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とよかわ元気応援券取扱店一覧 令和2年12月24日現在

【令和2年12月24日までに登録申込書をご提出いただいた店舗です】

店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ

イオン 豊川店 総合小売業（食料品・衣料品・住まいと生活の品） 開運通2-31 89-6131
エディオン 豊川店 家電製品・情報機器 正岡町西深田345-1 84-9281
遠鉄ストア 豊川店 スーパーマーケット 光明町1-19 83-9011
加古家具店 家具・インテリア販売 中条町今宮5-3 85-2135
ケーズデンキ 豊川店 家電量販店 正岡町流田500-1 83-9511
ココカラファイン 桜木店 ドラッグストア 桜木通6-8-1 89-7572
ゴルフファイブ 豊川インター店 ゴルフ用品 天神町16 85-9715
サンヨネ豊川店 食品スーパー 金塚町2-1 86-1212
上新電機(株) クロスモール豊川店 家電量販店 正岡町池田694-1 クロスモール豊川モール棟2階 83-5511
スギ薬局 蔵子店 ドラッグストア 蔵子7-17-1 83-6011
スポーツデポ 豊川店 スポーツ小売 光明町1-19 85-2777
DCMカーマ 豊川西店 資材館・園芸館を備えたホームセンターです 八幡町足洗61-1 83-0411
DCMカーマ 豊川東店 ホームセンター 金屋町77-1 83-6000
DCMカーマ 豊川正岡店 ホームセンター 正岡町池田706-1 80-7701
(株)ドミー小坂井店 食品スーパー 伊奈町慶応23-194 73-3535
ドミー 蔵子店 スーパーマーケット 下野川町1-43 65-7900
ニトリ 豊川店 家具及びインテリア用品の販売 正岡町西深田337-1 83-2235
バロー 豊川店 スーパーマーケット 新豊町2-45 80-2330
ピアゴ 豊川店 スーパーマーケット（食品・日用雑貨他） 幸町103 89-4511
フィール 豊川店 食品スーパーマーケット 金屋町17 83-6100
V・drug 豊川店 ドラッグストア 諏訪4-179 83-8690
マックスバリュ 豊川八幡店 スーパーマーケット 八幡町下天王15 56-7560
マム 豊川プリオ店 スーパーマーケット 諏訪3-133 プリオ 1F 80-7680
無印良品 クロスモール豊川 小売業（衣料・生活雑貨・食品） 正岡町池田694-1 95-0640
MEGA ドン・キホーテUNY 国府店 ファミリー型総合ディスカウントストア 国府町桜田103 88-6111
ヤマダ電機 豊川店 家電製品・雑貨品・おもちゃ販売 下長山町高畑26-1 82-0070
ヤマナカ 御油店 スーパーマーケット 御油町堺畑13 88-3360

大型店合計　27店舗

店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ

あ アイレクススポーツクラブ GRANDE ＋24 フィットネスクラブ 豊川市末広通3-45-1 84-0700
アイレクス NEO 豊川 スイミング・カルチャースクール 豊川市光明町1-19 83-0471
アイレクスフィット ＋24 フィットネスクラブ 豊川市千歳通4-18 83-0458
アイレクス・ライト ＋24 豊川国府 フィットネスクラブ 豊川市国府町桜田111 88-5800
アウトレット&リサイクル エーワン豊川店 リサイクルショップ 豊川市牧野町1-3 89-4130
あおい書店 豊川店 書籍・文具・CD・DVD販売 豊川市千歳通3-6-1 85-7811
(株)葵電氣 家庭用・業務用の電化製品 リフォーム承ります 豊川市伊奈町縫殿26-136 78-2480
あおい薬局 処方箋取り扱い・OTC等販売 豊川市小坂井町宮下89-1 78-6200
AOKI 豊川城下店 メンズ・レディス衣料販売 豊川市下長山上アライ11 85-8988
AOKI 豊川八幡店 メンズ・レディース衣料販売 豊川市野口町新屋敷23-2 84-4029
赤から 豊川店 焼肉と名物赤から鍋 豊川市正岡町流田494-1 89-7177
あかさかクリニック 診療所（インフルエンザ予防接種にのみ使用予定） 豊川市赤坂町松本176-1 88-1666
あきば書店 御油店 本・DVD 豊川市御油町行力27-1 88-5144
acona bakery（アコナベーカリー） 国産小麦と自家製酵母のこだわりパン屋です 豊川市松久町1-97-5 74-1518
(有)浅井畳店 畳のことならお任せください。即日仕上げOK 豊川市諏訪3-225 86-2938
旭寿司 寿司/出前・持ち帰り・ランチ・小宴会 豊川市諏訪3-5-2 86-3533
(有)朝比奈電機商会 家電小売及び音楽CD・カセット販売 豊川市豊川栄町75 86-2241
アサヒ薬局 医薬品・処方せん調剤・雑貨販売 豊川市八幡町黒仏12-17 87-2311
味工房 おお木 おいしい海鮮を食べるなら味工房おお木で！！ 豊川市新道町2-9-1 83-0533
味茶屋 美どり 喫茶・食事・宴席・出前 豊川市中条町鴻ノ巣46-3 86-0011
味処なかよし こだわりのタレで焼きあげた鰻といなり寿司 豊川市門前町41 86-2783
味処 花になあれ うなぎのマルシン鮮魚直営の美味しい和食処 豊川市中央通4-50 86-9304
味のがんこ炎 豊川国府店 焼肉店 豊川市国府町清水39-9 88-6639
アスコミルクセンター 豊川営業所 乳製品宅配 豊川市川花町2-35-1 83-6369
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ

achieve hair design 美容室 豊川市八幡町鐘鋳場17 85-7776
accha（アチャ） 営業時間：18:00～24:00 定休日：月曜日 豊川市中部町2-39 85-5535
at．Dusk お酒とコーヒーを楽しめる夜カフェです 豊川市幸町31 080-6900-8894

あなたの町のふとん屋さん すずぜん 羽毛リフォーム・ふとん丸洗い・オーダー枕 豊川市国府町流霞84 88-5151
油伝化粧品店 化粧品・衣料・たばこ販売 豊川市牛久保町常盤126 86-2038
天の川 居酒屋 豊川市一宮町泉38 080-1555-6328

あみやき亭 豊川店 国産牛焼肉の焼肉店です。土日ランチ営業中！ 豊川市豊が丘町198-1 83-4129
あらき屋 寿司・定食物・酒類の販売 豊川市新豊町1-150-2 84-9223
あらびか 喫茶（コーヒー・ハンバーグ・ケーキ他） 豊川市新桜町通1-38-1 84-8711
アリスガーデンデザイン 自然派ガーデンデザイン・植物講座 豊川市八幡町上六光寺5-12 87-5177
あるる カジュアルフレンチ 豊川市一宮町上新切514-1 93-1721
あんかけスパ処 ぺぱーと スパゲッティー専門店 豊川市正岡町流田437-1 85-6323
安藤米穀店 お米の販売・配達 赤ちゃん米・ギフト米あり 豊川市牛久保町若子16 86-2836

い EASE 豊川駅前 やきとり屋 豊川市西本町48 NHM48-103 65-8908
EASE 豊川門前 つくねとレモネードのお持ち帰り専門店 豊川市門前町1 86-9289
イオン豊川店専門店　ex-select 婦人服 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　F´KOLME 雑貨・アパレル 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　お亀堂 四季折々の和菓子を取り揃えています 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　クレア 靴 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　コムサイズム 衣料品を販売しております 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　サンマルクカフェ カフェ・ベーカリー 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　十七亭 うどん・そば・丼 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　JINS 眼鏡屋 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　スタジオアリス フォトスタジオ 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　ハニーズ レディース服販売 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　Pani Pani バラエティー雑貨 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　パルファン 心も体も美しく彩る、化粧品を揃えています 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　ほていや 呉服販売 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　松井クリーニング クリーニング業（着物・敷物・皮革他取扱） 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　マックハウス ファミリー・ジーンズ カジュアル 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　MIX-O 婦人衣料・子ども衣料のファミリーファッション 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　未来屋書店 雑誌・書籍の販売 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　LEAP´S 紳士・婦人衣料を販売しています 豊川市開運通2-31 89-6131
イオン豊川店専門店　和ダイニング 四六時中 和食レストラン 豊川市開運通2-31 89-6131
イケダヤ 豊川本野店 総合衣料品販売 豊川市本野町東浦25-1 85-0921
いざかや 膳 素麺・たこやき・居酒屋 豊川市豊川栄町3 95-7277
居酒屋 ひまわり 飲食業 豊川市中央通5-9 070-1442-6028

居酒屋 ゆり香 飲食・カラオケ（応援券で10％OFF） 豊川市豊川元町40 65-9003
井指製茶(株) 日本製茶製造販売 豊川市市田町大道下22-2 86-2273
いしかわや 保育園・小学校用品、衣料品、化粧品 豊川市御津町御馬東83 75-2510
イシグロ 豊川店 釣り具販売 豊川市千歳通4-18-5 89-4838
石国産業(株) グレース豊川給油所 ガソリンスタンド 豊川市市田町中社6-1 86-5265
石国産業(株) 御津給油所 ガソリンスタンド 豊川市御津町西方入浜43-1 76-2118
伊勢屋 豊川店 衣料品小売業 豊川市寿通2-28-1 89-1528
イセヤ調剤薬局 本野店 調剤薬局（調剤・薬・医療・雑貨販売） 豊川市本野町北貝津31-1 86-3800
イセヤ調剤薬局 八幡店 調剤薬局（調剤・薬・医療・雑貨販売） 豊川市八幡町上宿77 87-0155
イセヤ薬局 薬局（処方調剤・薬・雑貨販売） 豊川市豊川栄町83 86-2101
イタリアンダイニング 花の庵 昼はイタリアンレストラン 夜は洋風居酒屋 豊川市谷川町洞138 55-7202
イタリアン ポケットタイム 飲食店（イタリアンカジュアルレストラン） 豊川市八幡町下天王6 83-0881
一休食堂 麺類・丼物・定食・アルコール 豊川市牛久保町城跡96-10 86-8438
一心堂印房 はんこ屋 豊川市中央通4-49 86-4262
(有)井筒モータース 新車・中古車販売・車検・点検・修理・任意保険代理店 豊川市新桜町通3-8-1 86-7653
一風堂 豊川店 福岡発祥のラーメン店 豊川市正岡町流田494-1 80-2388
一本屋 焼肉店 豊川市諏訪4-147 89-2914
(有)伊藤モータース 車検・点検・自動車修理販売・保険ショップ 豊川市東曙町10 86-9141
田舎料理 吉野 お食事・テイクアウトなどいろいろあります 豊川市門前町14-1 83-1750
伊奈屋 祭衣装販売仕立・洋服リフォーム・手作りマスク 豊川市牛久保町常盤59 86-4790
いなり自動車整備(株) 自動車修理・車検・販売 豊川市駅前通3-15 86-7215
いなり寿司でシューのたねや菓子店 豊川に特化したオリジナル菓子の製造・販売 豊川市豊川元町45 86-2519
稲荷ホルモン酒場 炎や 豊川店 くさくない豚ホルモン焼肉とモツ鍋の店 豊川市西本町46 95-2345
井上精肉店 食肉販売 豊川市四ツ谷町3-72-4 85-2881
井上はきもの店 和装履物・靴・バッグ等の小売販売店です 豊川市旭町67 86-8325
(資)今泉工務店 金物・工具 豊川市一宮町泉118 93-3029
(有)今泉モータース 自動車販売・整備業 豊川市大木新町通5-1 93-3121
今泉洋品店 衣料品・化粧品・クリーニング・たばこ 豊川市御津町赤根屋敷11 75-2447
衣料雑貨 ふじや 衣料品小売業 豊川市伊奈町新屋68-1 フードショップコロナ内 72-2767
岩瀬電気商会 電化製品販売・電気工事 豊川市久保町下屋敷41-1 87-2524

う via erre -ヴィア エッレ- 生パスタがメインのイタリアンのお店 豊川市桜木通4-23-1 ドリンクビル桜木1-A 56-7588
WAVE 小坂井店 まんが喫茶＆カラオケ 豊川市宿町小山1-145 78-4877
ウエルシア 豊川駅東口店 医薬品・化粧品・食品・日用品の販売 豊川市豊川町波通34-4 80-2588
ウエルシア 豊川大崎町店 医薬品・化粧品・食品・日用品の販売 豊川市大崎町小林168 83-8556
ウエルシア 豊川蔵子店 医薬品・化粧品・食品・日用品の販売 豊川市蔵子5-16-15 83-8583

3



店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ

ウエルシア 豊川平尾町店 医薬品・化粧品・食品・日用品の販売 豊川市平尾町番皿36-1 82-2600
(有)ウォーターサービスカトウ 衛生設備・工事・エアコン 豊川市為当町新道41 77-1991
ウォールアン 豊川店 婦人服販売 豊川市諏訪3-133 プリオ 1F 89-7676
魚喜久 宴会・法事・ご予約のみの営業となります 豊川市小坂井町門並33-1 72-2039
魚中 宴会・法事・仕出し。完全個室、事前予約お願いします 豊川市中央通4-36 85-8223
魚政 鮮魚小売 豊川市伊奈町縫殿26-162 72-2315
宇佐美商店 食料品・タバコ・雑貨 豊川市御油町美世賜49-1 88-2335
牛久保調剤薬局 調剤薬局 豊川市牛久保町高原146-2 83-8228
うつわとギャラリー 寓 ギャラリー・器・衣類 豊川市桜木通3-1 86-5768
うなぎ・日本料理 正楽 うなぎ料理 豊川市中央通4-38 86-3100
うなぎ屋 飲食業（うなぎ料理・漁焼定食・うなぎ田楽定食） 豊川市赤坂町紅里112 88-6693
うなぎ料理店 藤井屋 豊川稲荷近くのうなぎ料理店です 豊川市旭町15 86-3357
うな膳 多呂衛門 うなぎと天丼 豊川市牧野町1-25 83-8881

え ASA豊川東・中央　ASA小坂井・豊川南 朝日新聞及び関連会社の取り扱い紙誌 豊川市佐土町80 86-4519
Aコープ 小坂井店 スーパーマーケット 豊川市小坂井町門並18 78-3381
Aコープ 中部店 スーパーマーケット 豊川市八幡町鐘鋳場276 89-1201
エコショップイトコー 人に環境に優しい商品や手作り雑貨の販売 豊川市諏訪西町2-245 86-8887
ecolocle 甘くてまろやか！国産純粋はちみつ販売中！ 豊川市南千両2-67 0120-053-381

エステティックサロン SPALa エステティックサロン 豊川市佐奈川町24 2F・3F 83-8977
エステティック エマクラン 脱毛をメインとした完全予約全身ケアサロン 豊川市松風町46 1-A 95-5611
エスポアール 手作りパン屋です。食パン・サンドイッチ等を製造 豊川市光明町2-24-2 86-2672
エディオン ナガイデンキ 電化製品 豊川市千歳通2-3 84-7211
ederux 美容院（アットホームな雰囲気です） 豊川市四ツ谷町3-12-1 ネオグランデ四ツ谷105号 89-3339
えびす家 豊川店 飲食店（食事処・居酒屋） 豊川市正岡町流田494-1 89-6868
えびせんべいとちくわの共和国 煎餅・練り物・佃煮他 「いかの姿焼き」販売 豊川市長沢町欠田116 82-4321

お 大石モータース(株) 自動車販売・整備 豊川市西豊町1-158 86-8208
大井薬局 金屋本町店 調剤薬局 豊川市金屋本町1-21 82-3375
大井薬局 かなや店 調剤薬局 豊川市金屋町80 83-5161
大井薬局 こう上町店 調剤薬局 豊川市国府町清水1-7 88-7591
大井薬局 国府調剤薬局 調剤薬局 豊川市国府町流霞100 88-7941
大井薬局 野口店 調剤薬局 豊川市野口町豊角19-1 80-3831
大井薬局 東曙店 調剤薬局 豊川市東曙町263-5 65-8741
大井薬局 マチニワ店 調剤薬局 豊川市光明町1-19 82-3380
大井薬局 調剤薬局 豊川市中央通2-25 84-1825
大島屋酒店 酒類販売 豊川市門前町46 86-2069
太田屋製菓舗 サンドイッチ・おにぎり・和菓子販売 豊川市新栄町3-69 87-3264
大村薬局 調剤薬局・医薬品・化粧品 豊川市諏訪4-201 86-2956
大森接骨院 全身マッサージ・はり・灸 豊川市御津町西方中道72-1 56-9119
おかしの倉庫ぱりぽり 西塚店 お菓子・駄菓子の小売り 豊川市西塚町2-32 83-0993
おかしのチップス 豊川店 菓子・タバコ・飲料等 豊川市末広通2-19-2 86-5217
小川米穀店 お米の精米及び販売 豊川市豊川仲町91 86-3307
お好みダイニング ichi 鉄板居酒屋 豊川市金屋橋町100 89-5001
お好み焼・鉄板焼 いなほや お好み焼・鉄板焼 いなほや 豊川市西香ノ木町2-30-1 83-2627
お好み焼本舗 豊川店 お好み焼・鉄板焼食べ放題！単品もあります 豊川市牛久保町城下字79-1 80-7888
お好み焼 味味 飲食店 鉄板焼（お好み焼・富士宮焼そば・みそホルモン） 豊川市金沢町追分7-4 93-2478
お米の小松屋商店 美味しいお米をモリモリ食べて笑顔と健康を 豊川市牛久保町常盤142 86-3322
お酒の店 まきの 酒類・小売販売業 豊川市八幡町下六光寺17-6 88-2826
小沢米穀店 米穀類販売・配達 豊川市伊奈町新屋46-2 72-2739
おしゃれチェーンマルヤマ サンヨネ店 化粧品・エステサロン・ウイッグの美容専門店 豊川市金塚町2-1 86-1215
おしゃれチェーンマルヤマ 豊川駅前本店 化粧品・エステサロン・ウイッグの美容専門店 豊川市豊川栄町77 86-3229

お食事処 角三 カツ丼や天丼を主とした大衆食堂です 豊川市御津町西方松本5-5 75-2051
お食事処 千石 飲食店（すし・一品料理） 豊川市牧野町茶貝津18-2 85-6720
お食事処 二条 食堂 豊川市本野ケ原3-14 85-8211
お食事処 平松 うどん・そば・天ぷら・とんかつ 豊川市東上町柿木15-1 93-5884
Osteria Bar a Mano（オステリア バール ア マーノ） イタリア料理店 豊川市門前町45 56-8127
お茶の牧田園 日本茶各種・器 豊川市桜木通3-1 86-5768
おでんのゆう三 こだわりのおでんと旬の逸品料理のお店 豊川市西本町12-1 95-4899
小野自動車(株) 自動車整備・販売 豊川市御津町西方入浜31-1 76-3456
小原盛大堂薬局 処方せん調剤・医薬品・医療雑貨 豊川市小坂井町門並3 72-2765
おふく 和・洋菓子製造・販売 豊川市御油町美世賜86 87-3848
おみやげの店 もりした 土産物小売 豊川市旭町4 86-4336
オリエント楽器 豊川店 楽器店 豊川市中条町今宮36-6 84-3140
Oriental Cuisine TSUbaki 昼はオムライス 夜は創作料理の居酒屋です 豊川市牛久保駅通4-36-1 83-5973
御料理・仕出し いな穂 仕出し料理専門店です。割子弁当・パック詰料理 豊川市六角町北林17-1 85-0894
オレンジ薬局 薬局 豊川市小坂井町道地78-1 78-5290
オンセブンデイズ 豊川本店 雑貨類の販売 豊川市正岡町流田521 89-0022
おんま調剤薬局 処方せん調剤薬局・マスクなどの小売り 豊川市御津町御馬浜田92 65-7050

か 加圧&ボディワークス LUNA PLUS 加圧トレーニング 整体 リラクゼーション 豊川市新宿町1-13 新宿ガーデン1階A号 95-0967
カーマアットホーム 国府店 ホームセンター 豊川市国府町桜田7 87-0222
海幸丸 寿司・弁当テイクアウト 豊川市桜木通4-12-1 83-1434
会所 串揚げ・串焼き・からあげの居酒屋 豊川市中野川町1-12 89-6633
廻鮮江戸前すし魚魚丸 豊川店 市場直送のグルメ回転すし 豊川市牛久保町城下45-1 86-7450
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海鮮處 貴 居酒屋 豊川市大木新町通3-147 93-7363
海鮮料理 中村 ランチ・定食・丼物 テイクアウト 海鮮・和食料理店です 豊川市駅前通4-15-1 83-0619
Kaito hair resort．．． 美容室（プライベートサロン） 豊川市中野川町2-43-1 グランデューク中野川 1F 95-8880
快眠館 オーダー枕・マットレス・羽毛リフォーム 豊川市大木町鑓水342-1 93-2921
カジュアルシティー リラ 喫茶・食事 豊川市曙町1-1 85-6113
ガスト 豊川中央通店 フードサービス事業全般 豊川市中央通3-20 82-0587
片山商店 酒類・タバコ・飲料水 豊川市伊奈町縫殿26-141 72-6105
CUT IN VOICE カット・カラー・パーマなど承ります 豊川市蔵子2-11-4 83-0218
カットサロン・イシイ 9時～18時営業（予約優先） 火曜、第2・3月曜休み 豊川市本野町東浦1 86-6404
カットハウス ヒロシ カット・シャンプー・染・アイロンパーマ・顔ソリ 豊川市本野ケ原4-45-2 85-6906
かっぱ寿司 豊川店 お寿司を通じサービスをご提供しております 豊川市千歳通2-10-1 80-2891
割烹 豊泉 季節料理と日替り定食と鍋料理 豊川市御津町西方長田39 76-3518
かつや 豊川御油店 カツ丼・トンカツ専門店 豊川市御油町西井領2-1 95-8652
かとう呉服店 衣料品販売（学生服・体操服） 豊川市赤坂町紅里115 87-2077
(有)加藤新聞店 新聞販売・雑誌書籍等販売 豊川市一宮町幸17 93-3600
ガトー ラヴィ こだわりのケーキ・焼菓子のお店 豊川市八幡町上宿70-2 87-7765
(株)カトペン 屋根・外壁塗装／除菌・抗菌サービス 豊川市新青馬町6-29 88-2020
門谷時計店 時計・メガネの販売、修理 豊川市伊奈町縫殿26-124 72-2068
カドヤ 飲食店 うなぎ丼・ひつまぶし・きしめん 豊川市門前町6 86-3365
角屋 すわ駅前店 お弁当・飲食店 豊川市諏訪3-1 89-6052
角屋 本店 お弁当販売・精肉小売 豊川市諏訪4-121 86-2802
金物・工具SHOP ナカガワ 金物・工具の販売 豊川市本野ケ原4-117 85-3656
カナモリ事務器 文具・事務用品・OA機器 豊川市御津町西方宮長22-2 76-2992
かねか酒店 酒小売業 豊川市蔵子7-15-11 84-7393
Café＆Kitchen PARTAGE カフェ・レストラン 豊川市駅前通3-11 56-8272
カフェギャラリー 栄知村 喫茶店とギャラリー 豊川市国府町的場10 88-4202
cafe gradual（カフェ グラデュアル） ゆっくり過ごせるカフェ ランチ予約受付中 豊川市蔵子2-2-1 090-2688-6940

かふぇ こりん オーダーメイドジュエリーとかふぇのお店 豊川市新宿町2-71-2 89-8588
CAFE 砂時計 喫茶店 豊川市大崎町下金居場107 95-1315
カフェ Tomato 喫茶店 豊川市東上町炭焼平181 93-6006
カフェ ド プリオ 飲食業 豊川市諏訪3-133 プリオ 2F 89-3000
カフェ・ド・リラ 喫茶及び菓子パン販売 豊川市萩町上近久88 88-8815
カフェ ヒマワリ 豊川稲荷大駐車場前の喫茶店です 豊川市幸町148 090-2947-5694

Café ひなた 喫茶（黒米ランチ・シフォンケーキ等） 豊川市大木町石道78-1 93-7387
カフェ・フリーク 喫茶・コーヒーとデザート・サンドイッチ 豊川市東上町土橋98-4 93-6265
カフェ フィガロ 喫茶店 豊川市中央通5-92-1 86-4452
カフェフィユージョン 豊川店 Cafe＆ドッグラン　ランチメニューあります！ 豊川市正岡町西深田333-1 65-8250
カフェベーカリー pan na pan 店内飲食とパン・サンドウィッチ等販売 豊川市市田町字向野15-1 95-8787
CAFE MOOD パンケーキが人気のカフェ 豊川市桜ヶ丘町70-1 74-2185
cafe_rendez_vous_ 昔ながらの料理とタイのアルンコーヒー 豊川市豊川町辺通4-4 080-4096-4358

カフェレストラン アルム 喫茶店 豊川市伊奈町茶屋57 72-3427
かまだ接骨院 接骨業 豊川市開運通2-19 89-4274
髪切床 こばやし 一般理容サロン 豊川市四ツ谷町1-1-4 86-8324
髪工房 市原 理容業 豊川市樽井町西坪10-5 86-8514
カミヤ プロパンガス・水道・灯油（配達可）・日用品 豊川市赤坂町紅里104 87-2626
亀忠菓舗 和菓子製造販売 豊川市萩町倉戸13-2 87-7859
鴨屋 豊川店 香りの天ぷら 打ち立てそばの和食店 豊川市天神町13 86-1160
からあげ専門店 文一 豊川八幡店 からあげ持ち帰り専門店 豊川市八幡町大池17-79 80-1780
カラオケイザック GAGA カラオケ居酒屋 豊川市諏訪4-145-1 090-1569-1552

カルナドラッグストア 小坂井店 ドラッグストア 豊川市小坂井町中野54-12 72-7151
カルビ一丁 豊川店 飲食業 焼肉 豊川市牧野町1-28 83-8880
garn-HATTA（ガルンハッタ） 刺繍加工・刺繍商品の販売 豊川市宿町水入31-1 (株)人形の天神屋内 72-2806
カレーハウスCoCo壱番屋 豊川御油町店 飲食業 豊川市御油町東井領6-1 88-7630
カレーハウスCoCo壱番屋 豊川インター店 飲食業 豊川市牧野町1-14 89-5347
かわべ衣料 小坂井西小・坂中・小坂井高校制服販売指定店 豊川市伊奈町新屋39-4 72-2738
韓国料理居酒屋 辛韓 一宮店 飲食業 韓国料理居酒屋 豊川市一宮町豊82 95-0873
韓国料理居酒屋 辛韓 豊川店 飲食業 韓国料理居酒屋 豊川市松久町1-50-1 89-5505
韓国料理 チング 飲食店 豊川市大堀町67 85-8025
カンナヤ 合鍵作成・電動工具・刃物販売 豊川市駅前通4-10 86-3936
甘味処 いっぷく亭 和風の店舗でスイーツを提供 豊川市西本町32 84-0275

き 菊上生花店 生花小売業 豊川市新宿町1-31-2 86-3814
キクチメガネ 豊川代田橋店 メガネ・補聴器販売 豊川市南大通6-1 84-3259
菊屋書店 本・雑誌・文具 豊川市牛久保町大手54-1 86-2650
葵生庵 飲食店（喫茶・お食事処） 豊川市御津町広石祓田28-4 75-5765
木曽路 豊川店 しゃぶしゃぶ・日本料理 豊川市南大通4-50 80-7705
吉文字屋 衣料品販売 豊川市国府町流霞116 87-3265
吉文字屋(有) 紳士・婦人服・学生用品・作業服・肌着 豊川市御津町西方小貝津22 75-2307
吉文字屋 八南店 衣料品販売 豊川市野口町前野43-2 89-2228
喫茶 馬酔木 喫茶・軽食 豊川市大木新町通4 93-5520
喫茶 あわじ 飲食店 豊川市豊川栄町6 86-5257
喫茶軽食 ポポポ コーヒー・ランチ・軽食 豊川市一宮町錦127 93-2458
喫茶 シロ おいしいコーヒー飲みに来ませんか！！ 豊川市牛久保町城下87-1 86-2313
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喫茶 シャモニー カフェ・フルーツ100％けずり・稲荷寿司 豊川市門前町1 85-6922
喫茶 宿 喫茶店 豊川市宿町寺前12-2 72-6188
喫茶 古時計 飲食業 喫茶モーニング・ランチサービス 豊川市八幡町亀ヶ坪127-1 85-7898
喫茶＆レンタルスペース 三輪舎 野菜たっぷり日替りランチの喫茶店です 豊川市西香ノ木町1-39-3 89-1224
Kitchen Hiro 洋食店 豊川市馬場町御堂前71 83-6070
キッチン ながた 洋食屋 豊川市伊奈町南山新田1-9 78-3361
木下屋 仕出し御料理・個室での会食・御弁当配達 豊川市御津町西方宮長22-5 75-3016
GIFT MART すずぜん 豊川御油店 内祝・快気祝・法要・記念品・カタログギフト 豊川市御油町行力1-25 82-2118
GIFT MART すずぜん 豊川野口店 内祝・快気祝・法要・記念品・カタログギフト 豊川市野口町道下15 82-1530
キャナリイ・ロウ 豊川店 明るく元気になれるイタリアンレストラン 豊川市中条町広口11-1 83-4012
餃子のおたふく お持ち帰り餃子の販売 豊川市光陽町40 83-0464
餃子の王将 豊川南大通店 飲食店 豊川市南大通5-8 84-5688
(株)京楽軒 炭火焼うなぎ専門店 豊川市西本町16 86-2902
ギョーザ 膳 居酒屋 豊川市豊川栄町17 83-5710
清美屋 地元町中華食堂・お食事処 豊川市伊奈町新町畑111-6 72-4007
喜楽 宝珠まんじゅう・稲荷巻せんべいの製造元 豊川市門前町61 86-9044
(株)喜楽 御食事・仕出し 豊川市門前町13 86-2530
キリエ 一宮店 美容業 豊川市一宮町栄143 95-5680
キリエ 稲荷口店 美容業 豊川市駅前通4-31-1 95-0789
吟酒館たからや うまい日本酒・焼酎・ワインを販売してます 豊川市新桜町通2-9-1 89-8800

く くすりのサカタ薬局 相談できるおくすりやさんです！！ 豊川市伊奈町新屋48-6 72-5176
くすり 宝明堂 医薬品・化粧品・日用品の販売 豊川市御油町橋際2-23 87-2247
くだもの・かごもり 鈴木屋 果物の販売 豊川市西本町1 86-2338
クックマート 一宮店 スーパーマーケット 豊川市一宮町泉33 93-6811
クックマート 国府店 スーパーマーケット 豊川市森1-145 80-1781
クックマート 諏訪店 スーパーマーケット 豊川市萩山町2-7 89-7155
クックマート 本野町店 スーパーマーケット 豊川市本野町東浦25-5 89-8660
靴のトモエヤ 靴小売 豊川市諏訪3-133 プリオ 2F 86-1213
暮らしの衣料 三三七（サンサンナナ） 衣料雑貨販売 豊川市馬場町弁天前40-1 89-7577
granny.f シャンプー・カット・カラー・パーマ・まつエク 豊川市本野町東浦18-1 89-0115
クリーニングショップ アザレア店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市御油町堺畑8 87-8858
グリーンセンター 一宮 農産物直売所 豊川市東上町松本123-2 93-6111
グリーンセンター 音羽 農産物直売所 豊川市赤坂町大日6 88-6600
グリーンセンター 豊川 農産物直売所 豊川市馬場町上石畑65 85-8318
グリーンフーズ まつざき 野菜・果物・惣菜・駄菓子・一般食品 豊川市曙町2-72 86-3573
クリニカルラボ アイリー 機械をメインとした美容エステサロン 豊川市川花町2-45 090-9897-3302

GROOVE STOCK 深夜2時まで営業する隠れ家bar 豊川市豊川元町54 ユトリロ元町 1F 090-2943-1623

Grape Park Coffee Shop 喫茶店 豊川市土筒町河原2-2 86-6455
(有)白詰草（クローバー） 印伝財布・バック他・みやげ物一般 豊川市門前町2 84-7229
(有)黒田米店 お値打ち米・銘柄米各種取り扱ってます 豊川市中央通5-11-2 86-2905

け ケイウノ クロスモール豊川店 ジュエリーの製造と販売・修理 豊川市正岡町池田694-1 クロスモール豊川内1階 82-0600
ケイフードサービス（割菊屋） 宅配弁当・テイクアウト弁当 豊川市御油町井ノ口15 87-8117
(株)玄氣 自然食品、健康食品、減・無農薬野菜、自然派化粧品 豊川市八幡町鐘鋳場247 86-5679
ゲンキー 桜木店 医薬品・化粧品・食品を扱うドラッグストアー 豊川市桜木通6-6-1 95-7320
ゲンキー東赤土店 医薬品・化粧品・食品を扱うドラッグストアー 豊川市八幡町東赤土39-1 95-1670
源ちゃんらーめん らーめん・餃子・からあげ 豊川市市田町中社5 83-6538

こ 小出美容室 ヘア・メーク・着付 豊川市開運通1-28-1 86-3079
コインランドリー さくら 洗濯業 豊川市四ツ谷町2-40-1
剛鍼灸治療院 鍼灸治療及び耳ツボダイエット 豊川市萩山町1-5 84-5963
合同薬局 八幡駅前店 処方せん調剤 豊川市八幡町鐘鋳場126 89-4945
五縁家 だんご・たい焼・たこ焼・お好焼・五平もち・焼そば 豊川市伊奈町慶応23-194 ドミー小坂井店内 72-7550
コーヒー&レストラン キャンドル コーヒーからお食事まで 年中無休 豊川市桜木通3-15 85-6285
COFFEE VAN（コーヒー バン） 喫茶店 豊川市為当町上川原田21-1 88-5577
珈琲屋 かれんと 豊川店 飲食代又は珈琲チケット等でご利用下さい 豊川市一宮町旭250 93-5578
珈琲屋らんぷ 豊川店 カフェ・喫茶 豊川市中部町2-43 85-7780
コープ諏訪 安心安全コープ商品を中心に販売しています 豊川市萩山町1-28 84-6821
こがねちゃん弁当 弁当製造販売 豊川市諏訪西町2-254 86-6818
ココカラファイン 新桜町店 ドラッグストア 豊川市新桜町通1-31-1 89-2251
ココカラファイン 為当店 ドラッグストア 豊川市為当町上川原田24 88-8801
ココカラファイン 千歳店 ドラッグストア 豊川市千歳通3-25-1 89-4588
ココカラファイン 豊川八幡店 ドラッグストア 豊川市八幡町宮前49-1 88-8210
ココカラファイン薬局 新桜町店 調剤薬局 豊川市新桜町通1-31-1 80-2670
こざかいとらや 和洋菓子製造販売・土産店 豊川市伊奈町縫殿26-207 72-2390
小島食堂 かつ丼が人気の店 持ち帰りやっています 豊川市伊奈町縫殿26-174 65-7215
コスモスベリーズ アサヒ店 家電製品の販売・修理を行っています 豊川市古宿町中通86 86-2657
コスモスベリーズ 森店 ホームページ ベリーズ森 で検索 豊川市森2-47-1 87-0055
小林クリーニング クリーニング業 一般衣類・着物・布団・皮クリーニング 豊川市三蔵子町一里塚43 85-6425
呉服の日美 呉服小間物・洋装品バックなど扱っています 豊川市西本町10 86-3729
こぶみかん カフェレストラン 豊川市西香ノ木町2-78 56-8890
こまもの屋 ふじや てぬぐい・ハンカチ等のこもの販売 豊川市門前町13-2 86-7832
コミック・バスター 豊川店 まんが喫茶・ネットカフェ 豊川市蔵子6-11-2 89-8022
五味八珍 御油店 中華ファミリーレストラン 豊川市御油町東井領6-7 88-7800
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古民家カフェ もくせいの花 古民家カフェでモーニングメニューを提供 豊川市宿町光道寺51 72-7650
コメダ珈琲 豊川末広通店 喫茶店・カフェ コメダ珈琲店 豊川末広通3-44-3 80-7123
米のだや 小坂井店 お米・雑穀・お米スイーツの販売 豊川市伊奈町前山1-15 78-2750
米のだや 八幡店 お米・雑穀・お米スイーツの販売 豊川市八幡町西赤土61-10 87-4111
小物屋 結美装 和装小物（足袋・バッグ）・和柄小物等 豊川市豊川栄町82 89-6370
Common 理美容業 豊川市御津町御馬加美136-1 75-3111
collabo 占い鑑定・全身揉みほぐし 豊川市末広通1-8 B 090-6332-4458

コンタクト・メガネのヨシムラ コンタクトレンズ・メガネのヨシムラ 豊川市千歳通4-8 85-0505
近藤理容 理容 豊川市御津町豊沢入ノ口16－1 75-4814

さ サーティーワンアイスクリーム 豊川南大通店 アイスクリーム販売 豊川市南大通5-5 89-2932
ザ・アミーゴス 豊川店 牛肉のカット販売が得意なスーパーです 豊川市蔵子6-12-11 090-8542-6114

サーラプラザ豊川 ガス機器販売・リフォーム 豊川市豊川町知通63-1 86-4151
サカエ薬局 保険調剤および医薬品販売 豊川市豊川栄町33 85-5333
サガミ 豊川牛久保店 和食レストラン 豊川市牛久保町城下28-1 56-8666
サクランボ調剤薬局 スワ駅店 薬局 豊川市諏訪3-6 56-9548
酒工房 和泉屋 酒類・食品小売業 豊川市牛久保町岸組8 86-2231
酒のたけお 酒類・飲料水・菓子類・ギフト品など 豊川市御津町上佐脇西区178-4 75-3715
酒のやまや 豊川店 酒類・食料品の販売業 豊川市若鳩町30-1 80-7505
酒のリカ・プラ 豊川店 酒類販売 豊川市萩山町3-24 84-5252
酒やビック 豊川店 お酒の専門店 豊川市千歳通3-4-1 83-2571
「sasicco」 タネイ ショールーム 三河木綿刺し子織バッグ・小物の販売 豊川市御津町西方中屋敷35 76-4181
刺身・海鮮炭焼・寿司 北海道 海鮮系居酒屋 豊川市正岡町流田508 80-7077
the small change 理美容業 豊川市野口町ツイジ97-4 1F 56-7390
The Very Sandwich ザベリーサンドイッチ サンドイッチのカフェです 豊川市松久町1-50-1 55-1022
茶房 林苑 喫茶をメインにランチタイムを展開！ 豊川市桜町1-1-19 85-3778
サラダ館 御津店 ギフトの事ならお任せください 豊川市御津町西方小貝津18-6 75-2472
サロン・ド プレジール・ドゥ 9時～19時営業 火曜、第2・3月曜休み 豊川市金屋町36-2 82-3327
サロンドゥ まゆ パーマ・毛染・カット・着付・美容一般 豊川市中央通3-14-1 84-6602
サンキューカット 豊川店 ヘアカット専門店 豊川市千歳通2-4-1 89-8086
産直ひろば 御津 スーパーマーケット 豊川市御津町西方松本67 76-2135
(有)さんぽ道 はちみつ製品の販売及び喫茶経営 豊川市豊津町釜ノ口64-1 93-7422
(株)三洋堂書店 豊川店 書籍・雑誌・文具・DVD・CD販売 豊川市馬場町宮脇166 83-0334
サンレジャン 豊川店 カーテン・敷物・インテリア雑貨 豊川市本野町東浦19-1 56-8831

し GITA イタリアンレストラン 豊川市山道町1-83 84-3788
C-HANDS 美容業 豊川市伊奈町縫殿53-93 78-5448
ジェームス 豊川店 カー用品店 豊川市馬場町縄手上44 80-8282
シエスタ 豊川店 ボディ・フット リラクゼーション 豊川市諏訪3-300 プリオ2 1F 84-1426
自家焙煎 アダージョ 珈琲・紅茶・その他の提供 珈琲豆の販売 豊川市野口町新屋敷77-2 83-1055
自家焙煎珈琲豆小売 リンク珈琲 良い珈琲豆探しのお手伝いをします 豊川市八幡町鐘鋳場110 84-8223
一年狐 絵付けと狐グッズのお店です 豊川市門前町25 080-6917-3580

四季彩 シュシュ 生花店（フラワーショップ） 豊川市為当町椎木17 75-6518
ジップドラッグ 小坂井店 ドラッグストア 豊川市伊奈町慶応23-194 73-3082
じてんしゃや Fit 自転車販売・修理 豊川市御油町美世賜194-1 65-8485
自転車屋まるいち 御油宿店 自転車販売・修理 豊川市御油町上河原53-1 74-7001
柴田動物病院 動物の診療 豊川市赤坂町大日246 88-7688
シャインヘアーデザイン プライベートサロン 感染防止対策実施中！ 豊川市八幡町大池17-93 87-6162
写真の原田 写真業（写真撮影・デジタルプリント） 豊川市一宮町社41 93-4887
シャトレーゼ 豊川店 400種類以上のお菓子を販売しています 豊川市三蔵子町大道86-1 83-5454
ジャン ファン 中華料理店です。とくに餃子がオススメ 豊川市西香ノ木町2-32 89-2024
じゅうじゅう亭 焼肉店 豊川市一宮町豊89 93-2119
シューズショップ イシハラ カーマ店 靴小売 豊川市八幡町足洗61-1 86-2127
シューズショップ イシハラ 本店 靴小売 豊川市新栄町3-44 87-3578
SUGAR DUMPLING アンティーク＆ヴィンテージ家具雑貨販売 豊川市寿通1-50-1 95-2979
宿場寿し 美味しいお寿司を口元に 豊川市宿町寺前2 72-5620
酒楽食場 いろは 飲食業 豊川市豊川町仁保通72-3 86-2526
旬彩京肴 寛 飲食店 日本料理 懐石料理 豊川市市田町東新屋6-1 95-0095
旬菜坊 味せん 懐石料理・お弁当・ご定食等、日本料理店です 豊川市諏訪1-71-2 85-3161
じゅんぢ屋 飲食店 豊川市南大通3-16 79-4783
松栄堂 和菓子製造小売（饅頭・赤飯・餅等） 豊川市南大通3-53 86-3062
松寿園 和洋菓子製造・販売 豊川市南大通3-37 86-4487
昌徳苑 飲食店（焼肉） 豊川市諏訪3-191-1 86-7076
食彩工房 蔵 居酒屋 豊川市大崎町下金居場107 85-7111
食堂CAFE まんざいらく ランチやテイクアウト・夕食配達 豊川市上野2-14-1-2 95-5695
食堂 寶舎 食堂 豊川市一宮町泉24 93-5879
食肉の鳥初 手作りのやきぶたやお惣菜に国産のお肉 豊川市伊奈町南山新田282-2 78-2367
食パン工房 くりいむ 高級食パン専門店 豊川市一宮町上新切528-1 アメニティプラザ101 93-0888
シロキヤ ゴルフのマンシングとファイテン商品の販売 豊川市諏訪3-133 プリオ 2F 85-0005
白木屋 豊川西口駅前店 居酒屋（TAKEOUT実施中） 豊川市豊川元町1 石黒ビル1階 86-2588
仁雅 焼肉店 豊川市伊奈町縫殿26-71 72-3611
進雄堂 文具・学生衣料小売店 豊川市豊川仲町200 86-2566

す スイーツ＆ロールケーキ キャロール 洋菓子製造販売 豊川市新桜町通1-40-1 56-2615
スィートショップ やなぎ 手作りパン・サンドイッチを販売しています 豊川市伊奈町南山新田301 72-2037
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粋酔 酒類・小料理 豊川市桜木通1-41 090-9900-6751

末広モータース(株) 新車・中古車販売 車検・保険・エアコン修理 豊川市末広通3-4 86-2432
菅沼理容館 理容業 豊川市牛久保町常盤33-2 86-7300
スギ薬局 牛久保店 ドラッグストア 豊川市松久町1-105 65-7120
スギ薬局 開運通店 ドラッグストア 豊川市開運通2-68-1 80-7481
スギ薬局 クロスモール豊川店 ドラッグストア 豊川市正岡町胡麻田722 クロスモール豊川内 65-9030
スギ薬局 小坂井店 ドラッグストア 豊川市伊奈町新屋77-1 73-1855
スギ薬局 御油店 ドラッグストア 豊川市御油町行力13-1 88-7233
スギ薬局 御油駅前店 ドラッグストア 豊川市御油町八面横54 80-1370
スギ薬局 桜木店 ドラッグストア 豊川市桜木通5-18-1 80-0530
スギ薬局 豊川一宮店 ドラッグストア 豊川市一宮町栄201 95-1351
スギ薬局 豊川野口店 ドラッグストア 豊川市野口町道下6-1 65-9531
スギ薬局 プリオ豊川店 ドラッグストア 豊川市諏訪3-300 プリオ2 1F 80-5012
スギ薬局 本野ケ原店 ドラッグストア 豊川市本野ケ原2-1 83-5331
スギ薬局 御津店 ドラッグストア 豊川市御津町西方日暮41-1 56-7651
スギ薬局 八幡駅前店 ドラッグストア 豊川市八幡町鐘鋳場148 80-7391
スギヤマ調剤薬局 豊川千歳店 調剤薬局 豊川市千歳通4-9 85-6090
スギヤマ調剤薬局 豊川店 調剤薬局 豊川市八幡町鐘鋳場120-2 83-8051
スキル サーフィン用品製造販売 豊川市堺町2-66 85-3710
鮨 たか 寿司屋 豊川市新栄町1-10-5 95-7770
寿し豊 寿し店 出前もやってます 豊川市伊奈町古当70-98 72-3254
鮨処 しみず すし 料理（焼物・揚物・蒸し物・その他） 豊川市中部町2-41-1 84-2529
鈴木金物店 日用雑貨販売（ごみ袋・マスク・消毒液等） 豊川市一宮町錦92 93-7280
(有)鈴木紙店 文具・事務機器・紙製品・印章品 豊川市豊川栄町56 85-2827
鈴木写真館 写真撮影業 豊川市久保町棒田13 87-3271
鈴木写真館 エーピー事業部 写真撮影業 豊川市南大通3-23-1 85-3130
鈴文衣料品店 呉服・婦人服・寝具・学生衣料の販売 豊川市諏訪2-366 86-2838
スタジオ T レディースファッション 豊川市諏訪3-44 86-3160
すたみな太郎 豊川店 バイキング形式の食べ放題 豊川市牛久保町高原9-1 80-3560
ステーキと洋食 時代屋 国産牛ステーキと洋食（ハンバーグなど） 豊川市新桜町通1-12 84-9014
ステーキハウス UMEMURA 鉄板焼（ステーキ） 豊川市野口町新屋敷77-4 83-5353
ステーキ宮 豊川店 ハンバーグ＆ステーキ店 豊川市谷川町中道105 85-6038
ステッカー デジタ オリジナルデザイン・印刷 豊川市中央通4-61 85-6182
STEP ステップ 犬・猫ペットフード、用品販売 豊川市八幡町鐘鋳場251-2 89-1605
ステップワールド 英語スクール 豊川中央通教室 幼児～大人対象の英語教室 豊川市中央通5-76 中尾マンション102 83-3635
スナック ぴゅあ スナック 豊川市西本町48 NHM48 202号 85-8927
スバカマナ 豊川店 飲食業（インド&ベトナム料理） 豊川市牛久保駅通5-28-1 65-7553
スパゲッ亭チャオ 豊川開運通店 あんかけスパゲティ専門店 豊川市開運通2-27-4 80-7726
Specialty coffee 蒼 -soh- テイクアウトドリンク（コーヒー）及びコーヒー豆 豊川市本野ケ原1-35 74-3194
炭火・鶏 中々 居酒屋・焼き鳥 豊川市西本町51 共栄ビル 1F 080-3074-5104

炭焼きワイン食堂 Brace（ブラーチェ） 本格イタリアンとワインを家族で楽しめる！！ 豊川市八幡町下天王98 89-2780
(有)するが屋 文具・事務用品 豊川市光明町2-7 86-2509
スワ薬局 大崎店 薬局 豊川市大崎町下金居場90 82-3077
スワ薬局 三蔵子店 薬局 豊川市三蔵子町大道82-3 85-5434
スワ薬局 ぞうし店 薬局 豊川市蔵子6-11-25 89-5756

せ 精文館書店 一宮店 書籍・文具の販売 豊川市一宮町旭181 93-1570
精文館書店 豊川店 書籍・文具の販売 豊川市市田町大道下8 85-8325
盛龍 寿司・小料理 豊川市市田町河尻90 85-8417
勢川 豊川店 うどん・そば店 豊川市末広通2-54-2 86-8575
セ・ビアン 洋菓子製造販売 豊川市新桜町通2-2-1 84-1144
セブン-イレブン 豊川一宮町旭店 コンビニエンスストア 豊川市一宮町旭187 93-1700
セブン-イレブン 豊川インター店 コンビニエンスストア 豊川市豊が丘町76 85-9770
セブン-イレブン 豊川牛久保町店 コンビニエンスストア 豊川市牛久保町城下13 85-5028
セブン-イレブン 豊川大木町店 コンビニエンスストア 豊川市大木町字石道86-1 93-7118
セブン-イレブン 豊川大崎町店 コンビニエンスストア 豊川市大崎町下金居場137-1 89-3300
セブン-イレブン 豊川大橋町店 コンビニエンスストア 豊川市大橋町2-65 83-0877
セブン-イレブン 豊川国府町店 コンビニエンスストア 豊川市国府町流霞152-14 88-7711
セブンイレブン 豊川桜町店 コンビニエンスストア 豊川市桜町1-3-9 83-3007
セブン-イレブン 豊川三蔵子町店 コンビニエンスストア 豊川市三蔵子町一里塚30-4 89-6447
セブン-イレブン 豊川篠束町店 コンビニエンスストア 豊川市篠束町東宮7-3 78-4101
セブン-イレブン 豊川下野川町店 コンビニエンスストア 豊川市下野川町2-6-1 83-3711
セブン-イレブン 豊川末広通4丁目店 コンビニエンスストア 豊川市曙町1-10-1 89-6777
セブン-イレブン 豊川諏訪2丁目店 コンビニエンスストア 豊川市諏訪2-257-1 86-1567
セブン-イレブン 豊川蔵子6丁目店 コンビニエンスストア 豊川市蔵子6-13-13 89-5122
セブン-イレブン 豊川竹下店 コンビニエンスストア 豊川市八幡町亀が坪79 88-4649
セブン-イレブン 豊川千両町店 コンビニエンスストア 豊川市千両町下西ノ谷64-1 84-0766
セブン-イレブン 豊川千歳通3丁目店 コンビニエンスストア 豊川市千歳通3-7-1 85-0885
セブン-イレブン 豊川当古町店 コンビニエンスストア 豊川市当古町本郷106 86-8052
セブン-イレブン 豊川西塚町店 コンビニエンスストア 豊川市西塚町1-54-1 89-0137
セブン-イレブン 豊川東豊町店 コンビニエンスストア 豊川市東豊町5-25 89-5031
セブン-イレブン 豊川松久町店 コンビニエンスストア 豊川市松久町1-3 83-0070
セブン-イレブン 三河一宮店 コンビニエンスストア 豊川市一宮町宮前134-8 93-0086

8
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セブン-イレブン 豊川南大通3丁目店 コンビニエンスストア 豊川市南大通3-1-1 84-7077
セブン-イレブン 豊川八幡駅前店 コンビニエンスストア 豊川市八幡町鐘鋳場280 83-5707
セブンイレブン 豊川八幡町上宿店 コンビニエンスストア 豊川市八幡町上宿30-1 87-7676
セルフィーユ 洋菓子製造販売 豊川市千歳通1-15-2 82-0066
Zen（ゼン） 美容室・ネイルサロン・マツエクサロン 豊川市平尾町門田68-2 88-5888
(有)千石寿し すし料理店 豊川市中条町鴻ノ巣30-1 86-1059
センドハピネス 手作りジェラート&スウィーツ・モーニング 豊川市諏訪3-148 リブラ2 89-3222

そ 曽我の軒 鰻料理店 豊川市門前町46 86-2688
そば処 寿庵 うどん・そば店 豊川市谷川町天王170 85-8880
そば処 山科 谷川店 うどん・そば店 豊川市東豊町5-30 85-7730
そば処 山科 本店 うどん・そば店 豊川市上野2-28 84-6333
そば好 うどん・そば 豊川市西香ノ木町2-60-1 86-9774
染と呉服 やまぐちや 呉服全般・諸加工承り 豊川市御津町下佐脇御所30-1 75-3056

た 大黒屋 日用雑貨 豊川市赤坂町紅里120 87-2258
大黒屋塗料(株) 自動車補修・建築の塗料・副資材の販売 豊川市諏訪4-191 86-8141
泰伸自動車 自動車の修理・販売 豊川市市田町東中野67-1 84-2988
大正浪漫館 グラタン・ドリア＆ワッフル・シフォンの店 豊川市当古町西本郷58 85-5560
台所屋 ジャパニーズレストラン・宴会・仕出し 豊川市桜町3-2-13 85-1614
大万書林 書店・文具・教科書 豊川市寿通1-8-8 86-3853
たいやき桜鯛カフェ 豊川店 たいやき屋 豊川市南大通3-2-1 80-8039
太陽堂薬局 薬局 豊川市市田町中社58-1 85-6418
大漁 日本料理・平日ランチ・宴会・仕出し 豊川市八幡町足洗11 89-1557
タカギユニフォーム 各種ユニフォーム販売 豊川市諏訪3-44 86-3160
高杉電気 家電販売 豊川市南大通5-3 86-2412
タカダ自動車(株) 車の車検・修理・販売・ドラレコもおまかせ！ 豊川市伊奈町市場321 78-2116
高田コメヤ（米穀店） 米穀販売 豊川市明野町3-9 86-3591
(株)タカハシ 豊川一号線SS 石油販売業 豊川市御油町万福寺2-4 87-3850
宅配弁当 孝月 企業様・個人宅様への昼・夕食のお弁当を宅配致します 豊川市桜木通4-23-1 ドリンクビル1-B 090-4191-9766

(株)竹内家具店 木製品製造販売 豊川市御津町西方小貝津10-3 76-3636
竹細工 豊川産業(資) 竹細工製品 豊川市八幡町横道64-2 86-2640
畳の藤原 畳（新畳・表替・裏返し）・襖・障子・アミ戸 豊川市大崎町宮之坪6-5 85-0486
立花屋 プリオ店 季節のタルトや和菓子をご用意しております 豊川市諏訪3-133 プリオ 1F 89-3013
立花屋 本店 季節の和菓子・豊川銘菓をご用意しております 豊川市諏訪3-4 84-5948
たつみストアー 御津店 スーパーマーケット 豊川市御津町泙野宮永7 76-4173
田中たばこ店 たばこ販売 豊川市門前町59 86-3353
棚橋洋品店 婦人衣料販売 豊川市御津町西方松本38-12 75-2782
(有)だるま 寿司ランチ・うな丼ランチがオススメです 豊川市国府町上坊入7 87-2034

ち チーターズ 国府駅店 パリパリクレープとタピオカ・唐揚げのお店 豊川市久保町葉善寺31 75-6248
CherryShell NAILSCARRY ネイルサロン・脱毛サロン・痩身サロン 豊川市千歳通4-8 ハクヨメディックスビル 2F 85-8018
千両会（チギリカイ） 千両さつま芋（生産・販売・加工） 豊川市中央通5-15-2 090-9176-5940

CHINA TONE（チャイナ トーン） 中華レストラン ランチ・ラーメンランチ 豊川市八幡町鐘鋳場287 84-9616
チャイニーズ スチームフード 一滴 蒸し料理をメインとした中華料理店 豊川市御油町下川原87-1 79-6406
中華リキ 飲食店（中華料理） 豊川市豊川元町2-3 86-7833
中華楼 中華料理・お持ち帰り弁当 豊川市千歳通2-8-1 84-3178
中国料理 金龍 中国料理 豊川市佐奈川町3-2 84-6838
中国料理 九龍居 豊川御油店 テイクアウトお安くなっております！ 豊川市御油町一本木10-1 88-4615
中国料理 駒 飲食店（中華料理） 豊川市開運通2-35-3 84-3879
中国料理 清龍 中国料理店 豊川市一宮町社38 93-3501
中国料理 豊龍園 豊川店 テイクアウトキャンペーン中！激安です！ 豊川市白鳥町高田74 88-8830
中日新聞 (有)片山新聞店 新聞・書籍・チケットの販売 豊川市伊奈町佐脇原598-8 72-4490
(有)中部大万新聞店 新聞販売業 豊川市中部町2-33-1 84-3580
ちゅうぼう 飲食店 豊川市小坂井町中野9 プレステージ中野101 78-3282
Chocolate-house カーテン、インテリア雑貨販売・施工 豊川市八幡町大池25-2 87-0877

つ 辻村調剤薬局 薬局 豊川市久保町葉善寺16-1 87-3192
(有)辻村薬局 薬局 豊川市国府町流霞76-3 87-3460
TSUTAYA 豊川市田店 DVD・CD・コミックのレンタル業 豊川市市田町大道下8 83-2180
つるつるうどん定吉 地産小麦きぬあかりを使用したつるつるうどん 豊川市八幡町上宿52-1 87-8855

て T GARDEN by A.R.T. レストラン＆カフェ 豊川市豊川町知通63-1 86-0909
ティラミス専門店 Petirra（プティラ） ティラミス専門店 豊川市正岡町流田508 080-1580-7468

(有)手塚電気 家電販売修理工事 オール電化住宅リフォーム 豊川市南大通6-5 86-5635
TEPPAN 海月 お好み焼・もんじゃ・海鮮・ステーキ鉄板焼の店 豊川市御津町西方松本39 76-3900
てまり 本店 宴会・法事・食事にどうぞ 又、配達もいたします 豊川市伊奈町南山新田302-4 95-5558
手焼堂 手焼煎餅の販売 大袋・小袋・1枚売・お徳袋 豊川市門前町33-1 85-0180
(有)電化ハウスはやし 家電製品販売業 豊川市平尾町番皿71 87-8332
天ぷら 釜めし 若葉 揚げたての天ぷらと釜めしがおいしいです 豊川市八幡町鐘鋳場285 85-9725
天ぷらさかな へい吉 天ぷらメインの立ち飲み屋 豊川市豊川元町1 石黒ビル105 070-3351-0047

天ぷら 菟月 天ぷら専門店 豊川市国府町岡本112 88-3083
天星本店 寿司店 豊川市牛久保町常盤33-1 86-2230

と 東海カントリークラブ ゴルフ場 豊川市平尾町糠川11-31 87-2101
東海ベンヂンクリーニング商会 クリーニング業 豊川市萩山町1-31-3 86-5715
東海補聴器センター 豊川店 補聴器の販売 豊川市中央通4-61 89-1033
東京庵 豊川店 うどん・そばの老舗です 豊川市馬場町薬師90 84-3860
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東京靴流通センター 豊川インター店 販売 豊川市牧野町川西20-3 84-8218
東京靴流通センター 豊川八幡店 靴小売 豊川市八幡町字足洗16.17 89-8585
東宝タクシー タクシー業 豊川市新栄町1-1 88-3333
トータルデザインハウス まさーるボナミ シャンプー・カット・カラーパーマ 豊川市豊川栄町76 89-5277
(有)戸河里モータース 自動車・自転車販売、修理 豊川市一宮町豊10 93-2145
砥ぎ畳屋 包丁・はさみ等の刃物の研磨 豊川市御津町御馬西136-1 75-2353
常盤堂 和菓子製造販売 豊川市牛久保町常盤123 86-3877
時計 メガネ 宝飾 モリシタ 時計・メガネ・宝飾品販売 豊川市西本町20 86-2562
魚々屋 豊川市田店 美味しい旬の魚料理専門店です 豊川市市田町河尻100-2 89-4441
富岡屋酒店 酒類・食品小売販売 豊川市西本町22 86-2022
トミヤスデンキ 家電販売・修理・工事及びリフォーム 豊川市東光町3-13 84-5238
外山製菓(有) 餅・赤飯・おこわ製造販売 豊川市当古町東本郷60 86-6831
トヨカワホビー ラジコン・プラモデル・工作・塗料工具小売 豊川市中央通2-50 86-2779
豊川印刷(株) デザイン性のある名刺・はがき等承ります 豊川市豊川町伊呂通25-4 86-3349
豊川市観光案内所 豊川市観光情報のPRや観光土産の販売 豊川市旭町8 89-2411
豊川市観光協会 豊川市観光情報のPRや観光土産の販売 豊川市諏訪3-133 プリオ 5F 89-2206
豊川グランドホテル 喫茶コーナーでのモーニング＆ランチの提供 豊川市市田町東堤上1-66 89-6161
豊川甲羅本店 かに・日本料理 慶事・法事各種お食事会に 豊川市東名町1-129 89-8880
豊川市民病院内 理容室 理容 豊川市八幡町野路23 86-1111
豊川市民プラザ 会議・会食・展示会にご利用いただけます 豊川市諏訪3-302 80-5122
豊川タクシー(株) タクシー業 豊川市本野ケ原2-7 82-1188
トヨカワ薬局 薬局 豊川市豊川町伊呂通31-2 86-3035
トヨカワ薬局 イナリ店 薬局 豊川市豊川西町39 83-6521
(有)トヨダガス LPG 豊川市下長山町中屋敷90 86-9593
豊鉄観光サービス(株) 豊川旅行センター 旅行業 豊川市南大通4-42-1 86-7285
とよなり家 居酒屋です 豊川市国府町豊成78-1 080-3458-8619

ドラッグオオイ薬局 いなり店 医薬品・健食・化粧品・雑貨・食品・介護品 豊川市駅前通2-98 89-9026
ドラッグオオイ薬局 八南店 医薬品・健食・化粧品・雑貨・食品・介護品 豊川市野口町道下19-1 80-0231
ドラッグスギヤマ 豊川インター店 医薬品・化粧品・雑貨・食品などの販売 豊川市豊が丘町192 80-2411
ドラッグスギヤマ 三河一宮店 ドラッグストア 豊川市一宮町旭3-1 93-1411
(有)とらや製菓舗 八幡店 和洋菓子製造・販売 豊川市八幡町鐘鋳場240 83-4358
鳥居屋神具店 神具専門 仏具・線香・念珠もあります 豊川市門前町33 86-3076
ドリームワン花田（花田電気） 家電製品販売・修理・プチリフォーム色々 豊川市三蔵子町一里塚39 85-9773
鳥富 炭焼き、やきとり 豊川市諏訪4-258 85-8915
鳥と魚 居酒屋 豊川市西本町47-1 95-4444
(有)鳥山タイヤ商会 自動車用タイヤ・ホイールの販売、取付 豊川市当古町西本郷52 86-3018
(有)ドルチェ 介護用品・福祉用具・くつ・衣料品販売 豊川市諏訪2-30-1 83-1545
ドレミ 坂中・西小・保育園の衣料と靴 取扱い 豊川市伊奈町前山78 72-2747
とんかつの福善 とんかつ・エビフライなど・出前やってます 豊川市新桜町通1-5-2 84-3638
Donmai 京楽軒 鰻料理 豊川市新豊町1-153 89-0313

な (有)中嶋石油店 国府SS ガソリンスタンド 豊川市久保町棒田15-6 88-3468
菜かむら 居酒屋 豊川市萩山町1-100-3 56-7766
仲屋はきもの店 草履・下駄など履き良く調節 修理もいたします 豊川市西本町9 86-3070
中屋酒店 酒・タバコ・食品小売 豊川市豊津町石塚28 93-2070
中屋書店 書籍・文具・雑貨 豊川市西本町26 84-1993
奈邪 喫茶店 豊川市桜木通5-5 86-9480
なまはげ 居酒屋 豊川市諏訪3-302 84-9559
(有)南恵 掛軸・絵画・民芸品の小売業 豊川市門前町27 84-4120

に 肉にく亭 豊川店 甲羅グループの焼肉屋です！ 豊川市下長山町字高畑18-1 80-2929
(株)肉のシマダ 食肉卸・小売 豊川市新桜町通1-5-5 84-6212
(株)肉の鈴木 食肉販売 豊川市桜木通4-21-1 86-7054
肉バル ONE おいしいお肉とお酒を素敵な空間で 豊川市西本町48 101 75-6520
肉巻き串と明太子 まくぞう こだわりの肉巻き串と明太子料理のお店 豊川市豊川栄町62 86-0906
nido by Honey Bee Project 雑貨・カフェ・セレクト本 全てに券使用可 豊川市千歳通4-18 アイレクステラス内 56-7727
人形の天神屋 お節句人形販売 豊川市宿町水入31-1 72-2806

の noyes cafe 喫茶店 豊川市八幡町下天王94-4 84-9004
農業屋 豊川店 農業と園芸・家庭菜園の専門店 豊川市三蔵子町橋本101 89-5858
のざわ屋食堂 焼きとんかつと野菜せいろ蒸しがおすすめです 豊川市一宮町宮前114-3 93-2875
呑み食い処 朧－oboro－ 食事・居酒屋 豊川市桜木通6-13 95-8886
呑み食い処 花や花 居酒屋です (月)(火)(水)のみランチ営業してます 豊川市牛久保町城跡43-4 89-5171
呑処 善 飲食店 豊川市大木新町通2-10 93-0544
呑みや こころ勢 居酒屋 豊川市松久町1-50-1 95-4141
乗本畳店 畳製造・販売 豊川市東光町1-81 86-6833
Noisette（ノワゼット） 焼き菓子屋 豊川市豊川栄町12 74-5218

は Bar＆Cafe NEUTRAL 洋酒・カクテル・コーヒー等の販売 豊川市千歳通4-18 アイレクステラス内 84-8232
バー&ダイニング LAPH（ラフ） 気楽にご利用頂けるダイニングバーです 豊川市豊川町仁保通85-3 K´s HOUSE 102 89-6977
ハート宝飾 宝石・貴金属・パワーストーン・天珠販売 豊川市八幡町鐘鋳場267 89-8228
ハートランド 千両SS 自動車の燃料・洗車・カーメンテナンス全般 豊川市本野町東野添29 85-2408
ハートランド 豊川SS 自動車の燃料・洗車・カーメンテナンス全般 豊川市駅前通3-13 86-5191
博多屋台や 豊川店 飲食店（食事処・居酒屋） 豊川市牧野町2-16 83-8331
はくよ庵 壮観な庭園を望むガーデンレストラン 豊川市千歳通4-18-1 84-1811
パシフィックゴルフセンター ミニコースを併設したゴルフ練習場 豊川市野口町宇当1-1 88-5432
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ

パシフィックスタジアム 硬式・軟式・ソフトボール 3種類のボールが打てる 豊川市蔵子5-13-1 85-9850
パシフィックテニス倶楽部 テニス用品販売・ストリング張替（硬式・軟式） 豊川市小田渕町2-13-1 84-8812
パシフィックスポーツ倶楽部 豊川 スポーツクラブ・スイミングスクール 豊川市蔵子6-14-20 86-1167
橋本米穀店 おいしいお米を販売しています 豊川市小坂井町門並55 72-2505
橋本屋 寝具製造販売 豊川市豊津町神ノ木228 93-2131
長谷川餃子 テイクアウトは勿論、店内飲食も可能です！ 豊川市三蔵子町一里塚55 090-4257-7723

ハセ ステーション 飲食店 豊川市諏訪3-1 84-9111
ハセ麺 ヒンチ ラーメン店 豊川市中央通5-49-4 83-5305
八剣伝 豊川駅前店 本格炭火焼き鳥をご提供する居酒屋です 豊川市豊川栄町7 86-3270
八剣伝 三河一宮店 本格炭火焼き鳥をご提供する居酒屋です 豊川市一宮町泉38 93-7475
ハッピーバレー 豊川店 パスタ・ピザ等のレストラン店 豊川市牛久保駅通4-4-1 89-5088
Patisserie Mone（パティスリー モネ） 喫茶 洋菓子製造・販売 豊川市諏訪西町2-4 81-8264
パティスリー ラ ネージュ 洋菓子製造販売 豊川市中央通5-15-1 89-3915
パティスリー ラ・プティ・メゾン フランス菓子の製造販売 豊川市八幡町鐘鋳場180 65-8088
(有)花幸 花・植物を中心としたギフトを取扱ってます 豊川市大堀町312 85-1015
パナステージ アライ 電化製品・リフォーム 豊川市豊栄町31-1 86-7866
パナステージ スギモト 電化製品販売 豊川市一宮町上新切375-4 93-4667
花の店 アンローズ 生花全般 豊川市南大通5-34 86-4775
PaPiTi（パピティー）クリーニング 寿通店 クリーニング業 豊川市寿通2-13-1 56-8838
PaPiTi（パピティー）クリーニング 蔵子店 クリーニング業 豊川市蔵子2-9-1 85-8669
PaPiTi（パピティー）クリーニング 豊川店 クリーニング業 豊川市末広通2-2-1 89-2461
PUB Mystica 社交飲食店 豊川市駅前通3-51 85-6777
浜久 魚介を中心とした居酒屋 豊川市一宮町錦152 93-1939
浜徳 魚料理中心とした居酒屋 豊川市御油町西井領11-1 87-7718
浜木綿 豊川店 中国料理 豊川市千歳通4-19 80-7730
HARAMURA 住宅地でひっそりと営業しております 豊川市高見町2-8 79-8329
パリスパートナー プリオ店 アクセサリー・バック・小物雑貨の販売 豊川市諏訪3-133 プリオ 1F 89-8666
バレッドキッズ 金屋教室 幼児～高校生対象のパソコン教室 豊川市中央通5-76 中尾マンション101 83-3635
バレッドキッズ 御油教室 幼児～高校生対象のパソコン教室 豊川市御油町古御堂101-3 87-8732
はれはれ 美容室 豊川市一宮町泉38 81-9018
パンジー屋 豊川店 お花のアウトレット生産直売所 豊川市大崎町小林146 82-0770
パンジー屋 豊橋店 お花のアウトレット生産直売所 豊川市行明町藤田20 090-9896-6286

バンダナ 飲食（カレー・ナン・サラダバー等） 豊川市下長山町上アライ6-1 83-3124
Pandig 製パン小売業 豊川市御津町大草西浜3-1
パンプルムース 洋菓子製造小売業 豊川市国府町上坊入45-21 87-5557
伴マッサージ マッサージ・はり・灸 豊川市諏訪2-26 81-8255

ひ (有)光自動車工業所 自動車販売・整備・点検・鈑金・保険 豊川市御津町西方樋田37-1 76-2311
Pico Company 美容室 豊川市新桜町通2-2-1 89-1791
ひこよし 飲食店 うどん・丼物 豊川市本野町北貝津38 84-3557
久寿し Take out、配達でも利用可 豊川市御油町八面横38 87-5756
美食酒屋 さが野 居酒屋 豊川市伊奈町縫殿53-95 78-4848
ビストロ ハセ 飲食店 豊川市諏訪3-44 83-1955
ビストロ バンケ コース料理のフレンチレストラン 豊川市豊川町仁保通76-2 86-3921
PIZZERIA 76（ピッツェリア 76） テイクアウトをメインとした手作りピザ店 豊川市中央通5-7 79-8034
ヒノマル食堂 豊川店 居酒屋 豊川市諏訪3-202 81-8449
ビューティーサロン あかさか 美容院 豊川市赤坂台480-13 88-2620
ビューティーショップ まりこ 化粧品雑貨 豊川市伊奈町新屋68-1 78-2581
ビューティースタジオ ミント 美容室 豊川市南大通3-48 65-7318
ビューティハウス CAN 美容業 豊川市東豊町5-41 85-8787
美容室 aster 美容業務全般・カット・カラー・パーマなど 豊川市御津町御馬塩浜1-21 76-3838
美容室 ヴォーグ 髪をキレイにするサロンです 豊川市豊川町仁保通79 86-2512
美容室 エスカール 美容業 豊川市千歳通1-17 84-6622
美容室 OKADA 美容業全般・着付 豊川市御油町行力1-17 87-2885
美容室 看板娘 美容室 豊川市伊奈町南山新田350-233 78-4392
美容室1000％ 豊川店 美容業 豊川市開運通1-36 86-1000
美容室1000％ 豊川バロー店 美容院 豊川市新豊町2-48 85-9900
美容室 ヒロイン カット・パーマ・ヘアカラー・着付け 豊川市東新町36 89-1487
美容室 ふじもと 美容 豊川市伊奈町南山新田305-27 72-2382
美容室1000％ プリオ店 美容業 豊川市諏訪3-133 86-0400
美容室 BOZU カット・植物系カラー・ヘナ・頭皮ケア 豊川市一宮町豊150 0120-117-395

美容室 YOU ACCES 美容一般・カット・カラー・パーマ等 豊川市伊奈町佐脇原500-251 72-2129
平尾カントリークラブ ゴルフ場 豊川市平尾町木崩61-27 87-5221
ひろいし調剤薬局 薬局 豊川市御津町広石小城前66 77-1430
HIROCON DGC コンタクトレンズドライブスルー・眼鏡販売 豊川市正岡町胡麻田731-1 95-2288

ふ (有)ファーミイ 家電品販売・電気工事 豊川市赤坂町池河内164-2 87-5005
ファシル 美容室です。カット・カラー・パーマいたします 豊川市中条町広口15-1 89-8003
ファッション コラージュ 小中学校指定衣料品販売とお直し 豊川市御津町西方松本38-15 75-2613
ファッションハウス あけみ 婦人服と学生衣料 パジャマ・下着等の日用衣料 豊川市八幡町鐘鋳場152 85-1856
Fashion Plaza 三絵 学生衣料・衣料品全般 豊川市蔵子2-10-3 86-5816
ファミリーマート 豊川赤坂町店 コンビニエンスストア 豊川市赤坂町御園71-1 82-2039
ファミリーマート 豊川市田町店 コンビニエンスストア 豊川市市田町新屋前26-1 83-9074
ファミリーマート 豊川伊奈町店 コンビニエンスストア 豊川市伊奈町南山新田188-7 73-2510
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ファミリーマート 豊川インター南店 コンビニエンスストア 豊川市谷川町洞150 80-7171
ファミリーマート 豊川牛久保駅通店 コンビニエンスストア 豊川市牛久保駅通5-30-1 80-2028
ファミリーマート 豊川大崎店 コンビニエンスストア 豊川市大崎町下金居場195 80-2036
ファミリーマート 豊川大木町店 コンビニエンスストア 豊川市大木町小牧151-1 92-1002
ファミリーマート 音羽赤坂店 コンビニエンスストア 豊川市赤坂町松本269 82-2102
ファミリーマート 音羽蒲郡インター店 コンビニエンスストア 豊川市長沢町矢倉下98-1 80-1310
ファミリーマート 豊川上長山町店 コンビニエンスストア 豊川市上長山町手取8-127 92-1022
ファミリーマート 国府南店 コンビニエンスストア 豊川市小田渕町6-91 80-1720
ファミリーマート 豊川小坂井伊奈店 コンビニエンスストア 豊川市伊奈町慶応352-2 73-1223
ファミリーマート 豊川小坂井才ノ木店 コンビニエンスストア 豊川市小坂井町才ノ木86-1 73-3601
ファミリーマート 豊川寿通店 コンビニエンスストア 豊川市寿通1-42-1 80-7337
ファミリーマート 豊川御油店 コンビニエンスストア 豊川市御油町青戸11-1 87-0533
ファミリーマート 豊川桜木通店 コンビニエンスストア 豊川市桜木通2-1 80-7212
ファミリーマート 豊川宿町店 コンビニエンスストア 豊川市宿町小山51-1 73-3418
ファミリーマート 豊川城下店 コンビニエンスストア 豊川市牛久保町城下69-1 83-8218
ファミリーマート 豊川末広通店 コンビニエンスストア 豊川市末広通3-23-1 83-8230
ファミリーマート 豊川諏訪西店 コンビニエンスストア 豊川市市田町材木屋27 80-7330
ファミリーマート 豊川諏訪二丁目店 コンビニエンスストア 豊川市諏訪2-57 83-8677
ファミリーマート 豊川中条町店 コンビニエンスストア 豊川市中条町観音堂7-1 80-7173
ファミリーマート 豊川東上町店 コンビニエンスストア 豊川市東上町井谷沢135-1 92-1116
ファミリーマート 豊川野口町北店 コンビニエンスストア 豊川市野口町ツイジ105-1 80-7480
ファミリーマート 豊川馬場店 コンビニエンスストア 豊川市馬場町宮脇169 80-2650
ファミリーマート 豊川平尾郷中店 コンビニエンスストア 豊川市平尾町郷中110-3 80-1255
ファミリーマート 豊川平尾店 コンビニエンスストア 豊川市平尾町神田93 80-1205
ファミリーマート 豊川本野ケ原二丁目店 コンビニエンスストア 豊川市本野ケ原2-11 80-7113
ファミリーマート 三河一宮店 コンビニエンスストア 豊川市一宮町幸213 92-2517
ファミリーマート 豊川御津店 コンビニエンスストア 豊川市御津町西方樋田23-1 77-2123
ファミリーマート 豊川御津大草店 コンビニエンスストア 豊川市御津町大草上竹81-1 77-1006
ファミリーマート 御津下佐脇店 コンビニエンスストア 豊川市御津町下佐脇鎌田25-6 77-1013
ファミリーマート 豊川八幡町店 コンビニエンスストア 豊川市八幡町豊川西部土地区画整理115街区4 87-0031
ファミリーマート 豊川四ツ谷町店 コンビニエンスストア 豊川市四ツ谷町3-69-1 82-2039
ファミリ衣タウン イマイズミ 衣料品販売・学生衣料 豊川市一宮町泉76 93-2292
フィール 豊川西店 スーパーマーケット 豊川市野口町前野99-1 89-3900
V・drug 豊川伊奈店 ドラッグストア 豊川市伊奈町立松183-6 95-1555
V・drug 豊川一宮店 ドラッグストア 豊川市一宮町宮前118-5 56-7201
V・drug 豊川北店 ドラッグストア 豊川市新豊町2-43 83-8166
V・drug 豊川下長山店 ドラッグストア 豊川市下長山町堺41-1 95-1270
V・drug 豊川千歳店 ドラッグストア 豊川市千歳通3-20-1 95-0040
V・drug 豊川西店 ドラッグストア 豊川市八幡町下天王1 80-2855
V・drug 豊川東店 ドラッグストア 豊川市豊川駅東土地区画整理地54街区5 80-7703
V・drug 豊川南店 ドラッグストア 豊川市蔵子7-61-34 65-7186
V・drug 豊川八幡店 ドラッグストア 豊川市豊川西部区画整理地132街区5 56-7886
フードオアシス あつみ宿店 食品スーパーマーケット 豊川市宿町佐平山56 78-4541
FOOD SHOP CROSS ROAD 自社製豆腐・豆腐を使って作ったスイーツ販売 豊川市本野ケ原1-156-3 84-1072
フードショップコロナ 赤坂店 食品スーパー 豊川市赤坂台480-3 88-2828
(有)フードショップコロナ 小坂井店 食品スーパー 豊川市伊奈町新屋68-1 73-3130
ブーランジェリー ガルボ パン菓子の製造販売・飲食業 豊川市中条町広口7-4 56-9105
ブーランジュリー ヨシオカ パン小売 豊川市南大通4-41-1 84-7882
深谷石油(株) 小坂井SS フルサービス 豊川市宿町野川1-41 72-3735
深谷石油(株) 御津SS フルサービス 豊川市御津町下佐脇洗出82-35 75-3168
福福 ふくふく団子・たこ焼・お好み焼他 豊川市本野町東浦25-1 83-2783
FUKUYA 萌 婦人服の販売 豊川市中条町鴻ノ巣104-1 89-3828
富士写真館 写真撮影業 豊川市中央通5-15-2 86-5326
ブティック 絵留 L・LLサイズ中心の婦人服店です 豊川市佐土町28-1 84-1000
ブティック セーヌ 婦人服・アクセサリー・バッグなどの販売 豊川市豊川町波通12-1 86-3432
ブティック YOU 婦人服販売 豊川市諏訪3-133 プリオ 2F 89-3061
ぶどうの森 豊川店 スペイン石窯で焼かれたパンが自慢のお店です 豊川市正岡町流田494-1 89-1888
ふとんのオオギヤ 寝具販売・寝具リフォーム 豊川市牛久保町城跡24-5 86-2225
ブラッセ コーヒー・パフェ・デザート 豊川市蔵子6-6-6 85-9830
フラワーショップ 一期一会 生花販売・花雑貨 豊川市諏訪3-133 プリオ 1F 89-3057
フラワーショップ イトウ 生花・造花・鉢物・花束・アレンジ花 豊川市新桜町通3-28-9 86-4351
フラワーショップ 花夢 生花店 豊川市御津町上佐脇西区179-3 76-3327
フラワーブティック さいとう 生花店 豊川市門前町26 86-4839
ブルーモーメント イタリアンレストラン 豊川市御津町御幸浜1-1-21 75-5730
プレイズ ヘア カマル ヘアサロン 周りを気にしない個室空間で 豊川市御津町西方中道57-9 76-3512
(有)プロシード いちご・トマトの栽培、販売 豊川市豊栄町31 85-2346

へ ヘアーサロン かわなか 理容業（理容全般） 豊川市開運通1-51 86-6936
ヘアークリエイト ナカネ 理容 豊川市国府町流霞143-3 87-3570
ヘアーサロン クロヤ 理容全般 豊川市諏訪4-202 86-4872
ヘアーサロン アイドル 理容一般 豊川市八幡町鐘鋳場17 85-6333

ヘアーサロン 辻 理容業 豊川市御油町橋際2-4 88-2233
ヘアーサロン フジ 理容業 豊川市南大通3-25 85-7827
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Hair design DOOR 美容業（カット・カラー・パーマ等） 豊川市千歳通1-40 86-1188
ヘアーサロン トミ メンズ・レディースカットの店 豊川市伊奈町南山新田350-135 72-2685
HAIR PRODUCE oluolu 美容室・リアボーテ化粧品正規取扱店 豊川市新道町2-9-1 アクティブタウン102 83-8152
ヘアーサロン 民衆床 理容一般 豊川市南大通6-30 86-3902
Hair make tuju 美容業務全般 豊川市赤坂町十王ケ入3-1 95-7157
ヘアーメイク TM 美容業 カット・パーマ・ヘアーカラー 豊川市御津町西方中屋敷52-20 76-2584
ヘアクラフト パスタイム カット・パーマ・カラー・フェイシャル 豊川市八幡町野路52-3 89-3158
ヘアサロン カミヤ 理容一般 豊川市開運通2-27-3 86-8875
ベークショップカノウ 焼きたてパン・サンド・おにぎり 豊川市中央通5-19 86-3622

ほ 宝飾・メガネ・時計 シミズ 宝飾・メガネ・時計の小売販売 豊川市牛久保町常盤127 86-2906
豊鉄タクシー(株) 豊川営業所 旅客運送業（タクシー業） 豊川市千歳通1-40 89-7018
(有)鳳琳堂ビジネス 文具&OA機器とコピーサービスの店 豊川市末広通4-1-1 84-1809
ホームサロン KAREN エステサロン 豊川市東桜木町137-3 84-5825
ホームベーカリー ハセガワ 昔ながらの美味しい優しいパン達売ってます 豊川市御津町広石小前35-7 75-4475
ホームベーカー パ・パン 各種手作りパンの製造・販売 豊川市八幡町上宿78 88-7355
ポカラ 豊川インター店 美味しい焼き立てナン＆本格カレーのお店 豊川市上野1-25 85-8517
ポカラ 豊川八幡店 美味しい焼き立てナン＆本格カレーのお店 豊川市八幡町足洗1 89-7778
ほぐし処 ゆるりんか リラクゼーションサロン 豊川市市田町大道下17-1 ガーランド501号 090-6098-7265

ほぐし名人 豊川店 リラクゼーション 豊川市三蔵子町一里塚46 83-2033
ぽけっとはうす 生活着と生活雑貨 豊川市高見町1-64-3 83-5885
保護猫カフェ tormenta 猫と触れ合える落ち着いた雰囲気のカフェ 豊川市大木町中曽根320-2 81-8359
星野精肉店 精肉販売 豊川市豊川町伊呂通25-5 86-2868
bocco 夫婦で営む小さな髪切り屋さんです 豊川市御油町一ノ坪7 74-0930
ほっともっと 豊川蔵子店 弁当等の製造販売 豊川市蔵子6-12-3 83-8751
ホビーショップ ハピネス 鉄道模型ジオラマのある居酒屋です 豊川市駅前通3-25 86-2673
ホビーショップ DAYZ ラジコン小売・室内サーキット 豊川市東豊町5-37 65-9027
ホワイト急便 赤代通店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市金屋本町3-53-3 85-4435
ホワイト急便 アベニュー八幡店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市野口町道下13 89-5160
ホワイト急便 市田店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市市田町東新屋22 86-2943
ホワイト急便 一宮店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市一宮町豊124 93-3243
ホワイト急便 一宮南店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市一宮町宮前158 93-4741
ホワイト急便 牛久保店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市牛久保町常盤10 85-2616
ホワイト急便 御馬店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市御津町御馬字塩入150 76-2888
ホワイト急便 新桜町通店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市新桜町通1-43-1 56-9841
ホワイト急便 諏訪駅前店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市南大通6-21 86-3233
ホワイト急便 フードオアシスあつみ前 宿店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市宿町佐平山52-1 78-6500
ホワイト急便 御津西方店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市御津町西方字日暮41-4 76-4096
ホワイト急便 御津松本店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市御津町大字西方字松本99 76-2043
ホワイト急便 南大通店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市南大通5-3 86-2412
ホワイト急便 八幡駅前店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市八幡町鐘鋳場163 85-7727
ホワイト急便 ヤマト店 クリーニング＆洋服のお直し 豊川市本野町東浦11 83-2775
本宮の湯 「うまの背」 日帰り温泉施設に付随するお食事処 豊川市上長山町本宮下1-1685 92-1880
ぽんしゅ 酒場 小鳥 居酒屋 豊川市門前町38-3 95-1801
本多調剤薬局 処方箋調剤・医薬品・介護用品・日用品等の販売 豊川市下長山町中屋敷12-1 89-1908
ボンとらや 豊川千歳通店 和洋菓子販売 豊川市千歳通3-8-1 95-2066
ボンとらや 豊川本店 和洋菓子販売 豊川市諏訪西町2-264 83-2088

ま MACARONクリーニング 新栄町本店 クリーニング業 豊川市新栄町3-38 87-2262
MACARONクリーニング ドンキホーテユニー国府店クリーニング業 豊川市国府町桜田103 87-9368
MAKI プリオ豊川店 大人可愛いからモードまで 母娘2世代婦人服 豊川市諏訪3-133 プリオ 1F 89-5568
マサキクリーニング 御油店 クリーニング・リフォーム 豊川市御油町堺畑13 ヤマナカ御油店内 88-3368
マサキクリーニング サンヨネ豊川店 クリーニング・リフォーム 豊川市金塚町2-1 サンヨネ豊川店内 86-1216
マサキクリーニング プリオ店 クリーニング・リフォーム 豊川市諏訪3-133 プリオ 1F 84-5077
まさご寿司 寿司製造販売（店内販売・お持ち帰り・出前） 豊川市一宮町泉23 93-4529
マセギ米穀店 元気応援券・はぐみんカード同時使用出来ます 豊川市南大通6-17 86-2540
まちカフェ喜ら里（きらり） 喫茶店 豊川市赤坂町松本195-1 87-2300
松井クリーニング 八幡店 クリーニング取次業 豊川市八幡町宮前55 88-2981
松下印刷 一般印刷 豊川市伊奈町前山30 72-2564
(有)松下商店 電化製品とプロパンガス・石油の販売 豊川市桜木通4-7 86-3404
松田屋製菓 食料品 和菓子・みたらしだんご・赤飯・餅等色々 豊川市御津町西方中屋敷128-7 75-2461
マツモトキヨシ 豊川店 ドラッグストア 豊川市光明町1-19 80-2910
松本屋支店 昔ながらの和菓子と手作りだんご 豊川市西本町71 86-2551
松本屋本店 菓子製造販売 豊川市豊川町仁保通74-2 86-2206
マツヤデンキ 豊川店 家電＆リフォーム お悩みご相談承ります！ 豊川市諏訪3-300 プリオ2 3F 89-6390
マルイチ食料品店 果物・野菜・トーフ・おあげ・ちくわ等 豊川市門前町40 86-2605
マルイチ 八幡店 食品スーパー 豊川市八幡町大池39 80-1533
マルカ 各種お弁当・法事・慶事・各種食事会 豊川市一宮町社33 93-2251
丸源ラーメン 豊川店 飲食店（ラーメン店） 豊川市牛久保町城下81-1 80-7255
マルサ水産 豊川店 鮮魚をメインとしたお食事処です 豊川市大堀町340 83-8551
マルシン衣料品店 東部中・桜木・豊・豊川・東部小学校 制服・体操服取扱い 豊川市東桜木町123 86-4012
マルシン鮮魚（うなぎの丸信） うなぎ蒲焼・鮮魚・青果・惣菜・弁当の販売 豊川市中央通4-50 86-9304
マルス菓子店 洋菓子製造販売・進物販売 豊川市小坂井町門並42 72-3829
まるせ食品 手作りお惣菜のお店 元気にがんばってます 豊川市伊奈町南山新田87 72-5002
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丸共美顔教室 化粧品販売・エステ 豊川市小坂井町倉屋敷70-13 72-2802
丸文 中村ふとん店 寝具・羽毛布団仕立直し・ふとん仕立直し 豊川市小坂井町樫王63 72-2043
丸美 大小の宴会・昼のランチ リーズナブルです 豊川市国府町薮下12 87-4181
まる屋料理店 全室個室でのお食事となっております 豊川市御津町西方小貝津24 75-2207
まんが館 まんが喫茶 飲食・お弁当も力を入れております 豊川市御津町大草新田22-1 75-2281
まんとく福祉タクシー まんとく福祉タクシー 豊川市馬場町御堂前73-1 95-3236
まんなかや たばこ専門店（手巻きたばこ・葉巻・パイプ・キセル・喫煙具） 豊川市開運通2-1 86-3779
まんまる堂 移動販売にて絶品！秘伝のたこ焼等販売中！！ 豊川市伊奈町前山25-84 080-3072-6457

み ミートショップ よしや 精肉・お惣菜・お弁当 豊川市新道町1-33-3 84-4963
(有)みうら屋 酒類・飲料他販売業 豊川市一宮町緑34 93-2111
三浦屋商店 酒・タバコ・食料品・雑貨販売 豊川市江島町成天11-4 93-2496
三河一宮 かどや お弁当・惣菜・サンドイッチのテイクアウト店 豊川市一宮町泉109-3 93-0520
三河開化亭 豊川店 ラーメン屋 豊川市南大通3-2-1 80-4777
三河海苔問屋 (株)戸田理平商店 海苔の加工・販売 豊川市為当町椎木151 76-3078
(有)三河屋菓子店 サンドイッチ 豊川市豊川西町19 86-3721
三河屋製菓（国府） 大福餅を中心とした和菓子製造小売 豊川市国府町流霞114-4 88-3201
みず穂調剤薬局 調剤薬局（薬の相談なんでもOK！） 豊川市新豊町1-72 83-8010
ミタケ商店 豊川小・豊小・東部小・東部中体操服販売 豊川市豊川元町50 86-3046
ミチ美容室 美容一般・着付・ソニック美顔エステ 豊川市豊川仲町193 84-9811
みとゴルフ倶楽部（レストラン） ゴルフ場内レストランで食事のみ歓迎 豊川市御津町金野籠田37-27 75-3900
御津 三河屋製菓(有) 和洋菓子製造販売 豊川市御津町西方松本1-1 75-2028
みどりや アシュレ本野店 化粧品専門店 豊川市本野町東浦25-2 84-8208
ミニストップ 豊川稲荷店 コンビニエンスストア 豊川市豊川栄町1 83-6361
ミニストップ 本野ケ原店 コンビニエンスストア 豊川市本野ケ原3-19-1 85-4470
ミニストップ 本野町店 コンビニエンスストア 豊川市本野町北貝津36 83-5440
美濃路 豊川店 元祖炭火焼鳥と釜飯の美味しいお店です 豊川市幸町101 80-2002
宮地自転車商会 自転車修理・販売 豊川市旭町8 86-4551
Milkymoco ケーキ屋 豊川市山道町2-15 080-1560-2888

三輪屋ギフト館 贈答品販売 豊川市本野ケ原2-45 86-6586
む むさしや みやげ物 豊川市旭町8 86-7841

むすび茶屋 香り豊かな「そば」を自家製粉にて提供 豊川市幸町27 95-1190
(有)村松書店 雑誌・書籍・教材の販売 豊川市旭町62 86-3810

め メガネ赤札堂 豊川ジャンボ店 眼鏡・補聴器販売 豊川市東名町1-131 65-8827
メガネ・時計・宝石のクボタ メガネ・時計・宝石の販売及びデンチ交換・修理 豊川市南大通6-6-3 86-3688
メガネ21 一宮店 メガネ販売 豊川市一宮町錦94 93-7721
メガネ21 御津店 眼鏡販売・修理 レンズ交換も承ります 豊川市御津町西方狐塚88 75-2727
メガネのOPT イシイ メガネ・補聴器の販売 豊川市幸町28 86-3724
メガネの杉浦 メガネ・補聴器の小売 豊川市諏訪2-251 84-2812
メガネの三城 豊川店 メガネ・補聴器の販売 豊川市馬場町宮脇155 85-2883
メキシコ料理 AL PARAISO メキシコ料理 豊川市御津町西方揚浜1-14 76-4468
メゾン ド プチポワ 婦人服・子供服の販売 豊川市正岡町流田537-1 80-2512
メナードフェイシャルサロン 諏訪橋 フェイシャルエステ・化粧品販売 豊川市諏訪4-93 コーポ竹屋第2 103号室 89-1400
メナードフェイシャルサロン パラスアテナ フェイシャルエステ・化粧品販売 豊川市御津町上佐脇観音堂74 75-6485
メナードフェイシャルサロン マリンブルー フェイシャルエステ・化粧品販売 豊川市御津町泙野仲ノ坪30-2 76-3860
めんくい亭 とろみそラーメンおすすめです！！ 豊川市御津町泙野六反田33-3 76-4150
麺ずキッチン KOKUBO ラーメン店 豊川市豊川栄町7-1 080-9113-8222

めん太郎 創業31年 ラーメン・うどんのお店 豊川市諏訪3-133 プリオ B1F 85-2375
めん処 さぬき路 うどん・そば店 豊川市牛久保町八幡口14-3 84-6253
麺処 すずわ うどん・丼物の販売 豊川市大橋町2-63 89-8974

も moe カフェ 豊川市本野町中貝津65-1 86-4137
モード いとう 学校衣料販売 豊川市南大通6-21 86-3233
モスバーガー 豊川インター店 ハンバーガー専門店 豊川市豊が丘町8 85-3336
モスバーガー 豊川正岡店 ハンバーガー専門店 豊川市正岡町流田503-1 56-8855
もち吉 豊川店 あられ・おせんべい・おかき・和菓子のお店 豊川市南大通5-45-1 80-7847
MONET（モネ） 観葉植物・コーデックス・レア植物 豊川市長沢町向谷6-1 65-7844
もみの木 介護用品 豊川市南大通4-13-1 83-6855
(株)森田屋酒店 酒類・食品販売 豊川市西本町19 86-2337
mol cafe（モルカフェ） 珈琲農園直営店 畑の恵みを味わっていただけます 豊川市東豊町5-22 65-8653
門前そば 山彦 元祖いなほ稲荷寿司と自家製麺の店 豊川市門前町1 85-6729

や 焼肉割烹 月と蓮 為当町にある隠れ家的な焼肉店 豊川市為当町新屋川原1-3 75-6996
焼肉一番カルビ 豊川店 焼肉店（食べ放題・単品あり） 豊川市正岡町胡麻田724 クロスモール豊川内 89-9933
焼肉おかだ 焼肉店 豊川市東曙町239 84-9600
焼肉かなえ 諏訪店 焼肉店 豊川市諏訪西町2-257-1 86-0102
焼肉 大盛苑 焼肉店 豊川市金塚町1-17-2 85-7858
焼肉 月乃屋ゆるり 豊川焼肉 個室・半個室完備 豊川市谷川町天王133 84-1177
焼肉天下 焼肉店 豊川市佐土町19-1 84-4138
焼肉レストラン 高句麗 焼肉 豊川市伊奈町南山新田188-24 78-2626
焼豚ラーメン弥太郎 国府駅西口すぐのラーメン屋です 豊川市久保町葉善寺28-3 95-1546
優しさ薬局 伊奈駅前店 調剤薬局 豊川市伊奈町南山新田305-13 72-5566
安田米穀店 米穀卸・小売業 豊川市小坂井町門並1-3 72-2764
薮そば そば・うどん 豊川市大木町山の奥109 93-5101
ヤマウフーズ加工所 三河一色産鰻・三河湾産貝藻の加工・弁当製造販売 豊川市御津町西方揚浜30 65-8583
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ヤマグチファーム 養豚場自らが豚肉を産直しています 豊川市御津町上佐脇観音堂46-1 76-2089
やまさか寿し すし店 豊川市森5-88-2 88-3456
ヤマザキデンキ 家電販売 豊川市一宮町下新切23-18 93-5566
ヤマサちくわ 音羽インター店 ちくわ・はんぺん販売 他各種土産品販売 豊川市長沢町流田223-4 87-0990
ヤマサちくわ 豊川店 ちくわ・はんぺん販売 豊川市旭町4 86-2351
ヤマサちくわの里 ちくわ・はんぺん販売 他各種土産品販売 豊川市豊が丘8 85-3451
ヤマサちくわ 門前店 ちくわ・はんぺん販売 豊川市門前町1 86-2372
やまと食堂 豊川末広通り店 おいしい定食屋です 豊川市末広通2-34 95-8010
ヤマトストアー 本野町店 野菜・肉・魚・惣菜・他食品・雑貨販売 豊川市本野町東浦9 86-2555
やまと寿し 本店 持ち帰り寿し販売 豊川市本野町東浦9 86-2555
ヤマナカ洋品店 牛久保小・天王小・中部小・南部中学、体操服・靴・鞄他 豊川市下長山町北側70 86-2032
山野愛子どろんこ美容 Beauty Floral Esthete フェイシャルエステ・どろんこ化粧品販売 豊川市桜木通4-19-1 86-1106
やまもと整体院 整体 豊川市諏訪3-140 LEEWAYビルディング1F 95-8848
やまや 新桜町店 酒類小売業 豊川市西香ノ木町2-26-1 82-0660
(有)山六商店 LPガス・ガス機器・住設機器・灯油の販売 豊川市牛久保町常盤148 86-2722
(有)山脇畳店 畳の製造・販売 豊川市国府町豊成56 87-2261

ゆ 遊髪空間＋1 理容・美容 豊川市豊川西町56 85-1094
夕やけ横丁三丁目 豊川駅前店 焼肉店 豊川市豊川栄町25 84-5626
ゆず庵 豊川店 飲食業 豊川市下長山町高畑13-1 56-9740
ゆたか美容室 十仁トリートメント・カラー・カット・着付 豊川市平井町水戸田14-1 78-2525
ユタカムセン 家電小売業 豊川市平井町水戸田14 72-4426
ユタカ薬局 薬局 豊川市西豊町3-16-2 84-2174
(有)豊屋布団店 寝具販売・打ち直し・ふとん丸洗い 豊川市西本町25 86-2894

よ 洋菓子のさいもん 菓子製造・販売 豊川市開運通1-24-1 84-3204
洋品のフロヤ 婦人服・学生衣料販売 豊川市金屋本町3-11 86-4436
洋服のリフォーム takeuchi 洋服の直し＆仕立 豊川市御津町西方狐塚12-8 75-2315
洋服屋 はる。 婦人服小売店 豊川市山道町2-83 65-7852
ヨガ&ボディワークス STUDIO ALMA ヨガスタジオ（ヨガ・空中ヨガ・ピラティス等） 豊川市新豊町1-152 080-5128-0483

ヨシダ靴店 靴・履物 お値打ちに取り揃えております 豊川市末広通4-17-4 86-9112
(有)よしとみ自動車 自動車販売・修理 豊川市牧野町1-19 89-0513
米寿司 お寿司・持ち帰り・配達など 昼のランチにも使用可 豊川市下長山町堺5 86-0228
よりん（(株)世文） コミュニティカフェ 豊川市上長山町東新屋59-7 65-8577

ら らーめん・餃子 三味 テイクアウトOK 定休日：月曜日・火曜日 豊川市美和通1-21 89-8687
らーめん親希 洗練された鶏清湯の中華そば 濃厚凝縮鶏白湯 豊川市市田町河尻99 56-2213
ラーメン宝塔 豊川店 ラーメン店（ラーメン・餃子・からあげ） 豊川市末広通1-47-2 89-1165
らーめん屋 Hi-BRi ラーメン店 豊川市新道町2-49-1 84-5570
来恩 いなり寿司・うどん・食べ歩き・お土産 豊川市門前町10 84-8148
laulau（ラウラウ） 全身もみほぐし・オイルマッサージ 豊川市桜木通5-23-1 81-9256
LA CALMO 理・美容室 豊川市馬場町弁天前39-2 74-3972
LA CALMO in Reine 美容室 豊川市光明町1-22 95-6739
楽食家 ほろほろ 赤坂店 美味しいお料理とお酒でおもてなし致します 豊川市赤坂町御園186-2 88-3937
ラ・サリータ 居酒屋 豊川市萩山町1-14 みつじやビル2F 85-6766
ラ・トワール 布各種 豊川市桜木通3-1 86-5768
Lam Tin（ランティン） 本格中華料理店 豊川市御油町行力4-13 95-4659

り リヴァージュ（きどころ） 化粧品販売・ジェルネイル・まつ毛育成 豊川市一宮町泉66 93-4832
リカーショップ HARADA 酒類食品業務用販売 豊川市伊奈町新屋214-1 090-2131-7600

Rigolo　りごろ フランス人ソムリエの厳選ワインバー 豊川市西本町48 NHM48-102 070-1660-2015

リップス 美肌づくりの化粧品専門店 ALBION他 豊川市諏訪3-151 86-2234
Livic NITSHOU 寝装品（布団カバー等）・今治タオル 豊川市蔵子6-6-6 85-8180
理容 鈴木 理容業 豊川市為当町松口103-3 76-3451
料理旅館 呑龍 会席料理（飲食） 旅館業（宿泊） 豊川市御津町広石御津山11-5 75-3188
リラクゼーションルーム シエスタ 国府店 ボディケア・足つぼ 豊川市国府町桜田103 MEGAドン・キホーテUNY国府店内2階 88-5332

る Loop 雑貨屋 豊川市蔵子6-15-7 パークサイドハウス1F

LUCIDO STYLE LeR（ルシード スタイル レアール） 理美容業 豊川市南大通5-50-1 89-3557
ルプラ カルム（le-pla calme） 美容室 ルプラ カルム 豊川市正岡町流田502-1 95-5080
ルプラボウ レガロ 美容業 豊川市西香ノ木町2-25 65-8818
ルリアン 稲荷口店 美容業 豊川市駅前通4-31 95-1720
ルリアン ファシル ネイル・アイラッシュサロン 美容室併設 豊川市中条町広口15-1 89-8003

れ LeR（レアール） 理美容業 豊川市牛久保駅通4-12-3 85-3773
LeR ames（レアール アームス） 理美容業 豊川市馬場町上石畑14 84-7611
LeR Unevie（レアール アンビエ） 理美容業 豊川市一宮町泉36 65-9311
Lea Lea ハワイアンロミロミマッサージ 豊川市西本町51 2F 080-4842-6363

レディースファッション イシハラ レディース服・靴・Bag取扱店 豊川市金塚町1-15-1 84-6487
ろ 露菴 豊川店 飲食店（レストラン） 豊川市中条町中道31-1 85-3353

Rosemary Caffe タルトを中心にフランス菓子を作っています 豊川市御油町西欠間15-2 88-7338
ローソン 豊川市田町河尻店 コンビニエンスストア 豊川市市田町河尻83-1 89-8113
ローソン S豊川本野ケ原店 コンビニエンスストア 豊川市本野ケ原4-5 95-2525
ローソン 音羽蒲郡インター店 コンビニエンスストア 豊川市長沢町流田258 87-3821
ローソン 豊川国府店 コンビニエンスストア 豊川市国府町下坊入2-1 87-3944
ローソン 豊川御油町店 コンビニエンスストア 豊川市御油町橋際9-1 88-8558
ローソン 豊川篠田店 コンビニエンスストア 豊川市篠田町新切7-1 93-0600
ローソン 豊川下長山町店 コンビニエンスストア 豊川市下長山町天王下137-1 86-7774
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ローソン 豊川市役所東店 コンビニエンスストア 豊川市中央通5-10 80-7070
ローソン 豊川新桜町店 コンビニエンスストア 豊川市新桜町通1-8-1 86-8858
ローソン 豊川天神店 コンビニエンスストア 豊川市天神町3 56-9424
ローソン 豊川東名店 コンビニエンスストア 豊川市東名町2-101 89-3363
ローソン 日本トレクス店 コンビニエンスストア 豊川市伊奈町南山新田350-2 78-2280
ローソン 豊川古宿店 コンビニエンスストア 豊川市古宿町中通113-4 84-1188
ローソン 豊川美和通店 コンビニエンスストア 豊川市美和通1-24 84-3737
ローソン 豊川森店 コンビニエンスストア 豊川市森6-28-1 87-6660
路地裏串揚げダイニング 屯屋（たむろや） 串揚げ居酒屋です 豊川市一宮町宮前114-3 93-2875

わ (株)WORLD LINE 貸切バス・貸切ハイヤー（送迎・観光） 豊川市三蔵子町大道32 ベルバランセ三蔵子参番館202号 56-8689
若松園 豊川店 ゆたかおこしをはじめ各種和洋菓子取り揃え 豊川市中央通5-33 83-0474
和食 いろは 新鮮な魚貝類や創作料理、ご飯物も絶品！！ 豊川市西原町五倍子木35-1 93-3408
和食さと 豊川インター店 和食レストラン 豊川市牧野町1-1 89-5715
和食さと 豊川御油店 和食レストラン 豊川市御油町八面横15-1 87-0355
(有)和食処 松屋 豊川稲荷表参道にて80年以上の老舗和食処 豊川市門前町5 86-2825
和ダイニング まんらく 和食を中心としたランチ・ディナーを提供 豊川市伊奈町南山新田287-1 72-2716
和田時計店 時計・宝飾・メガネ 豊川市西本町12 86-3608
(株)ワタナベ企画 カラーステーション 各種印刷・オリジナルグッズ制作 豊川市開運通1-39 80-3111
渡辺人形 ひな人形・五月人形・破魔弓・羽子板・手造マスク 豊川市豊川町知通28 86-4405
和風居酒屋 べいすた 個室・座敷あり。アットホームな居酒屋です 豊川市御津町西方松本38-8
和風鶏豚骨らーめん 葵春堂 豊川で数少ない油そばが食べられるお店 豊川市駅前通4-32-1 ブロックタウンE 74-5109
Wamiles サロン豊川Nagomi お肌に寄り添うホーム＆サロンケアのご提案 豊川市末広通1-8 090-1560-6738

Wamiles 豊川サロン楽 楽しくつどえるサロン゛楽゛ お肌に合った美顔 豊川市千両町酒屋貝津38 090-4863-6794

和洋菓子 宮本 和洋菓子店 豊川市桜木通5-22-1 86-4651
和洋旬楽 くらう堂 居酒屋 ソーシャルディスタンスが十分取れる 豊川市蔵子5-11-9 84-0087
ワルツ 豊川プリオ店 コーヒー豆・パン・お菓子材料・食品他 豊川市諏訪3-133 プリオ 1F 89-0038

一般店合計　986店舗
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