雑貨販売

441-2512 豊田市野入町宮ノ前後１－５ 82-3365 小売業 有 商品券利用者５００円で１ポイント付くポイントサービス

581 稲武地区 有限会社　安藤薬局 調剤、薬、化粧品、雑貨品の販売 441-2513 豊田市稲武町寺下１２－６ 82-3022 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

582 稲武地区 美福商店 寝具・衣料品販売 441-2513 豊田市稲武町寺下１０－５ 82-2247 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント,更に10％値引き

583 稲武地区 多津美屋 喫茶、飲食店 441-2513 豊田市稲武町ナハテ２－１ 82-2065 飲食業 無

584 稲武地区 青柳亭 旅館、居酒屋 441-2513 豊田市稲武町小井沢４５ 82-2240 飲食業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

585 稲武地区 稲武OGMカントリークラブ ゴルフ 441-2515 豊田市夏焼町クダリヤマ４９５－９ 82-2300 サービス業 無

586 稲武地区 大滝 うどん、そば、定食 441-2517 豊田市川手町前田３－２ 82-3309 飲食業 無

587 稲武地区 うちのごはん ピッツァ販売 441-2521 豊田市桑原町上中村335-1 82-3636 飲食業 有 商品券ご利用の方には５０円引き

588 稲武地区 加藤商店 酒、食料品、雑貨小売 441-2521 豊田市桑原町下須形４２５－７ 82-2046 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

589 稲武地区 ミカワムセン
電化製品販売・修理、電気工事、
水道工事

441-2521 豊田市桑原町鐘鋳場２８６ 82-3131 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚、稲
武検定カード提示でもう１枚プレゼント

590 稲武地区 スーパーいなぶ 生鮮食品、惣菜販売 441-2521 豊田市桑原町恵下３７８－１ 82-3337 小売業 無

591 稲武地区 廣田理容店 理容 441-2521 豊田市桑原町下中村３２６－８ 82-2234 サービス業 無

592 稲武地区 はーばす稲武店
医薬品、家庭用品、園芸用品等
小売

441-2521 豊田市桑原町恵下３７５ 82-2574 小売業 無

593 稲武地区 深見建築
木造新築、住宅耐震、リフォーム
工事

441-2521 豊田市桑原町山形１４－５ 82-2848 建設業 有 ひまわり商品券利用の方　工事代金の３％値引き

594 稲武地区 小澤商店 漬物、各種みやげもの販売 441-2521 豊田市桑原町上中村３５１－２ 82-3004 小売業 無
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595 稲武地区 かめや 五平餅、お好み焼き、焼きそば 441-2521 豊田市桑原町上中村３５５－１ 82-3556 飲食業 無

596 稲武地区 有限会社　稲武プロパン・ギフトいなぶ LPガス、器具、贈答品の販売 441-2522 豊田市武節町屋敷１７３－４ 82-2047 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

597 稲武地区 尾形誠意堂 薬、文房具、書籍、たばこ小売 441-2522 豊田市武節町屋敷１７２－１ 82-2073 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

598 稲武地区 木曽屋商店 日用品、雑貨小売 441-2522 豊田市武節町屋敷１７１ 82-2001 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

599 稲武地区 せきや電器 電化製品販売 441-2522 豊田市武節町田ノ洞２１４－４ 82-3050 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

600 稲武地区 たばこや商店 食料品等販売 441-2522 豊田市武節町屋敷１７９－１ 82-2160 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

601 稲武地区 有限会社　新美商店
LPガス、器具、米、牛乳、アイスク
リーム販売

441-2522 豊田市武節町下ハリ原２１－７ 82-2555 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

602 稲武地区 マツヤ 衣料品販売 441-2522 豊田市武節町車田１－２ 82-2038 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

603 稲武地区 寿司と和食の店　つたや 寿司、和食、仕出し 441-2522 豊田市武節町屋敷１６１ 82-2167 飲食業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

604 稲武地区 うなぎ、天ぷら　ニコ天 うなぎ、天ぷらの和食処 441-2522 豊田市武節町ソト田８０－３ 82-2326 飲食業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

605 稲武地区 新桝屋 スポーツ用品小売 441-2522 豊田市武節町下ハリ原１３－７ 82-2077 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

606 稲武地区 米徳商店 酒類販売 441-2522 豊田市武節町屋敷１７２－２ 82-2028 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

607 稲武地区 大米屋 建具、菓子販売 441-2522 豊田市武節町車田８－１ 82-2141 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

608 稲武地区 永とくや 菓子製造小売 441-2522 豊田市武節町屋敷１５７ 82-2103 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

609 稲武地区 有限会社　糸亀呉服店 呉服、衣料品販売 441-2522 豊田市武節町屋敷１６４ 82-2048 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

610 稲武地区 ホテル岡田屋 ランチ、会食、宿泊 441-2522 豊田市武節町田ノ洞２１３－２ 82-2544 飲食業 無

611 稲武地区 どんぐりの湯・どんぐり横丁
温泉施設の管理運営、土産物等
の製造直売

441-2522 豊田市武節町針原２２－１ 82-3135 サービス業 無

612 稲武地区 株式会社　高崎モータース 自動車整備、販売 441-2523 豊田市御所貝津町二貫目１７－３ 82-2044 交通運輸業 無

613 稲武地区 カフェド路話瑠 喫茶、飲食 441-2523 豊田市御所貝津町萩平１１-２ 82-3061 飲食業 無

614 稲武地区 稲武製材株式会社 建築、製材 441-2523 豊田市御所貝津町千保田８－７ 82-2082 建設業 有 ウッドストラッププレゼント

615 稲武地区 株式会社　安藤電機工業所　整備工場 自動車整備、販売 441-2523 豊田市御所貝津町ス形１４-５ 82-2379 交通運輸業 無

616 稲武地区 末広家 食料品、製麺販売 441-2523 豊田市御所貝津町千保田１３ 82-2086 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント、麺１０束以上お買上げの方に１束サービス

617 稲武地区 御菓子所　まつ月 和菓子販売 441-2524 豊田市黒田町尾知５９－５ 82-2050 小売業 無

618 稲武地区 きぐすりや 食料品、酒類販売 441-2524 豊田市黒田町折坂３７７－６ 82-2319 小売業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント

619 稲武地区 ヘアースタジオ　ポケット 美容 441-2524 豊田市黒田町足ヶ口４５１ 82-3787 サービス業 有
ひまわり商品券１枚につき、稲武カード会お買物券５０円１枚プレ
ゼント、　日替りで特典を店内に提示

620 稲武地区 有限会社　山田設備 水道工事 441-2525 豊田市小田木町井戸川３３ 82-3437 建設業 無
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