
令和4年12月19日現在
【取扱店一覧は順次追加いたします】

大型店（地元店舗）
下記に掲載している地元店舗の大型店では
「全店共通券」「地元店舗応援券」が使えます。

店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
加古家具店 家具・インテリア用品の販売 中条町今宮5-3 85-2135

大型店(地元店舗)合計　1店舗

大型店
下記に掲載している大型店では
「全店共通券」のみ使えます。

店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
(株)あかのれん 豊川店 総合衣料小売業 新豊町2-45 80-7710

(株)アルペン スポーツデポ 豊川店 スポーツ用品やアパレルの販売をしております 光明町1-19 マチニワとよかわ2F 85-2777

イオンリテール(株) 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 食品スーパーマーケット 光明町1-19 83-9011

ケーズデンキ 豊川店 家電製品・通信関連機器の販売 正岡町流田500-1 83-9511

ココカラファイン 桜木店 医薬品・化粧品・雑貨・食品の販売 桜木通6-8-1 89-7572

ゴルフ5 豊川インター店 ゴルフ用品の取り扱いをしております 天神町16 85-9715

サンヨネ 豊川店 土曜・日曜・祝日は9:30開店 金塚町2-1 86-1212

ジョーシン 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 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 蔵子7-17-1 83-6011

DCM 豊川西店 園芸館・資材館を備えたホームセンターです。 八幡町足洗61-1 83-0411

DCM 豊川東店 ホームセンター DCMカーマから名称変更 金屋町77-1 83-6000

DCM 豊川正岡店 ホームセンター DCMカーマから名称変更 正岡町池田706-1 80-7701

ディスカウント ドラッグ コスモス 本野ケ原店 医薬品・化粧品・食品等の販売 本野ケ原1-10 80-2120

ディスカウント ドラッグ コスモス 豊川駅東店 医薬品・化粧品・食品等の販売 豊川町辺通30-3 80-7055

(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 営業時間：9:00～21:00 幸町103 89-4511

フィール 豊川店 スーパーマーケット 金屋町17 83-6100

フィットハウス 豊川店 国内外有名ブランド鞄・靴・時計などを販売 正岡町池田694-1 83-5133

Vドラッグ 豊川店 医薬品・化粧品・食品・日用品等の販売 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 衣料・生活雑貨・食品販売 正岡町池田694-1 95-0640

MEGAドン・キホーテ UNY国府店 総合ディスカウントストア 国府町桜田103 88-6111

ヤマダデンキ テックランド 豊川店 家電製品販売 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　30店舗

一般店（地元店舗）
下記に掲載している地元店舗の一般店では

「全店共通券」「一般店専用券」「地元店舗応援券」
が使えます。

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 末広通3-45-1 84-0700

アイレクスNEO 豊川 スイミングスクール・キッズスクール 光明町1-19 マチニワとよかわ内 83-0471

アイレクスフィット＋24 フィットネスクラブ 千歳通4-18 アイレクステラス内 83-0458

アイレクス・ライト＋24 豊川国府 フィットネスクラブ 国府町桜田111 88-5800

葵電気 電化製品及リフォーム何でもおまかせ下さい 伊奈町新屋48-11 78-2480

葵春堂 ラーメン・油そばが人気のお店。 駅前通4-32-1 74-5109

あかさかクリニック 診療所 赤坂町松本176-1 88-1666

赤塚釣堀 手ぶらで楽しめる鯉の釣堀です。 市田町高野117-1 85-5955

AKI RIO 理美容全般（カット・女性エステ・シェービング等） 開運通1-16 86-6408

アクティ ヘアクリニック 発毛・育毛・毛髪科学 佐奈川町24 3階 65-7611

アグネスオートサービス 車検、新車・中古車販売、保険、板金 穂ノ原3-2-13 80-7833

acona bakery（アコナベーカリー） 国産小麦・自家製酵母のこだわりパン屋です。 松久町1-97-5 74-1518

(有)浅井畳店 い草の畳の他、カラー畳等取扱っております 諏訪3-225 86-2938
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
ASA豊川東・中央 ASA小坂井・豊川南 朝日新聞及び取扱い諸誌・配達と販売 佐土町80 86-4519

旭寿司 寿司の販売・ランチ・出前・小宴会 諏訪3-5-2 86-3533

(有)朝比奈電機商会 家電販売と音楽CD販売 豊川栄町75 86-2241

アサヒ薬局 医薬品・処方せん・医療品・日用雑貨 八幡町黒仏12-17 87-2311

アサヒ理容 カット・顔剃りなど 門前町39 84-2779

味工房 おお木 多彩な魚と旨い酒。昼はランチやってます。 新道町2-9-1 83-0533

味処 なかよし 秘伝のたれで焼き上げた鰻と昔ながらの稲荷寿司 門前町41 86-2783

Adagio 喫茶店 野口町新屋敷77-2 83-1055

accha 気軽に呑めるお店 定休日 月曜 中部町2-39 B棟2号 85-5535

あなたの町のふとん屋さん すずぜん 寝具の販売・メンテナンス・レンタル 国府町流霞84 88-5151

油伝化粧品店 化粧品・洋品・雑貨販売 牛久保町常盤126 86-2038

天の川 田舎の暖かい家庭料理 一宮町泉38 93-6655

あらき屋 飲食店 新豊町1-150-2 84-9223

あらびか コーヒー・ハンバーグ他飲食 新桜町通1-38-1 84-8730

ALLY Hair 完全半個室型美容室 佐奈川町24 1階 83-8966

AL PARAISO メキシコ料理 詳しくは alparaiso.jp へ 御津町西方揚浜1-14 76-4468

あるる お箸で食べられるカジュアルフレンチ 一宮町上新切514-1 93-1721

あんかけスパ処 ぺぱーと スパゲッティーとピザの専門店 正岡町流田437-1 85-6323

安心整体光生 整体 中央通5-7 いこいの館B号 95-8888
い EASE 豊川駅前店 焼き鳥屋 西本町48 65-8908

イオン豊川店専門店 クレア 靴 開運通2-31 89-6131

居酒屋 潤潤 国産食材を中心としたアットホームな居酒屋 本野ケ原2-55 85-7447

居酒屋 ふみちゃん 飲食店 令和4年8月2日開業 豊川町止通31-4 コーポにえ10D 89-7716

居酒屋 ぼん 飲んで歌えるお店 三蔵子町一里塚50-2 85-8774

居酒屋 みっちゃん カラオケ付き居酒屋 伊奈町古当70-73 090-4110-8063

居酒屋 ゆり香 酒類・ジュース類販売・カラオケ 豊川元町40 65-9003

石国産業(株) グレース豊川 石油製品(ガソリン・軽油・灯油等)販売 市田町中社6-1 86-5265

石国産業(株) 御津給油所 石油製品(ガソリン・軽油・灯油等)販売 御津町西方入浜43-1 76-2118

Ejalca coffee スペシャルティコーヒーとマフィンのカフェ 一宮町亥子角128-1
イセヤ調剤薬局 本野店 処方箋調剤・医薬品・医療の雑貨販売 本野町北貝津31-1 86-3800

伊勢屋 豊川店 衣料品小売業 寿通2-28-1 89-1528

イセヤ薬局 処方箋調剤・医薬品・雑貨販売 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 谷川町洞201-2 55-7202

イタリアン ポケットタイム ナポリピザとパスタの店 テイクアウトOK 八幡町下天王6 83-0881

一休食堂 定食、麺類、一品料理、アルコールあります 牛久保町城跡96-10 86-8438

一心堂印房 はんこ・ゴム印 中央通4-49 86-4262

一本屋 焼肉屋 諏訪4-147 84-3009

一本屋 大崎店 焼肉屋 大崎町下金居場107 85-8929

(有)伊藤モータース 自動車販売・車検・点検・修理・オイル交換 東曙町10 86-9141

いなほや お好み焼き・鉄板焼 西香ノ木町2-30-1 83-2627

いなり自動車整備(株) 自動車修理販売 駅前通3-15 86-7215

いなり前 三河屋菓子店 サンドイッチ・栗むしようかん 豊川西町19 86-3721

(資)今泉工務店 建材・家庭金物・工具販売 一宮町泉118 93-3029

(有)今泉モータース 自動車販売・整備 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 御津町赤根屋敷11 75-2447
う 魚中 仕出し・宴会・法事・食事 中央通4-36 85-8223

菟月 天ぷら専門店 国府町岡本112 88-3083

うつわとギャラリー 寓 衣料・陶器 桜木通3-1 86-5768

うなぎ・日本料理 正楽 鰻料理・魚介料理 中央通4-38 86-3100

うなぎの京楽軒 うなぎ料理専門 西本町16 86-2902

うなぎ屋 うなぎ・焼魚定食 赤坂町紅里112 88-6693

うなぎ料理店 藤井屋 主にうなぎ料理を扱っています。 旭町15 86-3357
え エコショップ イトコー 環境と健康にやさしい商品を提案しています。 諏訪西町2-245 86-8887

エコロクル（加山興業(株)） 国産・無添加百花はちみつの販売。 南千両2-67 89-0375

エスポアール 手作りパン屋 (日)(月)定休日 光明町2-24-2 86-2672

エディオン 東海電設 家電のエディオンファミリーショップです。 御津町西方松本5-2 75-2146

endless,美isエステサロントヨカワ フェイシャルエステとよもぎ蒸しのサロンです 一宮町泉38-6号 93-6211
お 大石モータース 自動車販売・点検・修理・車検・オイル交換 西豊町1-158 86-8208

大井薬局 調剤薬局 中央通2-25 84-1825

大井薬局 かなや店 調剤薬局 金屋町80 83-5161

大井薬局 金屋本町店 調剤薬局 金屋本町1-21 82-3375

大井薬局 野口店 調剤薬局 野口町豊角19-1 80-3831

大井薬局 東曙店 調剤薬局 東曙町263-5 65-8741

大井薬局 マチニワ店 調剤薬局 光明町1-19 82-3380

オオギヤ（ふとん） 羽毛ふとんリフォーム・ふとんリフォーム他 牛久保町城跡24-5 86-2225

太田新聞店 新聞販売 小坂井町倉屋敷11-7 72-2453

太田屋製菓舗 サンドイッチ 新栄町3-69 87-3264

大村薬局 処方せん調剤・医薬品・化粧品販売 諏訪4-201 86-2956

おかしの倉庫ぱりぽり 西塚店 駄菓子・おかし全般 西塚町2-32 83-0993

おかしのチップス 豊川FC店 菓子・ジュース等の販売 末広通2-19-2 86-6533

小川米穀店 お米の精米と販売及びウォーターサーバー 豊川仲町91 86-3307

お好み焼き 味味 鉄板焼飲食（お好み焼・焼そば） 金沢町追分7-4 93-2160

お米の小松屋商店 おいしいお米を配達します！ 牛久保町常盤142 86-3322

小沢米穀店 店頭精米もやっております。お気軽にご来店待ってます。 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・エステティックの専門店です。 金塚町2-1 86-1215

おしゃれチェーンマルヤマ 本店 化粧品・エステティックの専門店です。 豊川栄町77 86-3229

お食事処 ⻆三 創業明治21年。老舗の味をご堪能下さい。 御津町西方松本5-5 75-2051

お食事処 千石 和食・寿司 牧野町茶貝津18-2 85-6720

お食事処 二条 食堂 本野ケ原3-14 85-8211

お茶の牧田園 お茶・陶器 桜木通3-1 86-5768

小野自動車(株) 新車中古車販売・車検・修理・保険 御津町西方入浜31-1 76-3456
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
オリエント楽器 豊川店 楽器及び楽譜・小物販売 中条町今宮36-6 84-3145

オレンジ薬局 調剤・医薬品・衛生材料販売 小坂井町道地105-1 78-5290

卸値本舗 リサイクル品他 雑貨を取り扱っています。 市田町財木92 070-8378-0345

オンセブンデイズ 豊川本店 雑貨小売 正岡町流田521 89-0022

おんま調剤薬局 処ほうせん調剤・医薬品販売 御津町御馬浜田92 65-7050
か (有)カーサービスヤマト 自動車販売・整備・車検 御津町赤根宮前86-3 76-4365

海幸丸 寿司・弁当 桜木通4-12-1 83-1434

海鮮料理 中村 三重県鳥羽の魚を直送してもらってます。 駅前通4-15-1 83-0619

Kaito hair resort ... カット・カラー・パーマ・トリートメント・ヘッドスパ 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 大木町鑓水342-1 93-2921

学生衣料 かべや 保育園～小坂井高校まで制服・体操服販売 小坂井町倉屋敷98 72-2258

カジュアルシティー リラ チャンピオンハンバーグがおすすめです。 曙町1-1 85-6113

Casual Bar Nari クラフトビール・洋酒各種取り揃えています。 駅前通4-42 95-0255

(有)片山新聞店 新聞・書籍・チケットの販売 伊奈町佐脇原598-8 72-4490

かつさと 豊川151号店 店内飲食・テイクアウトのとんかつ専門店 牛久保町高原129-6 65-8804

カットアップヨシ カット・パーマ等 東曙町128 85-9616

カットハウス ヒロシ 理容一般 女性のカット 顔ソリ致します 本野ケ原4-45-2 85-6906

(有)加藤新聞店 新聞・雑誌・雑貨販売 一宮町幸17 93-3600

加藤畳店 畳・障子・襖・網戸の張替を熟練職人が施工 新桜町通1-16 86-5759

ガトー・ラヴィ こだわりのケーキ、焼菓子のお店 八幡町上宿70-2 87-7765

(有)カドヤ うなぎ・きしめん・いなり寿し ランチもあります 門前町6 86-3365

角屋 駅前店 弁当販売・飲食 諏訪3-1 89-6052

門谷時計店 時計・メガネ販売修理 伊奈町縫殿26-124 72-2068

角屋 本店 肉の小売・弁当販売 諏訪4-121 86-2802

カナモリ事務器 文具・事務用品・OA機器・オフィス家具 御津町西方宮長22-2 76-2992

cafe&sweets BRASS コーヒー・パフェ・sweets 蔵子6-6-6 85-9830

カフェギャラリー 栄知村 喫茶とギャラリー 国府町的場10 88-5110

かふぇ こりん モーニングからディナーまでやっているお店です 駅前通2-89 090-4855-3855

カフェ ド KEI モーニング ランチ 豊川栄町32 86-4879

カフェ Tomato 飲食業 東上町炭焼平181 93-6006

カフェ ひなた ドリップコーヒーと黒米を使ったランチがおすすめ！ 大木町石道78-1 93-7331（NPO法人パルク内）

カフェ フィガロ 免許センターに1番近いカフェ 中央通5-92-1 86-4452

Cafe Fusion 豊川店 カフェとドッグランに雑貨販売 正岡町西深田333-1 95-0014

カフェ・フリーク 美味しいコーヒーを出すお店 東上町土橋98-4 93-6265

カフェベーカリー pan na pan 焼きたてパンを使った美味しいお料理の店 市田町向野15-1 95-8787

CAFE MOOD パンケーキがおすすめのカフェです！ 桜ケ丘町70-1 74-2185

カフェレストラン アルム 喫茶店 伊奈町茶屋57 72-3427

髪切床 こばやし 一般理容業・お顔剃も 四ツ谷町1-1-4 86-8324

髪工房 市原 理容業全般・訪問理容 樽井町西坪10-5 86-8514

カミヤ 灯油（配達可能）・水道修理・日用品 赤坂町紅里104 87-2626

亀忠菓舗 和菓子製造販売 萩町倉戸13-2 87-7859

カモメ館 理美容全般 諏訪2-116 86-3415

カルナドラッグストア 小坂井店 ドラッグストア 小坂井町中野54-12 72-7151

かわべ衣料 小坂井高校制服・坂中・西小・保育園体操服他 伊奈町新屋39-4 72-2738

韓国料理居酒屋 辛韓（豊川店） 韓国料理居酒屋 松久町1-50-1 89-5505

(株)カンナヤ 合鍵作成・刃物・工具販売 駅前通4-10 86-3936
き 菊上生花店 生花・鉢物等を取扱っている花屋です。 新宿町1-31-2 86-3814

葵生庵 お食事・喫茶 御津町広石祓田28-4 75-5765

吉文字屋（有） 学生衣料・婦人・紳士服・作業用品・肌着 御津町西方小貝津22 75-2307 

吉文字屋 国府本店 衣料品の他マスク・肌着も充実しています。 国府町流霞116 87-3265

吉文字屋 八南店 衣料品の他マスク・肌着も充実しています。 野口町前野43-2 89-2228

喫茶 馬酔木 喫茶・軽食 大木新町通4-314 93-5520

喫茶 シロ モーニングサービス ランチタイムサービス 牛久保町城下87-1 86-2313

喫茶 古時計 モーニングサービス・ランチタイムサービス 八幡町亀ヶ坪127-1 85-7898

Kitchen Hiro 洋食店 馬場町御堂前71 83-6070

木下屋 宴会・仕出し御料理 御津町西方宮長22-5 75-3016

ギフトマート 豊川御油店 ギフト販売 御油町行力1-25 82-2118

ギフトマート 豊川野口店 ギフト販売 野口町道下15 82-1530

着物お手入れ専門店 旭屋 着物のしみ抜き等 大崎町野添57-2 85-5957

Cat&Bar Neve 猫ちゃんモチーフの店内でお酒を楽しめます。 一宮町上新切375-7 090-6647-3228

餃子の王将 豊川南大通店 中華料理 南大通5-8 84-5688

餃子のおたふく お持ち帰り餃子の販売 光陽町40 83-0464

京町屋 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 西本町12-1 95-4899

清美屋 中華食堂 伊奈町新町畑111-6 72-4007

喜楽 宝珠まんじゅう・稲荷巻せんべい製造元 門前町61 86-9044

喜楽・平八茶屋 手焼きせんべいのお店 幸町12 090-6649-7859

吟酒館 たからや こだわりの日本酒・ワイン・焼酎を販売 新桜町通2-9-1 89-8800

金原新聞店 新聞・雑誌・各種チケット販売・雑貨販売 蔵子2-10-21 84-6003
く くすりのサカタ薬局 相談できるおくすりやさんです！！！ 伊奈町新屋48-6 72-5176

靴のイシハラ 婦人靴・服・バッグの販売 金塚町1-15-1 84-6487

靴のトモエヤ 靴小売 諏訪3-300 プリオ2F 86-1213

granny.f 美容業全般・まつエク 本野町東浦18-1 89-0115

グリーンセンター 一宮 農産物直売 東上町松本227 93-6111

グリーンセンター 音羽 農産物直売 赤坂町大日6 88-6600

グリーンセンター 豊川 農産物直売 馬場町上石畑65 85-8318

Clair 豊川店 雑貨やドッグ関連商品の販売 正岡町西深田333-1 cafe fusion豊川店内 95-0014

クロスロード 辻豆腐店の豆腐類・豆腐デザートの販売 本野ケ原1-156-3 84-1072

(有)黒田米店 市内5kg～配達します 各種銘柄米あります 中央通5-11-2 86-2905

querofune クレープ焼菓子販売 中部町2-6-2
クロロフィル 丸共美顔教室 化粧品販売・エステ・ニキビ・カブレ 小坂井町倉屋敷70-13 72-2802

け (株)玄氣 自然食品・健康食品・化粧品・漢方薬・鍼灸治療院 八幡町鐘鋳場247 86-5679
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
源ちゃんらーめん らーめん・餃子 市田町中社5 83-6538

こ 小出美容室 カット・パーマ・カラー・着付け 開運通1-28-1 86-3079

国府調剤薬局 調剤薬局 国府町流霞100 88-7941

弘栄商店 小売海苔販売 御津町御馬東39 75-4356

珈琲園 HANAKO モーニングサービス14時迄やってます。 本野ケ原町4-119 050-8881-0312

COFFEE VAN 喫茶店 為当町上川原田21-1 88-5577

珈琲豆 自家焙煎 リンク珈琲 新鮮な珈琲豆を用意しております 八幡町鐘鋳場110 84-8223

珈琲屋らんぷ 豊川店 喫茶店 中部町2-43 85-7780

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 桜木通3-15 85-6285

こがねちゃん弁当 豊川店 弁当製造販売 諏訪西町2-254 86-6818

こざかいとらや 和洋菓子製造販売店 営業10時～19時 (火)定休日 伊奈町縫殿26-207 72-2390

(有)小坂井鳥居新聞店 新聞・チケット販売 伊奈町新屋1-5 72-2528

小島食堂 お食事処 伊奈町縫殿26-174 65-7215

コスメティックハウス・リヴァージュ 化粧品・ハンドメイド小物 一宮町泉66 93-4832

コスモスベリーズ アサヒ店 家電製品の販売 古宿町中通86-3 86-2657

コスモスベリーズ 森店 電化製品販売・各種工事 森2-47-1 87-0055

こまもの屋 ふじや 和雑貨・手ぬぐい・ハンカチ・可愛い小物等 門前町13-2 86-7832

コミックバスター 豊川店 インターネット・まんが喫茶 蔵子6-11-2 89-8022

米の専門店のだや 小坂井店 玄米つきたて量売りと豆・麦・雑穀の専門店 伊奈町前山1-15 78-2750

米の専門店のだや 八幡店 玄米つきたて量売りと玄米スイーツの専門店 八幡町西赤土61-10 87-4111

御油本店 おふく 和洋菓子製造・販売 御油町美世賜86 87-3848

koro's cafe お団子とオープンカフェのお店　 幸町10 75-6578
さ サーティワンアイスクリーム 豊川南大通店 サーティワンアイスクリーム販売 南大通5-5 89-2932

サカエ薬局 保険調剤、医薬品販売、日用品 豊川栄町33 85-5333

さかなや 魚政 刺身、鮮魚など、小売り販売 伊奈町縫殿26-162 72-2315

さくら頭痛整体院 慢性的な頭痛を改善する女性のための整体院 赤坂町東裏183-1 090-1471-4667

桜の眠り リラクゼーションマッサージ 佐奈川町24 4階 65-8490

サクランボ調剤薬局 スワ駅店 処方せん調剤・一般医薬品販売 諏訪3-6 56-9548

酒工房 和泉屋 酒類・食品販売 牛久保町岸組8 86-2231

酒のたけお 酒類・飲料水小売 御津町上佐脇西区178-4 75-3715

酒のリカ・プラ 豊川店 酒類の販売 萩山町3-24 84-5252

さぬき路 豊川唯一セルフの讃岐うどん店。持帰歓迎！ 牛久保町八幡口14-3 84-6253

サラダ館 御津店 お中元・お歳暮・お返し・贈り物・スイーツ販売 御津町西方小貝津18-6 75-2472

Salon de thé ÉGAL 洋菓子とお茶の販売 金屋町60-3 1F 56-8355

salon Lucia フェイシャルトリートメント・Revi化粧品の販売 御油町古御堂130-3 090-6584-0043

サワディ タイ料理とアジア食材の販売 駅前通4-6-1 89-5049

さんぽ道 はちみつ関連商品及び手作りスイーツ・喫茶経営 豊津町釜ノ口64-1 93-7422

サンユウ 外壁塗装・リフォーム・雨漏り 大崎町上金居場53 56-2552
し シエスタ 豊川店 ボディ&フット・リラクゼーション 諏訪3-302 プリオⅡ1F 84-1426

時代屋 小部屋でハンバーグなどの洋食が楽しめます 新桜町通1-12-1 84-9014

七輪呑家 里估 焼肉居酒屋 久保町流7-31 88-7306

じてんしゃや Fit 自転車販売・修理 御油町美世賜194-1 65-8485

柴田動物病院 動物の診療 赤坂町大日246 88-7688

芝生のことならバロネスダイレクト 芝生用品・アウトドア用品などを販売 本野ケ原3-9 84-1300

しみずでんき 家電販売・修理 国府町流霞87 88-6230

清水時計店 宝飾・メガネ・時計の販売 牛久保町常盤127 86-2906

写真の原田 写真撮影・デジタルプリント・セルフ写真館 一宮町社41 93-4887

ジャンファン 中華料理店 開店して20年。感謝してます 西香ノ木町2-32 89-2024

19番ホール キッチンカー 唐揚げ販売 牛久保町天王下1-1 090-6464-1900

じゅうじゅう亭 焼肉店 一宮町豊89 93-2119

シューズショップ イシハラ 靴小売 新栄町3-44 87-3578

シューズショップ イシハラ カーマ店 靴小売 八幡町足洗61-1 86-2127

宿場寿し 握り寿し・ちらしなど 宿町寺前2 72-5620

酒房 はづき 居酒屋 南大通5-20 83-2474

旬彩京肴 寛 和食・コース料理 市田町東新屋6-1 95-0095

旬菜坊 味せん 日本料理店 諏訪1-71-2 85-3161

昌徳苑 焼肉 諏訪3-191-1 86-7076

食彩工房 蔵 魚介類を中心にした居酒屋です 大崎町下金居場107 85-7111

食肉の鳥初 手作りのやきぶたや揚物・国産のお肉 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 一宮町上新切528-1 アメニティープラザ101 93-0888

シロキヤ ファイテンとマンシングウェアの専門店 諏訪3-300 プリオ2F 85-0005

伸 喫茶・軽食・酒類販売 長草町荒井8-1 84-5300

仁雅 焼肉店 伊奈町縫殿26-71 72-3611

進雄堂 文具・学生衣料小売 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 新桜町通1-38-1 56-2615

スィートショップ やなぎ 手作りサンドイッチ＆パン (日)定休 朝6時より 伊奈町南山新田301 72-2037

スイス原田屋 和洋菓子製造販売 豊津町割田72-2 93-2140

末広モータース(株) 自動車オートバイ修理レストア・自賠責保険 末広通3-4 86-2432

鮨処 しみず すし店 中部町2-41-1 84-2529

寿し豊 寿司・出前もやってます 伊奈町古当70-98 72-3254

鈴木金物店 日用品、雑貨販売 一宮町錦92 93-7280

(有)鈴木紙店 文具・事務用品・ゴム印・各種紙製品 豊川栄町56 85-2827

スズキ写真館 記念写真・証明写真・フォトスタジオ・プリント 駅前通4-2 86-6424

鈴木写真館 写真撮影・写真販売 久保町棒田13 87-3271

鈴木屋食料品店 創業70余年のフルーツ専門店 西本町1 86-2338

鈴文衣料品店 和洋服・寝具・学生衣料・靴 諏訪2-366 86-2838

ステーキハウス UMEMURA カウンターの目の前の鉄板でステーキを焼き上げます。 野口町新屋敷77-4 83-5353

ステップ STEP ペットフード・用品 八幡町鐘鋳場251-2 89-1605

スパゲッ亭チャオ 豊川開運通店 東三河ソウルフード あんかけスパのチャオ 開運通2-27-4 80-7726

SPALà エステティックサロン・アイラッシュサロン 佐奈川町24 2・3階 83-8977

炭鶏しょうり 宮崎名物、鶏の炭火焼きをいろいろな部位で食べることが出来る隠れ家的な居酒屋です。 市田町新屋前34 83-8940
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炭火焼鳥・唐揚げ・釜めし 四代目鳥七庭 フード・ドリンク308円均一のお店です。 正岡町流田508 80-7077

炭火焼肉 あかしろ 炭火焼肉 金屋本町4-17 85-4901

炭焼きワイン食堂 Brace 家族で行ける手作り本格イタリアン 八幡町下天王98 89-2780

陶山建築(株) 住宅建築・リフォーム 牛久保町岸組54 95-3535

スワ薬局 大崎店 薬局 大崎町下金居場90 82-3077

スワ薬局 三蔵子店 薬局 三蔵子町大道82-3 85-5434

スワ薬局 ぞうし店 薬局 蔵子6-11-25 89-5756
せ 勢川 豊川店 うどん・そば・丼物を提供しています 末広通2-54-2 86-8575

接骨院 ピース 接骨院・整体・マッサージ 幸町85 95-9393

セブンイレブン 豊川インター店 コンビニエンスストア 豊が丘町76 85-9770

セブンイレブン 豊川大崎町店 コンビニエンスストア 大崎町下金居場137-1 89-3300

セブンイレブン 豊川国府町店 コンビニエンスストア 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 桜町1-3-9 83-3007

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 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 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 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 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 千歳通3-7-1 85-0885

セブンイレブン 豊川東豊町店 コンビニエンスストア 東豊町5-25 89-5031

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 八幡町上宿30-1 87-7676

セブンイレブン 三河一宮店 コンビニエンスストア 一宮町宮前134-8 93-0086

千石寿し 寿司・出前・持ち帰り 中条町鴻ノ巣30-1 86-1059
そ 総合青山病院 健診センター 人間ドック・脳ドック 小坂井町道地100-1 73-3784

総合室内装飾 七原インテリア カーテン・カーペット・タイル・天井壁床貼替 一宮町下新切45-66 090-6026-3596

曽我の軒 鰻料理店 12月上旬に新店舗開店予定 門前町46 86-2688

そば処 寿庵 うどん・そば店 谷川町天王170 85-8880

そば処山科 本店 うどん・そば店 上野2-28 84-6333

そば処山科 谷川店 うどん・そば店 東豊町5-30 85-7730

そば好 そば・うどん 西香ノ木町2-60-1 86-9774

soraTAS アンテナショップ 豊川栄町17 79-2085
た 大一自動車 自動車販売・整備 牛久保町城下88-1 86-3257

大黒屋商店 日用雑貨 赤坂町紅里120 87-2258

大正浪漫館 モーニング・ランチ・ティータイム 当古町西本郷58 85-5560

台所屋 和風レストラン・宴会料理 桜町3-2-13 85-1614

大万書林 雑誌 寿通1-8-8 86-3853

大漁 美味しい魚介類とボリューム満点ランチ！ 八幡町足洗11 89-1557

(株)タカギユニフォーム 各種ユニフォーム販売 諏訪3-44 86-3160

高木理容館 カット・シャンプー・シェービング等 御油町後田85 0120-083-778

高田 コメヤ（米穀店） 米の販売 明野町3-9 86-3591

寶舎 食堂 一宮町泉24 93-5879

竹本商事 玄関、窓等サッシ取替、修理 山道町1-62 85-1337

畳の藤原 畳工事全般・襖・障子・アミ戸はり替え 大崎町宮之坪6-5 85-0486

立花屋 プリオ店 和・洋菓子販売 諏訪3-133 プリオ1階 89-3013

立花屋 本店 和・洋菓子販売 諏訪3-4 84-5948

田中仏具店 仏壇仏具神具販売 東豊町5-11 86-5709

棚橋洋品店 婦人服の小売販売 御津町西方松本38-12 75-2782

狸亭 ぎょうざの店 諏訪2-105 86-7302

(株)タネイ sasicco 本社ショールーム 三河木綿刺子織バッグの製造・販売 御津町西方中屋敷35 76-4181

玉川うどん 豊川駅前店 麺類飲食業 豊川栄町7 86-9103

(有)だるま 寿司・うなぎ・宴会 国府町上防入7 87-2034
ち 千両会 さつま芋の生産販売及び加工販売 中央通5-15-2 86-5326

中華　リキ 中華料理 豊川元町2-3 86-7833

中華楼 中国料理・テイクアウト可 千歳通2-8-1 84-3178

中国料理 金龍 中国料理 佐奈川町3-2 84-6838

中国料理 駒 中華料理店 居酒屋 テイクアウトOK 開運通2-35-3 84-3879

中国料理 清龍 中華料理 テイクアウトOK 一宮町社38 93-3501

中国料理 豊龍園 豊川店 本場の味が楽しめます。テイクアウトも大歓迎 白鳥町高田74 88-8830

中日新聞中部大万新聞店 新聞販売・書籍チケットの販売 中部町2-33-1 84-3580

腸温活専門サロン 古賀屋 腸もみオイルトリートメント 蔵子3-27-5 81-9545

調子自動車 自動車販売・車検・修理 御津町下佐脇野先2 75-3506
つ 辻村調剤薬局 薬局 久保町葉善寺16-1 87-3192

辻村薬局 薬局 国府町流霞76-3 87-3460

つるつるうどん 定吉 地産小麦きぬあかり使用のつるつるうどん店 八幡町上宿52-1 87-8855
て ティラミス専門店 プティラ ティラミス専門店 正岡町流田508 080-1580-7468

手打らーめん 三味 らーめん・ぎょうざ・チャーハン 美和通1-21 89-8687

(有)手塚電気 家電製品販売・修理・住宅リフォーム 南大通6-5 86-5635

TEPPAN 海月 お好み焼・焼そば・もんじゃ焼 御津町西方松本39 76-3900

tetoccio アクセサリー・ジュエリーのアトリエショップ 大木新町通3-151 070-4680-9489

てまり 本店 宴会・レストラン・仕出し 伊奈町南山新田302-4 95-5558

手焼堂 手焼せんべいあります 門前町33-1 85-0180

(有)電化ハウスはやし 電化製品販売業 平尾町番皿71 87-8332

てんと学習塾 個別学習塾 中条町今宮8-3 74-2270

てんとコーヒー 自家焙煎コーヒー豆の販売 中条町今宮8-3 74-2270

天ぷらさかな へい吉 17時～23時（LO22時） 豊川元町1 石黒ビル105 070-3351-0047

天星 本店 寿司店 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 平尾町糠川11-31 87-2101

東宝タクシー タクシー業 新栄町1-1 88-3333

(有)トガリ自動車 自動車整備・販売 大崎町下金居場141-2 85-5923

常盤堂 保存料を使用していない和菓子屋です 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・宝飾品の販売及び修理 西本町20 86-2562

(株)戸田理平商店 自宅用・ギフト用の海苔販売（工場直売可） 為当町椎木151 76-3078
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
TODOC 洋菓子の製造販売 末広通3-38-1 74-6442

魚々屋 豊川市田店 魚料理専門店で美味しい魚料理を食べよう！ 市田町河尻100-2 89-4441

富岡屋酒店 酒類食品小売販売 西本町22 86-2022

トミヤスデンキ 家電販売・リフォーム 東光町3-13 84-5238

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 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 諏訪3-133 プリオビル5F 89-2206

豊川タクシー(株) タクシー業 本野ケ原2-7 82-1414

トヨカワホビー 総合ホビーショップ、ラジコン、プラモデル、模型教材、ホビー用品の販売 中央通2-50 86-2779

トヨカワ薬局 調剤薬局・医薬品・雑貨 豊川町伊呂通31-2 86-3035

トヨカワ薬局 イナリ店 調剤薬局・医薬品・雑貨 豊川西町39 83-6521

ドラッグオオイ いなり店 調剤併設ドラッグストア 駅前通2-98 89-9026

ドラッグオオイ 八南店 調剤併設ドラッグストア 野口町道下19-1 80-0231

(株)トラベル東海 旅行業 三蔵子町一里塚41-4 84-7115

(有)とらや製菓舗 八幡店 和・洋菓子製造販売 八幡町鐘鋳場240 83-4358

鳥居指圧治療院 指圧治療 森2-53 87-4078

鳥居屋神具店 神具専門店 仏具・念珠・線香・招き猫等有 門前町33 86-3076

鳥しゅう 鳥料理専門店 開運通2-12 89-1412

鳥と魚 居酒屋 西本町47 95-4444

鳥山タイヤ商会 豊川店 自動車用タイヤ・ホイールの販売整備 当古町西本郷52 86-3018

(有)ドルチェ 福祉・介護用品・衣類・小物 諏訪2-30-1 83-1545

どれみ 【学校衣料】小坂井西小・小坂井中・保育園 伊奈町前山78 080-1612-6018

とんかつの福善 みそかつ・生姜焼き・餃子 新桜町通1-5-2 84-3638

Donmai 京楽軒 うなぎ屋（鰻弁当・蒲焼のテイクアウト有） 新豊町1-153 89-0313

丼丸船団 第一いなり丸 テイクアウト専門の海鮮丼屋 末広通4-43 65-9943

吞龍 ご宿泊・お食事(会席料理) 御津町広石御津山11-5 75-3188
な (株)ナガシマ LPガス・住宅設備・水道工事 美園3-15-7 78-2311

(有)中嶋石油店 ガソリンスタンド 久保町棒田15-6 88-3468

(有)中西自動車 自動車販売・車検・修理 御津町御馬塩入130 75-2024

菜かむら お昼：ランチ営業　夜：居酒屋 萩山町1-100-3 56-7766

中村ふとん店 寝具ふとん仕立直し 綿の打直し 小坂井町樫王63 72-2043

中屋酒店 酒・塩・食品 豊津町石塚28 93-2070

中屋書店 書籍・文具・雑貨販売 西本町26 84-1993

仲屋はきもの店 履物(草履・雪駄・下駄)台・花緒選べます。 西本町9 86-3070

ナコーンタイレストラン タイ料理専門店 光陽町30 95-4206

なごみ鍼灸マッサージ院 鍼灸・あん摩マッサージ指圧・美容鍼 伊奈町南山新田350-169 74-2666

奈邪 コーヒー主体の軽食喫茶 桜木通5-5 86-9480

(有)夏目ホルモン店 品揃え豊富なBBQ・焼肉食材の小売専門店 諏訪4-147 86-4533

NAMIアプリケーショントレーニング 人生最期まで自分の足で動ける体作り提案 新桜町通2-1-2 090-7608-7585

に (株)肉のシマダ 国産食肉をリーズナブルに提供しております。 新桜町通1-5-5 84-6212

肉の鈴木 食肉販売業 桜木通4-21-1 86-7054

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 豊川栄町62 86-0906

日商リビング 今治タオル・布団・カバー等販売、布団丸洗 蔵子6-6-6 85-8180

NEUTRAL 洋酒・カクテル・ノンアルコールカクテル・コーヒー等の販売 千歳通4-18 アイレクステラス内 84-8232
ぬ 布ひろば ラ・トワール いろんな用途の布の販売 桜木通3-1 86-5768
の のざわ屋食堂 おすすめは油で揚げない焼きとんかつ 一宮町宮前114-3 93-2875

NOVA 豊川プリオ校 語学教室 諏訪3-133 89-6600

呑み食い処 朧 居酒屋 桜木通6-13 95-8886

呑み食い処 花や花 居酒屋・ランチ・モーニングやってます 牛久保町城跡43-4 89-5171

呑処 善 居酒屋 大木新町通2-10 93-0544

乗本畳店 畳替・刃物研ぎ・畳や布団マットレスの乾燥 東光町1-81 86-6833
は バー＆ダイニング LAPH 洋酒を中心に扱っております。おつまみあります。 豊川町仁保通85-3 K'sHOUSE102 89-6977

ハート宝飾 天珠・パワーストーン・貴金属販売 八幡町鐘鋳場267 89-8228

はこび屋本舗(株) 引越・輸送全般・大物家具家電移動 赤坂町松本237 87-6006

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 野口町宇当1-1 88-5432

パシフィックスタジアム 3種類のボールが打てるバッティングセンター 蔵子5-13-1 85-9850

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 蔵子6-14-20 86-1167

パシフィックテニス倶楽部 テニス用品販売 小田渕町2-13-1 84-8812

橋本米穀店 おいしいお米を販売しています 小坂井町門並55 72-2505

橋本屋ふとん 綿布団の製造販売・羽毛リフォーム・学校用品 豊津町神ノ木228 93-2131

長谷川餃子 餃子屋です！テイクアウトも店内飲食も可！ 三蔵子町一里塚55 090-4257-7723

八剣伝 豊川駅前店 本格炭火焼焼鳥 国産・地元の食材中心営業 豊川栄町7 86-3270

八剣伝 三河一宮店 本格炭火焼焼鳥 国産・地元の食材中心営業 一宮町泉38 93-7475

パティスリー ラ ネージュ 洋菓子店 中央通5-15-1 89-3915

PATISSERIE LA PETITE MAISON フランス菓子 八幡町鐘鋳場180 65-8088

パナステージ スギモト 家電販売修理・住まいのリフォーム相談 一宮町上新切375-4 93-4667

花田電気 家電・すまいのリフォーム・オール電化 三蔵子町一里塚39 85-9773

花の店 アンローズ 生花、鉢花、プリザーブドフラワー 南大通5-34 86-4775

PaPiTiクリーニング 寿通店 クリーニング店 寿通2-13-1 56-8838

PaPiTiクリーニング 蔵子店 クリーニング店 蔵子2-9-1 85-8669

PaPiTiクリーニング 豊川店 クリーニング店 末広通2-2-1 89-2461

浜久 海鮮を中心とした居酒屋 一宮町錦152 93-1939

浜徳 魚貝料理を中心とした居酒屋 御油町西井領11-1 87-7718

早津衣料店 布地各種及びその材料販売 高見町4-103-3 85-0179

HARAMURA 天然素材の婦人服・暮らしの道具 高見町2-8 79-8329

鍼灸ひなた はり・きゅうの施術 門前町21 56-8286

パルク）エコハウス 黒米および黒米商品販売（黒米のし餅等） 大木町鑓水37-374 93-7331

はれはれ 美容室カレスモア 取扱店マセドゥラヴィ 一宮町泉38 81-9018

バンダナ インド・ネパール料理 サラダバーあります 下長山町上アライ6-1 83-3124

Pandig 製パン小売業 御津町大草西浜3-1
パンプルムース 洋菓子・チョコレート製造小売業 国府町上坊入45-21 87-5557
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
伴マッサージ マッサージ・鍼灸などの施術 諏訪2-26 81-8255

ひ ひこよし うどん・丼物 本野町北貝津38 84-3557

(有)久寿し 店内飲酒テイクアウト全て利用可 御油町八面横38 87-5756

ビストロバンケ フレンチレストラン 豊川町仁保通76-2 86-3921

Himawari ハーブティーとアロマの販売 萩山町1-14 56-7906

ビューティーサロン あかさか 美容室 赤坂台480-13 88-2620

ビューティーショップ アピイ 化粧品販売（コスメデコルテ・ヒノキ肌粧品） 八幡町鐘鋳場265 84-3031

ビューティーショップ まりこ 化粧品・雑貨 伊奈町新屋68-1 78-2581

ビューティースタジオ ミント 美容業 南大通3-48 65-7318

ビューティハウス CAN 美容業 東豊町5-41 85-8787

美容室 aster カット・カラー・パーマ・セット・着付など 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 豊川町仁保通79 86-2512

美容室 エスカール 美容技術ヘアカラー、パーマ、カット等 千歳通1-17 84-6622

美容室 Kitone 美容業（カット・カラー・パーマ等） 本野ケ原4-40 65-9898

美容室 ヒロイン パーマ、ヘアカラー、着付けの地域密着型美容室 東新町36 89-1487

美容室 ふじもと 美容業 伊奈町南山新田305-27 72-2382

びようしつ まちえ 美容一般・カット・パーマ・着付け 豊川町止通31-4 86-7239

ひろいし調剤薬局 薬局 御津町広石小城前66 77-1430

ＨｉｒｏｃｏｎＤＧＣ コンタクトレンズ・カラコン・眼鏡 正岡町胡麻田731-1 95-2288
ふ ファッションコラージュ 町内指定体操服・学生服・セーラー服販売 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・学生衣料とパジャマ・下着類等身の回り品 八幡町鐘鋳場152 85-1856

ファッションプラザ 三絵 総合衣料・学生衣料 蔵子2-10-3 86-5816

ファミリ衣タウン イマイズミ 衣料品・生活雑貨・寝具等を販売しています 一宮町泉76 93-2292

ファミリーマート 音羽赤坂店 コンビニエンスストア 赤坂町松本269 82-2102

ファミリーマート 豊川赤坂町店 コンビニエンスストア 赤坂町御園71-1 82-2039

ファミリーマート 豊川赤塚山公園前店 コンビニエンスストア 市田町下中野4-1 80-2520

ファミリーマート 豊川市田町店 コンビニエンスストア 市田町新屋敷前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 伊奈町南山新田188-7 73-2510

ファミリーマート 豊川大崎店 コンビニエンスストア 大崎町下金居場195 80-2036

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 上長山町手取8-127 92-1022

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 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 小坂井町才ノ木86-1 73-3601

ファミリーマート 豊川御油町南店 コンビニエンスストア 御油町八面横32-1 82-2112

ファミリーマート 豊川御油店 コンビニエンスストア 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 桜木通2-1 80-7212

ファミリーマート 豊川末広通店 コンビニエンスストア 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 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 諏訪2-57 83-8677

ファミリーマート 豊川蔵子二丁目店 コンビニエンスストア 蔵子2-15-25 83-8425

ファミリーマート 豊川中条町店 コンビニエンスストア 中条町観音堂7-1 80-7173

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 野口町ツイジ105-1 80-7480

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 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 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 本野ケ原2-11 80-7113

ファミリーマート 豊川御津店 コンビニエンスストア 御津町西方樋田23-1 77-2123

ファミリーマート 御津下佐脇店 コンビニエンスストア 御津町下佐脇鎌田25-6 77-1013

Fun place 居酒屋 豊川町止通27
fizzhair 理美容全般 金屋本町3-30-3 74-3322

(有)フードショップコロナ 赤坂台 スーパーマーケット 赤坂台480-3 88-2828

フードショップコロナ 小坂井店 生鮮食品、お惣菜、食料品 お買得です。 伊奈町新屋67-1 73-3130

ブーランジェリー GARBO パン・菓子の製造販売 飲食業 中条町広口7-4 56-9105

深谷石油(株) 小坂井SS 石油類小売 宿町野川1-41 72-3735

深谷石油(株) 御津SS 石油類小売 御津町下佐脇洗出82-35 75-3168

福祉用具貸与事業所 あおやま 福祉用具販売 小坂井町門並5-1 73-3816

福田硝子(株) 玄関扉・窓ガラス・サッシの修理・取り替え 幸町85 86-8970

FUKUYA 萌 婦人服の販売 中条町鴻ノ巣104-1 89-3828

藤澤フラウエンクリニク 自費診療のみプラセンタ、ピル、ワクチン等 四ツ谷町2-53 84-1180

富士写真館 写真撮影業 中央通5-15-2 86-5326

プライベートサロン Linka アロマリンパ、フェイシャルエステ 国府町上坊入22-2 88-7176

Brown Sugar Cafe 喫茶店 小坂井町大堀29-2 55-1592

Flower&Heart 花幸 切り花・鉢物・神仏品取り扱いの花屋です。 大堀町312 85-1015

フラワーショップ 一期一会 生花・花雑貨販売 諏訪3-300 89-3057

フラワーショップ イトウ 生花・造花・鉢植等を販売する花屋さんです 新桜町通3-28-9 86-4351

フラワーショップ 花夢 フラワーギフト各種承ります 御津町上佐脇西区179-3 76-3327

Flower shop 花坊 新鮮生花販売 千歳通1-18-2 65-8754

フラワーブティック さいとう 園芸店・生花・鉢花・観葉植物・ブリザーブドフラワー 門前町26 86-4839

ふらんす料理レストラン佐藤 フランス料理 西塚町2-65 89-9581

ブルーベリーガーデン・とよかわ ブルーベリー商品の販売 本野ケ原1-72 84-5717

ブルームーン エステ＆ネイル（メンズ）もやってます 御油町西井領7-15 65-8888

(有)プロシード ガス器具・トマト・イチゴ及び加工品販売 豊栄町31 85-2346

プロタイムズ 東三河店 屋根・外壁塗装 新青馬町6-29 88-2020

文一 豊川店 唐揚げ、お弁当各種 八幡町大池17-79 80-1780
へ ヘアークリエイト ナカネ 理容業全般 訪問理容 国府町流霞143-3 87-3570

ヘアーサロン えのもと お気軽にお越しくださいませ。 宿町光道寺24 78-2369

ヘアーサロン カキノ 理容業全般 中央通4-52 86-6314

ヘアーサロン かわなか 理容全般・女性の顔そり・エステ 開運通1-51 86-6936

ヘアーサロン クロヤ 理容全般 諏訪4-202 86-4872

ヘアーサロン せいびけん 整髪 伊奈町前山28-1 72-3344

ヘアーサロン 辻 理容全般 御油町橋際2-4 88-2233

ヘアーサロン トミ メンズ・レディースカットの店 伊奈町南山新田350-135 72-2685

ヘアーサロン ひら 理容・美容全般・女性の顔そり・エステ 樽井町川添76-3 84-6388
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
ヘアーサロン 民衆床 理容 南大通6-30 86-3902

HAIR PRODUCE oluolu 幹細胞コスメ・リアボーテ・最新コスメ 新道町2-9-1 アクティブタウン102 83-8152

Hair make tuju 美容業務全般・店販品 赤坂町十王ヶ入3-1 95-7157

ベークショップ カノウ 焼きたてパン・サンド・おにぎりの販売 中央通5-19 86-3622

ほ 豊盛軒 とんかつ・みそかつ 豊川栄町34 85-6974

(有)鳳琳堂ビジネス 文具＆OA機器とコピーサービスの店 末広通4-1-1 84-1809

ホームベーカー パ・パン パン製造販売 八幡町上宿78 88-7355

ホームベーカリー ハセガワ 少し懐かしいような優しいパン達売ってます。 御津町広石小前35-7 75-4475

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 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 八幡町足洗1 89-7778

ぽけっとはうす ミセスワンマイルウェアー中心の雑貨店 高見町1-64-3 83-5885

保護猫カフェ tormenta 猫と触れ合える癒しのカフェ！特別割引有り♪ 大木町中曽根320-2 81-8359

星野精肉店 食肉販売 豊川町伊呂通25-5 86-2868

ほっともっと 豊川蔵子店 弁当等製造販売 蔵子6-12-3 83-8751

ホビーショップ DAYZ ラジコンカー専門店、ラジコンカー用サーキット運営 東豊町5-37 65-9927

ホビーショップ ハピネス ジオラマのある模型屋 ランチ・居酒屋 駅前通3-25 86-2673

PORCO 焼き菓子の販売 御津町西方源農1-5 75-2378

ホワイト急便 一宮店 クリーニング取次業 一宮町豊124 93-3243

本宮の湯 うまの背 令和4年10月1日～12月31日　リニューアル工事の為全館休館 上長山町本宮下1-1685 92-1880

ぽんしゅ酒場 小鳥 立ち飲み居酒屋 門前町38-3 95-1801
ま MACARONクリーニング 新栄町本店 クリーニング店 新栄町3-38 87-2262

MACARONクリーニング MEGAドン・キホーテUNY国府店 クリーニング店 国府町桜田103 87-9368

まきやす衣裳店 貸衣裳・レンタルコスチューム 若宮町48 86-1200

まさーる美容室 美容 豊川栄町76 89-5277

マサキクリーニング 赤根店 クリーニング・衣料品・化粧品 御津町赤根屋敷11 75-2447

まさご寿司 寿司製造販売 一宮町泉23 93-4529

まちカフェ 喜ら里 介護施設が運営する地域密着のカフェです 赤坂町松本195-1 87-2300

松下印刷 ハガキ・年賀状・名刺・封筒・印刷物全般 伊奈町前山30 72-2564

(有)松下商店 電化製品とプロパンガス・灯油の販売 桜木通4-7 86-3404

松田屋製菓 赤飯・和菓子・のし餅・みたらしだんご 御津町西方中屋敷128-7 75-2461

松並木のせんたく屋さん お菓子に使えます 御油町池田57-1 88-6739

松本屋支店 昔ながらの手作り和菓子 西本町71 86-2551

松本屋本店 和菓子製造販売 豊川町仁保通74-2 86-2206

まつや洋品店 学生衣料 本野町北浦137-1 85-6716

manalivng 学習塾 一宮町大池117-3 55-7321

マルイチ食料品店 野菜・果物・缶詰 門前町40 86-2605

マルカ ランチ・各種お弁当・宴会・法事・慶事 一宮町社33 93-2251

マルス菓子店 洋菓子製造小売 小坂井町門並42 72-3829

マルシン衣料品店 学生服・セーラー服・体操服（東部中、桜木、豊、豊川、東部小） 東桜木町123 86-4012

マルシン鮮魚 炭火焼鰻・刺身・手作り惣菜・仕出し等 中央通4-50 86-9304

まるせ食品 手作りお弁当とお惣菜 伊奈町南山新田87 72-5002

丸八牛乳店 明治の宅配専用商品を中心に宅配します。 国府町向河原49 87-2254

丸美 小座敷も有りランチもリーズナブル 国府町薮下12 87-4181

まる屋料理店 全個室でのお食事・テイクアウト・仕出し 御津町西方小貝津24 75-2207

まんが館 モーニング・ランチ・夜のオススメ飲食が出来るまんが喫茶 御津町大草新田22-1 75-2281
み (有)みうら屋 酒類・飲料水他販売 一宮町緑34 93-2111

三河屋製菓 大福を中心とした和菓子製造販売 国府町流霞114-4 88-3201

みず穂調剤薬局 調剤薬局 新豊町1-72 83-8010

ミタケ商店 婦人服・体操服等販売 豊川元町50 86-3046

ミチ美容室 美容一般 豊川仲町193 84-9811

みとゴルフ俱楽部 屋外スポーツで運動不足解消 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 御津町西方松本1-1 75-2028

ミニストップ 豊川稲荷店 コンビニエンスストア 豊川栄町1 83-6361

ミニストップ 馬場町店 コンビニエンスストア 馬場町郷前26 89-0739

(有)ミヤタ事務機 文房具・事務用品の店 代田町1-3-1 86-8058

宮地自転車商会 自転車修理販売 旭町8 86-4551

(有)宮本 和洋菓子製造小売 桜木通5-22-1 86-4651
む むすび茶屋 シルクの様な稲荷寿し 穂な実稲荷 幸町27 95-1190

村松書店 書籍・雑誌の販売 旭町62 86-3810

め メガネ21 一宮店 メガネ販売 一宮町錦94 93-7721

メガネ21 御津店 眼鏡の製作と販売・修理 御津町西方狐塚88 75-2727

メガネ・時計・宝石のクボタ メガネ時計宝石の販売及び修理 南大通6-6-3 86-3688

メガネのOPT イシイ 眼鏡販売 幸町28 86-3724

メガネのヨシムラ コンタクトレンズ・メガネの小売 千歳通4-8 85-0505

メゾン ド プチポワ レディースウェア・ベビー＆キッズウェア 正岡町流田537-1 80-2512

メナード化粧品 フェイシャルサロン御油 化粧品の販売・フェイシャルエステ 御油町西沢152 88-6745

麺ずキッチン KOKUBO ラーメン・居酒屋 豊川栄町7-1 080-9113-8222

麺処 すずわ うどん・そば・丼もの 大橋町2-63 89-8974
も moe カフェ・テイクアウトあります 本野町中貝津65-1 86-4137

モードいとう 学校用品販売 南大通6-21 86-3233

mossloulan 楼蘭 生の苔・盆景・テラリウム・アジア雑貨・プアール茶 伊奈町南山新田158-2 78-3879

(株)森田屋酒店 酒類・食品 西本町19 86-2337

モルカフェ コーヒー農園栽培される農作使ったもの販売 東豊町5-22 65-8653

門前そば 山彦 豊川稲荷総門前の元祖いなほ稲荷寿し 門前町1 85-6729

門前茶屋 いっぷく亭 甘味処 西本町32 84-0275
や 焼肉おかだ 焼肉店 東曙町239 84-9600

焼肉割烹 月と蓮 焼肉店 為当町新屋川原1-3 75-6996

焼肉 大盛苑 創業より半世紀の焼肉屋です。 金塚町1-17-2 85-7858

焼肉 月乃屋 ゆるり 焼肉店 谷川町天王133 84-1177

焼肉 天下 焼肉店 17時～・水曜定休 佐土町19-1 84-4138

焼肉レストラン 高句麗 焼肉レストラン 伊奈町南山新田188-24 78-2626
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
焼豚ラーメン 弥太郎 名鉄国府駅前にある美味しいラーメン屋 久保町葉善寺28-3 95-1546

安田米穀店 米穀店 小坂井町門並1-3 72-2764

安兵衛 炉端焼き居酒屋 久保町流7-38 88-2823

薮そば 日本そば・うどん 大木町小牧山の奥109 93-5101

ヤマグチファーム 養豚農家が営む産直豚肉販売店 御津町上佐脇観音堂46-1 76-2089

やまぐちや 営業時間 午前9時～午後8時 月曜定休日 御津町下佐脇御所30-1 75-3056

やまさか寿し すし店 森5-88-2 88-3456

やまと寿し 持ち帰り寿司 本野町東浦9 85-2573

ヤマトストアー 食品スーパー 本野町東浦9 86-2555

(有)山六商店　 LPガス・住宅設備・ガス機器販売 牛久保町常盤148 86-2722

ゆ 遊髪空間＋1 理容全般 豊川西町56 85-1094

夕やけ横丁 豊川駅前店 焼肉店 豊川栄町25 080-5134-0206

ゆたか美容室 十仁トリートメント・美容一般 平井町水戸田14-1 78-2525

ユタカ薬局 調剤薬局・医薬品・雑貨 西豊町3-16-2 84-2174

ゆるりんか 女性専用足ツボとオイルセラピーのお店 八幡町忍地62-1 050-3701-4976

よ 洋菓子の店 さいもん ケーキ販売・飲食 開運通1-24-1 84‐3204

洋品のフロヤ 婦人服・金屋小中学校体操服・制服販売 金屋本町3-11 86-4436

洋服屋 はる。 婦人服・小物雑貨のセレクトショップです。 山道町2-83 65-7852

(有)よしとみ自動車 新車中古車販売・修理・車検・点検・保険 牧野町1-19 89-0513

米沢らーめん 鷹山 山形県米沢市ご当地らーめん店 御油町東欠間10-3 74-6741

米寿司 寿司店 ランチ営業 下長山町堺5 86-0228

よりん 世輪 隠れ家的カフェ 雑貨・野菜等販売 上長山町東新屋59-7 65-8577
ら らーめん屋 Hi-BRi ランチ11:30-14:30 ディナー18:00-21:00 新道町2-49-1 84-5570

来恩 いなり寿司＆うどんからスイーツ 門前町10 84-8148

RAVIE of hair 美容業 宿町佐平山52-3 95-4970
り リカーショップ HARADA 酒類食品業務用販売 伊奈町新屋214-1 78-3180

Rigolo りごろ モーニングとフランス人ソムリエワインバー 西本町48 NHM48-102 070-1660-2015

リップス アルビオン・カシー化粧品の正規取扱店 諏訪3-151 86-2234

リフレ TOYOKAWA エステティック 諏訪3-183 89-3131

理容 タカハシ カット パーマ 婦人顔剃り 一宮町社74 93-3443

Relaxation Salon KIRAN ドライヘッドスパ・薄毛改善サロン 平尾町栗穴1-21 080-6904-8683

リラクゼーションルーム シエスタ国府店 リラクゼーション 国府町桜田103 MEGAドンキホーテuny国府店内2階シエスタ 88-5332
る LUCIDO STYLE LeR 理美容・マツエク・エステ 南大通5-50-1 89-3557
れ LeR 理美容・マツエク・エステ 牛久保駅通4-12-3 85-3773

LeR ames 理美容 馬場町上石畑14 84-7611

LeR Unevie 理美容・マツエク 一宮町泉36 65-9311

レッツ ナイトー 家庭電化製品販売 一宮町社26 93-1500

ろ ローズマリーカフェ ケーキのお持ち帰りと喫茶 御油町西欠間15-2 88-7338

ローソン S豊川本野ケ原店 コンビニエンスストア 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 長沢町流田258 87-3821

ローソン 豊川御油町店 コンビニエンスストア 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 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 下長山町天王下137-1 86-7774

ローソン 豊川古宿店 コンビニエンスストア 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 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 森6-28-1 87-6660

ローソン 日本トレクス店 コンビニエンスストア 伊奈町南山新田350-2 78-2280

路地裏 串揚げダイニング 屯屋 揚げたてサクサクの串揚げがおすすめ 一宮町宮前114-3 93-4139
わ 若葉 小さいお店の天ぷら屋 天丼がおいしいです 八幡町鐘鋳場285 85-9725

和食 いろは 生け簀のある店です！天婦羅や鰻も大好評！！ 西原町五倍子木35-3 93-3408

和食処 松屋 東三河の食材を中心に創作いなり寿司を提供。 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 伊奈町南山新田287-1 72-2716

和田時計店 時計・宝石・メガネ・地金買取 西本町12 86-3608

(株)ワタナベ企画 販売促進制作販売 開運通1-39 80-3111

渡辺人形 ひな人形・五月人形・盆提灯 豊川町知通28 86-4405

和風居酒屋 べいすた アットホームな居酒屋です。 御津町西方松本38-8 080-3068-1276

Wamilesサロン豊川Nagomi お肌にあわせサロン＆スキンケアのご提案を 末広通1-8 フォルクス末広A 070-3836-2626

Wamiles豊川サロン楽 楽しく、綺麗に美顔させて頂きます。 千両町酒屋貝津38 090-4863-6794

一般店(地元店舗)合計　638店舗

一般店
下記に掲載している一般店では

「全店共通券」「一般店専用券」が使えます。

店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
あ あおい書店 豊川店 書籍・文具・玩具・CD・DVD販売 千歳通3-6-1 85-7811

AOKI 豊川城下店 紳士服・婦人服及び服飾品の企画販売 下長山町上アライ11 85-8988

AOKI 豊川八幡店 紳士服・婦人服及び服飾品の企画販売 野口町新屋敷23-2 84-4029

赤から 豊川インター店 飲食店 牧野町2-16 83-8331

味のがんこ炎 豊川国府店 お席で注文！焼肉食べ放題 土日はランチ有 国府町清水39-9 88-6639

アベイル 豊川店 トレンドファッションと雑貨の販売 蔵子6-10-5 80-8030

あみやき亭 豊川店 美味しい国産牛をお値打ち価格でご用意しています。 豊が丘町198-1 83-4129

アメイジングワールド プリオ豊川店 室内遊園地（キッズパーク） 諏訪3-133 プリオ地下 95-6988
い イエローハット 豊川店 カー用品店 八幡町足洗36 85-3761

イオン豊川店専門店 アジアンダイニング フレンド インドカレー 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 ex-select 婦人衣料 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 キャンドゥ 100円ショップ 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 グランサックス バック・トラベル 小物・アクセサリー 開運通2-31 89-6131
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
イオン豊川店専門店 グリーンパークストピック 婦人衣料 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 コムサイズム 婦人・子供・紳士衣料 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 ＪＩＮＳ メガネ 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 スガキヤ ラーメン 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 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 SOPHY（ソフィ） 宝飾・時計 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 築地 銀だこ たこ焼き 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 ディッパーダン アイス・クレープ 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 はなまるうどん うどん 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 ハニーズ 婦人衣料 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 パニパニ バラエティー雑貨 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 パルファン 化粧品・雑貨 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 はん・印刷のOTANI 印章・印刷 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 ヘアーカラー専門店 fufu 毛染め 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 ほていや 呉服 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 マックハウス 紳士・婦人・子供衣料 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 ミックスオー 婦人衣料・子供衣料 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 未来屋書店 書籍 開運通2-31 89-6131

イオン豊川店専門店 リープス 紳士・婦人衣料 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 開運通2-31 89-6131

イケダヤ 豊川本野店 衣料品と服飾雑貨のお店 本野町東浦25-1 85-0921

イシグロ 豊川店 釣具販売 千歳通4-18-5 89-4838

一風堂 豊川店 ラーメン店 正岡町流田494-1 80-2388
う ウエルシア 豊川駅東口店 医薬品・化粧品・食品・日用品等の販売 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・日用品等の販売 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・日用品等の販売 蔵子5-16-15 83-8583

ウエルシア 豊川平尾町店 医薬品・化粧品・食品・日用品等の販売 平尾町番皿36-1 82-2600

うな膳 うなぎ専門店 牧野町1-25 83-8881
え Aコープ 小坂井店 各種食料品販売 小坂井町門並18 78-3381

Aコープ 中部店 各種食料品小売 八幡町鐘鋳場276 89-1201

エーワン 豊川店 アウトレット品・リサイクル品の販売。買取も行っています。 牧野町1-3 89-4130

エディオン ナガイデンキ 家電量販店エディオンのファミリーショップです 千歳通2-3 84-7211

えびす家 豊川店 食事処 正岡町流田494-1 89-6868
お オートバックス 豊川店 カー用品販売 新豊町1-15 75-6811

お好み焼本舗 豊川店 お好み焼・焼きそばなど。食べ放題もあります 牛久保町字城下79-1 80-7888

オシャマヘア マチニワ豊川店 美容業 光明町1-19 マチニワとよかわ内 B棟２階 ビューティープレイス 56-7446
か かつさと 豊川白鳥店 かつ丼とんかつ専門店 白鳥町京次58-1 88-3300

かっぱ寿司 豊川店 回転すし 千歳通2-10-1 80-2891

かとう呉服店 衣料品販売（学生服・体操服） 赤坂町紅里115 87-2077

鴨屋 豊川店 打ち立てそばと、香りの天ぷら 天神町13 86-1160

唐揚げのスズヒロ 三河一宮店 お持ち帰り唐揚げの専門店 一宮町栄18 93-2828

カルビ一丁 豊川店 焼肉店 牧野町1-28 83-8880

カレーハウスCoCo壱番屋 豊川インター店 店内飲食・テイクアウト弁当販売 牧野町1-14 89-5347

カレーハウスCoCo壱番屋 豊川御油町店 店内飲食・テイクアウト どちらもOK 御油町東井領6-1 88-7630
き キクチメガネ 豊川代田橋店 メガネ・補聴器 南大通6-1 84-3259

木曽路 豊川店 しゃぶしゃぶと日本料理のお店 南大通4-50 0120-359-329

貴船薬局 調剤薬局 大木町石道77-6 75-6770

キャッスルイン 豊川 ビジネスホテル 下長山町上アライ14-1 85-6336

キャナリイ・ロウ 豊川店 パスタ＆ピザ＆ドルチェのイタリアン 中条町広口11-1 83-4012
く クックマート 一宮店 スーパーマーケット 一宮町泉33 チアーズいちのみやショッピングセンター内 93-6811

クックマート 国府店 スーパーマーケット 森1-145 80-1781

クックマート 諏訪店 スーパーマーケット 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 本野町東浦25-5 89-8660

こ 五縁家 団子・たい焼・お好焼・たこ焼・やき芋・かき氷・アイス 伊奈町慶応23-194 72-7550

珈琲屋かれんと 豊川店 朝7:00～元気いっぱい営業しております。 一宮町旭249 93-5578

コープ 諏訪 「鮮度」「美味しさ」「こだわり」「SDGs」の商品販売 萩山町1-28 84-6821

ココカラファイン 新桜町店 医薬品・化粧品・雑貨・食品の販売 新桜町通1-31-1 89-2251

ココカラファイン 為当店 医薬品・化粧品・雑貨・食品の販売 為当町上川原田24 88-8801

ココカラファイン 千歳店 医薬品・化粧品・雑貨・食品の販売 千歳通3-25-1 89-4588

ココカラファイン 豊川八幡店 医薬品・化粧品・雑貨・食品の販売 八幡町宮前49-1 88-8210

ココカラファイン薬局 桜木店 処方箋受付・１類医薬品等販売等 桜木通6-8-1 83-8671

ココカラファイン薬局 新桜町店 処方箋受付・１類医薬品等販売等 新桜町通1-31-1 80-2670

こぶみかん 豊川店 食事を中心としたカフェレストラン 西香ノ木町2-78 56-8890

五味八珍 御油店 中華ファミリーレストラン 御油町東井領6-7 88-7800

コロナキャットボウル 豊川店 ボウリング場 下長山町上アライ14-1 85-6453

コロナの湯 豊川店 温浴事業 下長山町上アライ14-1 85-6623
さ サーラプラザ豊川 ガス機器販売・リフォーム 豊川町知通63-1 86-4151

サガミ 豊川牛久保店 そば・うどん主体の和食レストラン 牛久保町城下28-1 56-8666

酒ゃビック 豊川店 酒の専門店としての酒類・食料品の販売 千歳通3-4-1 83-2571

産直ひろば 御津 各種食料品販売 御津町西方松本67 76-2135

サンドラッグ 豊川蔵子店 医薬品、化粧品、食品、日用品の販売 蔵子6-10-9 56-8610

三洋堂書店 豊川店 書籍・雑誌・ＣＤ・ＤＶＤ・文具雑貨販売 馬場町宮脇166 83-0334

サンレジャン 豊川店 インテリア小売業 本野町東浦19-1 56-8831
し ジェームス 豊川店 カー用品・カーメンテナンスの専門店 馬場町縄手上44 80-8282

白木屋 豊川西口駅前店 酒類・食事 豊川元町1 石黒ビル1階 86-2588
す スギ薬局 牛久保店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 松久町1-105 65-7120

スギ薬局 開運通店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 開運通2-68-1 80-7481

スギ薬局 クロスモール豊川店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 正岡町胡麻田722 65-9030

スギ薬局 小坂井店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 伊奈町新屋77-1 73-1855

スギ薬局 小坂井西店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 伊奈町慶応23-194 95-5732

スギ薬局 御油駅前店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 御油町八面横54 80-1370
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
スギ薬局 御油店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 御油町行力13-1 88-7233

スギ薬局 桜木店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 桜木通5-18-1 80-0530

スギ薬局 豊川一宮店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 一宮町栄201 95-1351

スギ薬局 豊川野口店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 野口町道下6-1 65-9531

スギ薬局 プリオ豊川店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 諏訪3-302 プリオⅡ内 80-5012

スギ薬局 本野ケ原店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 本野ケ原2-1 83-5331

スギ薬局 御津店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 御津町西方日暮41-1 56-7651

スギ薬局 八幡駅前店 医薬品・化粧品・日用品・食品の販売 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 千歳通4-9 85-6090

スギヤマ調剤薬局 豊川店 調剤薬局 八幡町鐘鋳場120-2 83-8051

すたみな太郎 豊川店 バイキング 牛久保町高原9-1 80-3560

炭火・鶏 中々 朝一仕入れた新鮮な鶏を丁寧に串打ちしてます 西本町51 共栄ビル1F 080-3074-5104

せ 精文館書店 一宮店 書籍・文房具の販売 一宮町旭181 93-1570

精文館書店 豊川店 書籍・文房具の販売 市田町大道下8 85-8325

セブンイレブン 豊川牛久保町店 コンビニエンスストア 牛久保町城下13 85-5028

セブンイレブン 豊川大橋町店 コンビニエンスストア 大橋町2-65 83-0877

セブンイレブン 豊川三蔵子町店 コンビニエンスストア 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 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 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 曙町1-10-1 89-0110

セブンイレブン 豊川当古町店 コンビニエンスストア 当古町本郷106 86-8052

セブンイレブン 豊川松久町店 コンビニエンスストア 松久町1-3 83-0070

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 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 八幡町鐘鋳場280 83-5707
た 大東園 豊川店 焼肉 下長山町字高畑18-1 80-2929

(株)タカハシ ガソリンスタンド 御油町万福寺2-4 87-3850

たつみストアー 御津店 食品スーパーマーケット 御津町泙野宮永7 76-4173

多呂衛門 天丼・天ぷら専門店 牧野町1-25 84-6331
ち 中国料理 浜木綿 豊川店 中国料理レストラン 千歳通4-19 80-7730
て T GARDEN by A.R.T 四川料理・イタリアンレストラン 豊川町知通63-1 86-0909

DCM AH国府店 くらしの夢をカタチに 国府町桜田7 87-0222
と 東海補聴器センター 豊川店 補聴器販売 中央通4-61 89-1033

東京庵 豊川店 うどん・そばを提供しています 馬場町薬師90 84-3860

東京靴流通センター 豊川インター店 靴販売 牧野町2-6 84-8218

東京靴流通センター 豊川八幡店 靴販売 八幡町字足荒16、17 89-8585

魚魚丸 豊川店 全国の魚介類を市場より毎日直送の回転すし 牛久保町城下45-1 86-7450

豊川甲羅本店 かに・日本料理 各種お集まり・慶事・法事に 東名町1-129 89-8880

豊川コロナシネマワールド 映画館 下長山町上アライ14-1 85-6401

(株)トヨタレンタリース名古屋 豊川インター店 レンタカーはトヨタレンタリース名古屋！ 本野ケ原1-112 86-0100

豊鉄観光サービス 豊川旅行センター 旅行業 南大通4-42-1 86-7285

豊鉄タクシー(株)豊川営業所 一般乗用旅客自動車運送事業 千歳通1-40 89-7018

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 一宮町旭3-1 93-1411
に nido by Honey Bee Project 暮らしを豊かにする本・雑貨・カフェのお店 千歳通4-18 アイレクステラスクラシック内 56-7727
の 農業屋 豊川店 農業資材を扱う専門小売店 三蔵子町橋本10-1 89-5858
は Palm エステサロン 小坂井町門並33-2 3F 65-8085

ハッピーバレー 豊川店 ピザやパスタを中心としたカジュアルなイタリアンレストラン 牛久保駅通4-4-1 89-5088

ハートランド 千両SS ガソリンスタンド 本野町東野添29 85-2408

ハートランド 豊川SS ガソリンスタンド 駅前通3-13 86-5191

パリスパートナー・プリオ店 アクセサリー・バッグ・おしゃれ雑貨 諏訪3-133　プリオ1F 86-8666

パリミキ 豊川店 メガネ・補聴器の販売 馬場町宮脇155 85-2883
ひ 美容室1000％ 豊川店 カット・カラー・パーマ等 開運通1-36 86-1000

美容室1000％ 豊川バロー店 パーマ・カラー・カット等 新豊町2-48 85-9900

美容室1000％ プリオ店 カット・カラー・パーマ他 諏訪3-133 プリオビル5F 86-0400

ふ ファッションセンター しまむら 豊川店 総合衣料小売 新桜町通1-28-1 82-1555

ファミリーマート 国府南店 コンビニエンスストア 小田渕町6-91 80-1720

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 谷川町洞150-1 80-7171

ファミリーマート 豊川上野店 コンビニエンスストア 上野3-34 83-8081

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 牛久保駅通5-30-1 80-2028

ファミリーマート 豊川大木町店 コンビニエンスストア 大木町小牧151-1 92-1002

ファミリーマート 豊川寿通店 コンビニエンスストア 寿通1-42-1 80-7337

ファミリーマート 豊川宿町店 コンビニエンスストア 宿町小山51-1 73-3418

ファミリーマート 三河一宮店 コンビニエンスストア 一宮町幸213 92-2517

フィール 豊川西店 スーパーマーケット 野口町前野99-1 89-3900

Vドラッグ 豊川一宮店 医薬品・化粧品・食品販売 一宮町宮前118-5 56-7201

Vドラッグ 豊川伊奈店 ドラッグストア 伊奈町並松183-6 95-1555

Vドラッグ 豊川北店 医薬品・化粧品・食品販売 新豊町2-43 83-8166

Vドラッグ 豊川下長山店 医薬品・化粧品・食品・日用品等の販売 下長山町堺41-1 95-1270

Vドラッグ 豊川千歳店 医薬品・化粧品・食品販売 千歳通3-20-1 95-0040

Vドラッグ 豊川西店 食品から医薬品化粧品まで取扱うお店です。 八幡町下天王1 80-2855

Vドラッグ 豊川東店 医薬品・化粧品・食品・日用品等の販売 豊川駅東土地区画整理地54街区5 80-7703

Vドラッグ 豊川南店 医薬品・化粧品・食品・日用品等の販売 蔵子7-61-34 65-7186

Vドラッグ 豊川八幡店 ドラッグストア 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 宿町佐平山56 78-4541

ブックマーケットエーツー 豊川店 書籍、CD、DVD、ゲーム、おもちゃ、トレカの販売買取 正岡町流田520 84-6011

ぶどうの森 豊川店 焼き立てパンの販売をしています 正岡町流田494-1 89-1888
ほ 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 野口町道下13 89-5160

ホワイト急便 新桜町通店 クリーニング＆洋服のお直し 新桜町通1-43-1 56-9841

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 宿町佐平山52-1 78-6500

ボンとらや 豊川千歳通店 和洋菓子店 千歳通3-8-1 95-2066

ボンとらや 豊川本店 和洋菓子店 諏訪西町2-264 83-2088
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店舗名 業種（営業内容） 店舗住所 ＴＥＬ
本の王国 豊川店 雑誌・書籍・100円ショップ・おもちゃ販売 正岡町池田694-1 クロスモール豊川一階 56-9619

ま MAKI 豊川店 大人可愛いから個性派モードまでファッションセレクトブティックです！ 諏訪3-133 プリオ1階 89-5568

マサキクリーニング 伊奈店 クリーニング 伊奈町縫殿25-437 72-2027

マサキクリーニング 大木店 クリーニング 大木町新町通232 93-2358

マサキクリーニング 大崎店 クリーニング 大崎町金居場162 84-8130

マサキクリーニング 桜木店 クリーニング 桜木通3-20 93-2358

マサキクリーニング サンヨネ豊川店 クリーニング業 金塚町2-１ 86-1216

マサキクリーニング ヤマナカ御油店 クリーニング業 御油町境畑13 ヤマナカ御油店内 88-3368

松井クリーニング 八幡店 クリーニング取次業 八幡町宮前55 88-2981

マツモトキヨシ 豊川店 ドラッグストア 光明町1-19 80-2910

マツヤデンキ 豊川店 あなたの街の電気屋さん  いいもの大切に 諏訪3-302 プリオⅡ3F 89-6390

マルイチ 八幡店 食品スーパー 八幡町大池39 80-1533

丸源ラーメン 豊川店 「肉そば」を中心としたラーメン専門店 牛久保町字城下81-1 80-7255

マルサ水産 豊川店 飲食店 大堀町340 83-8551
み 三河開化亭 豊川店 創業19年地域一番不動の人気ラーメン専門店 南大通3-2-1 80-4777

美濃路 豊川店 元祖炭火焼鳥と釜飯の旨いお店です。 幸町101 80-2002
め 眼鏡市場 豊川店 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器販売 南大通3-26-1 83-8618

メガネの杉浦 メガネ・補聴器の販売 諏訪2-251 84-2812

メガネ・補聴器赤札堂 豊川ジャンボ店 眼鏡・補聴器を種類豊富に取扱っております。 東名町1-131 65-8827

メガワールド 豊川本館 メガネ、補聴器販売 牛久保町城下68-1 80-7805

も モスバーガー 豊川インター店 ファストフード 豊が丘町73 85-3336

モスバーガー 豊川正岡店 ハンバーガー製造販売 正岡町流田503-1 56-8855

もち吉 豊川店 米菓販売 南大通5-45-1 80-7847
や 焼肉かなえ 諏訪店 焼肉店 諏訪西町2-257-1 86-0102

焼肉きんぐ 豊川店 焼肉食べ放題専門店 正岡町胡麻田724 89-9933

優しさ薬局 伊奈駅前店 調剤薬局 伊奈町南山新田305-13 72-5566

ヤマサちくわ 音羽インター店 魚肉練製品・各種土産品販売 長沢町流田223-4 87-0990

ヤマサちくわ 豊川インター店 魚肉練製品販売 豊が丘8 85-8686

ヤマサちくわの里 魚肉練製品・各種土産品販売 豊が丘8 85-3451

ヤマサちくわ 門前店 魚肉練製品販売 門前町1 86-2372

やまや 新桜町店 酒類・食品の専門店 西香ノ木町2-26-1 82-0660

やまや 豊川店 酒類・食品の専門店 若鳩町30-1 80-7505
ゆ ゆず庵 豊川店 寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題専門店 下長山町高畑13-1 56-9740

ユタカスタンド 豊川給油所 給油・洗車等 上野1-8 86-2975

ユニクロ 豊川御油店 生活に寄り添う究極の普段着LifeWearの販売。 御油町八面横30 87-0223
よ 洋服の青山 豊川店 紳士服・婦人服販売 千歳通3-15-1 89-8826

ら ラーメン横綱 豊川店 昭和47年創業 ラーメン専門店 御油町西井領2-4 87-4527

楽食家 ほろほろ 豊川赤坂店 昼は、定食 夜は、定食・居酒屋 赤坂町御園186-2 88-3937
れ レストラン ブルーモーメント 海の見えるイタリアンレストラン 御津町御幸浜1-1-21 75-5730
ろ ローソン 豊川市田町河尻店 コンビニエンスストア 市田町河尻83-1 89-8113

ローソン 豊川国府店 コンビニエンスストア 国府町下坊入2-1 87-3944

ローソン 豊川天神店 コンビニエンスストア 天神町5 84-7471

ワークショップサンワ 豊川店 作業服・安全靴・作業用品の販売 牛久保町城跡63 84-5543
わ 若松園 豊川店 ゆたかおこしと黄色いゼリー 中央通5-33 83-0474

和食さと 豊川インター店 和食レストラン 牧野町1-1 89-5715

和食さと 豊川御油店 和食レストラン 御油町八面横15-1 87-0355

一般店合計　221店舗
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