
お店の名前 業種 お店の住所 電話番号 休日 特典の詳細

(有)アイユー 電化製品小売業 刈谷市井ヶ谷町青木56-1 0566-36-6218
水曜日・第
３火曜日

地域振興券を元に地デジ対応テレビお買上げの方に、５
月奈良の三輪ソーメン進呈！　月毎に替わります。

春夏冬茶屋 飲食店（うどん・そば） 刈谷市東境町大池56-3 0566-36-1113 金曜日
地域振興券で、ご飲食のお客様には、お一人様につき５０
円の割引券を進呈させて頂きます。

あさひだるま　一里山店 飲食店 刈谷市一里山町伐払41-5 0566-35-1600 火曜日

(株)イシカワ 寝具、大型専門店 刈谷市西境町前山48 0566-36-1800 火曜日
地域振興券でお買上げの方には、２０％割引きいたしま
す。

おこのみやさん　小鉄
お好み焼・焼そば・鉄板
焼

刈谷市一里山町伐払255-2 0566-36-9216 日曜日

喫茶　珈琲丸 喫茶店 刈谷市東境町児山413-1 0566-36-4313 水曜日

コーヒー合衆国　ロビンソン 飲食業(喫茶店） 刈谷市井ヶ谷町稲葉崎28-1 0566-35-0675 水曜日
地域振興券１枚ご利用につき、５０円の金券１枚さしあげ
ます。

(有)小林農園 バーベキュー 刈谷市井ヶ谷町石根1-45 0566-35-2317
１１月～６月
（水曜日）

地域振興券でパターゴルフ場を御利用のお客様は１割
引。全日廻り放題。

小松屋呉服店 ファッション 刈谷市井ヶ谷町中切35-2 0566-36-5707 火曜日

サイクルメイト近藤
自転車、スクーター販売
修理

刈谷市東境町児山414-1 0566-36-2673
火曜日・第
３火水連休

地域振興券ご利用のお客様に、オリジナルグッズをプレゼ
ント。

佐藤クリーニング クリーニング業 刈谷市井ヶ谷町沢渡29-1 0566-36-5858 日曜日

サン・シャガール 喫茶、飲食店 刈谷市一里山町新屋敷80-2 0566-36-2078 月曜日 飲食、３０００円以上御利用の方に粗品進呈

ショッピー　やまね 食品スーパー 刈谷市東境町児山418-1 0566-36-5456 日曜日
プレミアム商品券ご利用のお客様に粗品あり、そのほか
サービス商品いっぱい有ります。

寿し和
寿し、鰻、会席、宴会70
名様迄

刈谷市井ヶ谷町久伝原27-1 0566-36-5115 水曜日
期間中、振興券利用１枚に付１０％分の次回から使える金
券を進呈！ランチにも宴会にも使えます！
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寿司豊万 寿し販売、出前 刈谷市東境町上野27 0566-36-2551 水曜日

大東石油(株) ガソリンスタンド 刈谷市東境町奥町屋35 0566-36-5016 日曜日

(株)タイヨー 建築金物 刈谷市一里山町砂山146 0566-36-2236 第四日曜日

高雄 台湾料理 刈谷市井ヶ谷町前田26-2 0566-35-0224 月曜日

タチバナ 飲食店 刈谷市一里山町金山87-9 0566-36-4727 水曜日
地域振興券でコーヒーチケットをご購入の方３,５００円のと
ころ２００円OFFの３,３００円に。

中央カラー(株) デジカメプリント・カメラ 刈谷市井ヶ谷町久伝原39-1 0566-36-8011 年中無休
地域振興券ご利用の方に、デジカメプリントLサイズ１０枚
無料券を進呈！

中国料理　つる園 中国料理店 刈谷市東境町昭山1-1 0566-36-0513 月曜日

つかさ家 飲食　らーめん 刈谷市井ヶ谷町桜島42-1 0566-36-6484 火曜日

づぼらや 飲食業 刈谷市東境町間野四郎1-2 0566-36-6040 火曜日

電氣ハルミ堂 家電販売 刈谷市井ヶ谷町久伝原3-1 0566-36-1520
火曜日・第
３水曜日

電気の事なら、何でもおまかせ下さい！まかせて安心!!パ
ナソニックの店!!振興券御利用でプレゼント進呈

登竜門 麻雀店 刈谷市東境町町屋17-2 0566-35-3835 木曜日

花裕 生花販売 刈谷市東境町登り坂21-1 0566-36-5462 なし

(有)花福 サービス業 刈谷市井ヶ谷町沼田79-5 0566-36-5328 無休
地域振興券でお買上げの方には、花の延命剤（エネフ
ロー）をプレゼントします。

日乃出軒製菓舗 和・洋菓子製造販売 刈谷市東境町児山219-2 0566-36-5382

火曜日（月
１回月、火
曜日連休
有）

地域振興券、１枚に付き、当店の銘菓・大島万十、かりや
サブレー、鴨もなかのどれかを１個プレゼント！
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美容室　らぶりい 美容 刈谷市東境町申塚67-1 0566-36-1795
火曜日、第
三月曜日

パーマ。カラー。施術のお客様に粗品を差し上げます。

瓢六庵井ヶ谷店 うどん店 刈谷市井ヶ谷町青木31 0566-36-9794 なし

ふじまつ不動産 不動産業 刈谷市東境町大池35-1 0566-36-6482 なし

ヘアーメイク　やまかわ 美容業 刈谷市東境町住吉75-3 0566-36-5747
月曜日・火
曜日

ポイントをためると、１０００円返金のシステムがあります。
お待ちしています。

纒寿司 すし 刈谷市東境町住吉1-3 0566-36-1866
水曜日・第
三火曜日

マリリン 婦人服販売 刈谷市東境町登り坂130 0566-36-5069 日曜日

和風キッチン　蔵 飲食店 刈谷市東境町登り坂21-1 0566-36-4802 火曜日

えびせんべいの里
南知多特産のえびせん
べいの販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-62-7070 年中無休

虎屋ういろ 伊勢ういろの販売 刈谷ハイウェイオアシス内 0566-35-1610 年中無休

ヤマサちくわ
豊橋名産ヤマサのちく
わの販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-6088 年中無休

たこやき　クゥ たこやき等の販売 刈谷ハイウェイオアシス内 0566-35-1180 年中無休

尾張大すき屋
イカの姿焼き、大判焼き
の販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-6555 年中無休

サークルK
24時間営業のコンビニ
エンスストア

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-8700 年中無休

カフェ・ド・クリエ コーヒー、軽食の販売 刈谷ハイウェイオアシス内 0566-62-7238 年中無休
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未来風伝フーズ 各種干物の販売 刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-6308 年中無休

真珠漬本舗
はまぐり、ほたて等の佃
煮・珍味の販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-35-0903 年中無休

ウァン 豚まんの販売 刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-5668 年中無休

芋きんつば黒船
芋きんつば、モッフルの
販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-2021 年中無休

ラーメン横綱
豚骨醤油味のラーメン
飲食店

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-62-7337 年中無休

サーティワンアイスクリーム
サーティワンアイスク
リームの販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-7631 年中無休

ザ・めしや 和食メニューの食事店 刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-1581 年中無休

デリカ
惣菜、ジュース、ソフトク
リーム販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-3122 年中無休

天然温泉かきつばた
天然温泉入浴施設の運
営

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-35-5768 毎月15日

観覧車：泉陽興業㈱
高さ60ｍの観覧車の運
営

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-35-1134 年中無休

おあしすファーム 飲食みやげ販売 刈谷ハイウェイオアシス内 0566-35-0211 1/1～1/3

おみやげコーナー
名古屋銘菓を中心に東
海地区の銘品の販売

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-35-0211 年中無休

名鉄レストハウス
上りパーキングエリアの
食事・土産販売店

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-36-8186 年中無休

近鉄レストハウス
下りパーキングエリアの
食事・土産販売店

刈谷ハイウェイオアシス内 0566-62-7741 年中無休
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(株)スギ薬局　井ヶ谷店 小売業 刈谷市井ヶ谷町前田28 0566-35-1722 無

タイヤランド刈谷北 タイヤ販売、車検、鈑金 刈谷市井ヶ谷町久伝原60 0566-36-8272 無し
地域振興券1,000円でもご利用の方は、タイヤハメカエバ
ランス工賃（4,000円相当）が無料!!

ピアゴ井ヶ谷店 総合小売業 刈谷市井ヶ谷町下前田35-1 0566-36-7011 5/13、6/10

あーる工房　井ヶ谷店
洋服リフォーム、クツ、
バック修理

ピアゴ井ヶ谷店内 0566-36-1645 5/13、6/10

セリア　生活用品　ピアゴ井ヶ谷店 小売業 ピアゴ井ヶ谷店内 0566-36-3324 5/13、6/10

蛸焼工房　井ヶ谷店 飲食業 ピアゴ井ヶ谷店内 0566-36-7727 5/13、6/10

東国屋　井ヶ谷店 婦人衣料販売 ピアゴ井ヶ谷店内 0566-36-9378 5/13、6/10

パレットプラザ　ピアゴ井ヶ谷店 写真の現像、焼付 ピアゴ井ヶ谷店内 0566-36-3674 5/13、6/10

マクドナルド井ヶ谷ピアゴ店 飲食（ファストフード） ピアゴ井ヶ谷店内 0566-62-7351 5/13、6/10

(株)モデル社 クリーニング ピアゴ井ヶ谷店内 0566-36-9386 5/13、6/10

ヘアーショップクルソン 美容業 刈谷市今岡町宮丘52 0566-36-8922
毎週月曜、
第１・第２・
第３火曜

地域振興券をご利用のお客様、先着５０名様に粗品プレ
ゼント！

ホームセンター　コーナン　刈谷井ヶ谷店 ホームセンター 刈谷市井ヶ谷町前田57-1 0566-35-1333 なし

エイデン　コンプマート刈谷 情報商品販売専門店 ロックタウン刈谷内 0566-26-1511 5/13

マックスバリュ刈谷店 一般小売業 ロックタウン刈谷内 0566-36-4220 年中無休
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ミスタードーナツ　ロックタウン刈谷店 飲食 ロックタウン刈谷内 0566-62-7590 年中無休

宮脇書店刈谷店 書店 ロックタウン刈谷内 0566-61-9151 なし

メガマート刈谷店 一般小売業 ロックタウン刈谷内 0566-36-1411 年中無休

泉屋うなぎ店 飲食業 刈谷市今川町中矢戸37-3 0566-36-0832 不定休

(株)今久 酒類販売業 刈谷市今川町田地池126-1 0566-36-0355 日曜日

岡本石油店 ガソリンスタンド 刈谷市泉田町割田70-1 0566-22-1321 日曜日

川上写真館 写真業 刈谷市今川町上池73-2 0566-36-2052 火曜日

生鮮スーパーグリンピア富士松店 スーパー 刈谷市今川町山ノ端３番地 0566-36-3223 木曜日

ツカモト薬局 薬局 刈谷市今川町1-106 0566-36-0226 火曜日
地域振興券でお買上げの方には、エスカップ栄養ドリンク
を皆様にプレゼントいたします！

みや古寿司 寿司・和食の店 刈谷市泉田町城前140-2 0566-21-2807 月曜日
地域振興券でお食事された方には、大将のおすすめ握り
１個サービス。ご注文時にお伝え下さい。

ラーメン横綱刈谷店 飲食店(ラーメン) 刈谷市今川町花池194 0566-36-4527 無休

Ajian Resort Bar Long Beach 飲み物、お食事 刈谷市一ツ木町2-6-6 0566-28-0154 水曜日
１８時以降にご利用の方、手作りｓｗｅｅｔｓサービス！！か
りがね発展会期間限定Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

(株)ＮＴＰカーモスト 車 刈谷市築地町1-9-5 0566-22-1221 水曜日
振興券ご利用でお車お買上げのお客様には、ガソリン満
タンでお納めさせていただきます。Ｗプレ！参照Ｐ１１

(有)えび善 海老料理 刈谷市恩田町4-154-1 0566-23-4657 年中無休
ランチタイムはドリンクサービス！！昼夜ごはん大盛無
料。Ｗプレ！参照Ｐ１１
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大蔵屋かりがね店 お好み焼き 刈谷市一ツ木町1-8-7 0566-25-1110 水曜日
地域振興券でお食事された方全員にアイスクリームサー
ビス！！

(有)オオノヤ 自転車販売、修理 刈谷市一ツ木町4-2-21 0566-22-3183
火曜日、第
三火曜日・
水曜日連休

かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

おかし工房パンドラ おかし工房 刈谷市築地町1-5-4 0566-25-3012 土・日・祝日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

カフェ　しーがる コーヒー専門店 刈谷市築地町2-2-4 0566-24-2046 不定休
地域振興券でコーヒー豆をお買い上げのお客様には、通
常１００ｇ３５０円を２５０円で販売いたします。Ｗプレゼン
ト！参照Ｐ１１

川本健康カイロ カイロプラクティック 刈谷市築地町1-4-1 0566-27-1222 日曜日
さらにお得なプレミアム回数券もご用意しております。　Ｗ
プレ！参照Ｐ１１

きさん
手打そば・いもかわうど
ん

刈谷市一ツ木町7-14-1 0566-27-8537 木曜日
地域振興券でお支払いは、おつり分を次回からきさんで使
える金券でお返しします。Ｗプレ！参照Ｐ１１

京都北山きつね坂たこ焼き屋 たこ焼き屋 刈谷市築地町2-14 090-9910-2678 水曜日
只今大人気一度食べたらやめられない！！たこせん１枚
１００円たこ焼き１皿４５０円。　Ｗプレ！参照Ｐ１１

グリンピアかりがね店 スーパー(生鮮食材) 刈谷市築地町2-1-4 0566-24-3600 木曜日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

”ＫＥＥ’Ｓ”コーポレーション 車、マリン 刈谷市築地町1-7-3 0566-27-2139
月曜・第２
日曜日

地域振興券で車お買い上げの方には、ジャンケンして勝
てば３万から５万円引きさせていただきます。Ｗプレ！参
照Ｐ１１

(株)コーシンホーム ベランダ、テラス 刈谷市築地町1-7-5 0566-24-2337 水曜日
地域振興券でお支払いの方には｢ガーデングッズ」をプレ
ゼントします。Ｗプレ！参照Ｐ１１

(株)近藤造園 園芸・造園 刈谷市築地町5-6-2 0566-21-3970 水曜日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

サイクルランド　ジパング 自転車、クリーニング 刈谷市築地町2-13-14 0566-28-5166 水曜日
当店で自転車をお買上げいただくと半年間パンク修理が
無料になります。※条件があります。Ｗプレ　参照Ｐ１１

三徳 お食事処 刈谷市恩田町3-153-10 0566-25-6068
水曜・第二
火曜日

地域振興券で１５００円以上のコース料理　注文の方に
生ビールかドリンク　サービス　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

シミズヤ築地店
学生衣料、洋服、カジュ
アル

刈谷市築地町1-7-7 0566-21-4318 火曜日
ウェットティッシュ又はノック式ボールペン又はポイント１
点。プラスかりがね発展会Wプレ！参照Ｐ１１
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刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

じゃんご刈谷一ツ木店 パスタ、デザート 刈谷市一ツ木町4-5-14 0566-27-8828
最後の水曜
日

かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

ジュエリーブティックセントラル 宝石(ファッション） 刈谷市築地町2-12-12 0566-24-1520 水曜日
地域振興券をご利用の方には、ネックレスの修理（パール
の糸替も含む）指輪のサイズ直し代も通常の半額！参照
Ｐ１１

上々はなれ 和食料理店 刈谷市築地町1-5-4 0566-28-5797 無休
振興券ご利用のお客様でおもてなし御膳(１９８０円)をご注
文の方デザートをサービスします（平日のみ）Ｗプレ！参
照Ｐ１１

(株)ショップスギウラ　サークルＫ刈谷かり
がね店

コンビニエンスストア 刈谷市築地町3-25-6 0566-22-3451 年中無休 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

寿司広 寿司、和食 刈谷市築地町3-31-13 0566-23-4356 月曜日
地域振興券でお買い上げの方には、ボックスティッシュ１
箱差し上げます。Ｗプレ！参照Ｐ１１

総本家備長扇屋刈谷築地店 焼き鳥 刈谷市築地町2-12-9 0566-63-2722 無休
焼鳥は１本84円～！宴会コースは飲放題付でなんと２１０
０円～超お得です！！宴会するなら扇屋で！Ｗプレ！Ｐ１
１参照

(株)タイヤ館刈谷 タイヤ専門店 刈谷市一ツ木町3-10-5 0566-26-7200 水曜日
プレミアム商品券ご利用１枚につきBOXティッシュ１箱プレ
ゼント。　Ｗプレ！参照Ｐ１１

タケ馬 とんかつ 刈谷市築地町2-1-2 0566-22-7949
水曜日・第
三火・水曜
日

かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

(株)中京カメラ 写真、カメラ 刈谷市矢場町5-201 0566-27-5811 木曜日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

トーヨーインテリア
カーテン、ジュータン、ブ
ラインド

刈谷市青山町1-151-3 0566-22-2340 火曜日
振興券ご利用の方には当店オリジナルマット先着２０名様
にプレゼント！　Ｗプレ！参照Ｐ１１

TOP　HAIR　Avenue 美容室 刈谷市築地町2-13-12 0566-28-6611 月曜日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

(有)ともえ寿司 おすし、和食 刈谷市築地町1-17-4 0566-22-3702 水曜日
地域振興券で御食事された方には、ソフトドリンク１杯
サービス。　Ｗプレ！参照Ｐ１１

(株)トヨタレンタリース名古屋刈谷恩田店 車のレンタル 刈谷市築地町1-4-7 0566-23-0300 なし かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

(株)中村モータース 自動車整備業 刈谷市恩田町3-154-7 0566-21-2351 日・祝日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１



お店の名前 業種 お店の住所 電話番号 休日 特典の詳細

刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

葱しゃぶ海鮮　一道 しゃぶしゃぶ海鮮 刈谷市築地町1-5-3 0566-27-2552 無休
地域振興券ご利用のお客様には、１０％OFF！・他のサー
ビス及びサービス券・クレジットの併用は不可　参照Ｐ１１

美容室　マシェリ 美容室 刈谷市築地町2-11-1 0566-24-3121 日・月曜日
地域振興券でお支払いの方に、５００円のトリートメントを
サービスいたします。Ｗプレ！参照Ｐ１１

不二家FC　刈谷築地店 ケーキ、喫茶 刈谷市築地町2-1-5 0566-25-0405 年中無休
ティーサロンでも御利用頂けます。モーニング、ランチ
サービス実施中！！　Ｗプレ！参照Ｐ１１

BOOK　OFF　かりがね店 古本、ＣＤ、ゲーム 刈谷市築地町1-3-5 0566-22-5015 年中無休 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

モスバーガー　刈谷かりがね店 ハンバーガー 刈谷市築地町2-1-6 0566-24-0308 なし かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

八州(やしま) お酒、お食事 刈谷市築地町2-16-4 0566-22-0592 不定休 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

ライオンズ旅行企画 旅行業 刈谷市築地町1-10-1 0566-28-5590 日曜・祝日
地域振興券でご旅行ご予約のお客様には、次回使える１
０００円ＯＦＦ券をプレゼント！Ｗプレ参照Ｐ１１

ライフケアー 自然食品販売 刈谷市築地町2-22-2 0566-25-2761 月、土、日
５００円お買上げ毎１ポイント。合わせて５０ポイントで５００
円の商品を進呈。Ｗプレ！参照Ｐ１１

ラクーン
レディース・学生衣料・ク
リーニング

刈谷市一ツ木町東小定野20
番地

0566-27-0150 火曜日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

ラ クレープリー クレープ 刈谷市築地町2-12-10 0566-28-4766
火曜日・第
１水曜日

ディナーコースをお召し上がりのお客様、プレミアム商品
券１枚につき５０円OFF。　Ｗプレ！参照Ｐ１１

理容室いとう工房 理容室 刈谷市築地町3-20-11 0566-22-0974 月・火曜日 かりがね発展会期間限定　Ｗプレゼント！参照Ｐ１１

レストランバー　TAMTAM ジャマイカレストラン 刈谷市一ツ木町1-1-11 0566-29-3344 火曜日
南国の雰囲気で食事が出来る店タムタムでは、地域振興
券でお支払いの方には、レジにて５％割引き致します！参
照Ｐ１１

笑うぎょーざ屋 ぎょうざ 刈谷市築地町2-13-14 0566-83-1060 火曜日
月木曜３時～５時秘密の餃子工場にて生餃子1500円分が
1000円に。詳細はお電話でおたずねください。参照Ｐ１１

上新電機(株)ひとつぎ店 家電量販店 刈谷市一ツ木町3-10-4 0566-27-8611 無休
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刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

(株)スギ薬局　刈谷矢場店 小売業 刈谷市矢場町5-310 0566-63-5381 無

(株)スギ薬局　築地店 小売業 刈谷市築地町3-2-3 0566-29-2181 無

セシルフクオカ美容室 美容業 刈谷市矢場町4-120 0566-22-7132

毎週月曜
(第１は月火
連休、第３
は日月火連

洋服の青山　刈谷店
紳士スーツ、礼服、カ
ジュアル等販売

刈谷市築地町2-3-6 0566-25-7388 年中無休
地域振興券でお買い上げの方には、ハローキティオリジナ
ルグッズをプレゼント

油木米販売所 小売業 刈谷市高倉町4-612 0566-21-1280 日曜日
お米５ｋｇ以上お持ち帰りの方には、５％割引プラス刈谷
市指定ゴミ袋プレゼント！

アワーズサンワ刈谷店 家電、販売、修理、工事 刈谷市高倉町2-208 0566-23-1510 水曜日
振興券を買っていただいた事に感謝し、又振興券で買物
もしていただく事に感謝して当店は記念品を差上げます

宝石・メガネ・時計　エサカ
宝石・メガネ・時計・補聴
器

刈谷市山池町3-104 0566-21-3299 火曜日
地域振興券ご利用で、腕時計の電池交換を１ヶ５００円で
交換出来る（５００円券）を１枚プレゼント！

おかだや高津波店 うどん　そば店 刈谷市山池町4-510 0566-23-0864
火曜日夜の
み

地域振興券でのお食事の方には、当店スタンプカード２倍
押しサービスをいたします。注おつりは出ません。

カレーハウス　coco壱番屋　刈谷日高店 飲食店 刈谷市中手町3-706 0566-23-6940 定休日なし

くろーど　プレステージ 婦人服 刈谷市高津波町7-702 0566-21-0054 水曜日
地域振興券でお買い上げの方には、お直し代無料サービ
ス。又は振興券分、シール２倍サービス！！

酒の館　タマキ 酒類・米小売販売 刈谷市高倉町5-201 0566-21-0193 火曜日
店頭にて、地域振興券で５千円以上お買上げの方に、
ウーロン茶２ℓペットボトル１本をプレゼント！！

サンレジャン　刈谷店
カーテン・インテリア専
門店

刈谷市中手町3-603 0566-27-0031 なし
地域振興券でお買い上げの方には、粗品プレゼント致し
ます。

ジュエリーＢＯＸ　ムラタ 宝石、時計 刈谷市新富町4-910 0566-21-3648
毎週火、第
三月・火連
休

地域振興券で３，０００円以上お買上げの方に、粗品プレ
ゼント！

紳士服のフカミ 紳士服販売 刈谷市高倉町6-207 0566-25-2218 なし
完全閉店セール開催。地域振興券でお買い上げの方に
は、全品閉店価格にて最後のご奉仕。
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刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

スーパーヤオスズ　丸田町店 食品スーパーマーケット 刈谷市丸田町4-1-1 0566-24-0387 日曜日
地域振興券でお買上げの方に、お買上げの中の１品が１
０％引でお買上げいただけます。（但し、特売品除く）

蛸のてこ
お好み焼、たこ焼、鉄板
焼

刈谷市広小路4-208 0566-21-4255 月曜日
地域振興券で２，０００円以上お買上げの方に、いか焼１
枚プレゼント！

だる磨 飲食 刈谷市日高町2-212 0566-23-3456
5/12　6/16
7/21

地域振興券をご利用でお食事していただいたお客様に
は、だる磨特撰御優待券をプレゼントさせて頂きます。

中国料理　千早苑 飲食店（中国料理） 刈谷市新富町1-209 0566-22-5070 火曜日 地域振興券でご飲食の方にはご飲食代金５％ｏｆｆ

トータルインテリア　タケムラ 室内装飾業 刈谷市中手町2-214 0566-23-0991 火曜日
地域振興券で２万円以上カーテン・店内の品クロス・床工
事などご利用の方には５千円相当の商品をプレゼント

ドコモショップ刈谷店 携帯電話販売 刈谷市中手町6-801 0120-678-360
なし（年末年
始除く）

地域振興券でお買い上げのお客様には、ドコモダケグッズ
プレゼント！

ブックセンター名豊 小売業 刈谷市稲場町3-303 0566-21-7121 年中無休

ヤオスズ　ポケット店 スーパー 刈谷市高津波町4-504 0566-23-4666 なし
地域振興券でお買上げの方に、お買上げの中の１品が１
０％引でお買上げ頂けます。（但し、広告の品は除く）

永楽屋浅井 製菓製造販売 刈谷市原崎町6-701 0566-23-0666
毎週月曜
日、第２・第
４火曜日

(株)エルシティ
不動産賃貸業(デベロッ
パー業)

刈谷市高倉町2-601 0566-23-6340 年中無休

イトーヨーカ堂刈谷店 総合スーパー 刈谷市高倉町2-601 0566-23-6311 無し

カーマホームセンター刈谷店 ホームセンター 刈谷市日高町4-101 0566-22-0012 年中無休

刈谷製麺所 うどん屋 刈谷市高倉町1-205 0566-91-0633 正月

グッドウィル刈谷店 小売業 刈谷市高倉町3-508 0566-62-6811 無
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佐藤佛壇店 仏壇製造販売 刈谷市稲場町3-503 0566-22-2607 不定休
地域振興券でお買い上げの方には、消費税分値引きいた
します。　お買得品多数！　是非お立ち寄り下さい。

しゃぶしゃぶ亭　濱ふうふう刈谷店 しゃぶしゃぶ 刈谷市宝町3-1-8 0566-28-5546 年中無休
地域振興券でご利用の方には、ドリンクバーをグループの
方全員にサービス！（最大１０名様迄となります。）

竹内襖材(株)（すまいるおまかセンター） 襖、建具 刈谷市宝町3-2-4 0566-23-3811 土、日
ふすま、障子、網戸、掛軸、屏風等の張替修理を１０％割
引、プラス干支色紙をプレゼント！

魚魚丸　刈谷店 回転寿司 刈谷市日高町4-606 0566-26-7221 無休 プレミアム商品券ご利用で、御飲食代を１０％ＯＦＦ！！

握一番　刈谷店 回転寿司 刈谷市稲場町1-111 0566-62-8088 なし
プレミアム商品券でご飲食のお客様には、商品券１枚につ
き、プレミアムソフトクリームを１つサービス!!

(株)野村自動車
自動車修理、新車中古
車販売

刈谷市重原本町5-58 0566-21-2007 日曜・祭日

パリーズベーカリー パン製造販売 刈谷市池田町2-226 0566-23-8470 日曜日

はんこ屋さん２１　刈谷日高店 印鑑・印刷販売 刈谷市日高町1-713 0566-62-6102 日曜・祝日
地域振興券で１万円以上の印鑑をお買上げのお客様に、
高級もみ皮ケースをプレゼントいたします。

ビジネスプラザオモテヤ 文具販売 刈谷市八軒町1-70-1 0566-21-3711

（5/3,4,5
8/13,14,15
1/1,2,3）他
年中無休

地域振興券でお買上げのお客様には、文具を毎日先着５
０名様にプレゼント！

へあーさろん　はまじま 理容業 刈谷市八幡町3-53 0566-22-1582
月曜日・火
曜日

本格焼肉カルビ大将刈谷店 焼肉 刈谷市新富町1-202 0566-24-1911 年中無休
地域振興券でご利用の方には、ソフトクリームをグループ
の方全員にサービス！（ご飲食の場合に限ります。）

マツヤデンキ刈谷店 家電販売 刈谷市中手町1-112 0566-23-5353 不定休

ヨーロッパのおもちゃ　木のおもちゃと絵本
のカルテット

小売業 刈谷市高倉町2-508 0566-28-3933
日曜日、火
曜日

地域振興券ご利用で絵本の中から飛び出した、かわいい
ポストカードを毎日先着５名様にプレゼント！

リトルアイランド まんが喫茶 刈谷市神明町7-68 0566-21-8584 年中無休
地域振興券で御利用のお客様は、ポイント券のスタンプ２
倍押します！
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ワタデン小山店 寝具の小売り 刈谷市丸田町5-27 0566-22-3199 毎週火曜日

居酒屋あお喜 飲食店 刈谷市南桜町2-47 0566-21-1109 日曜日
地域振興券利用で御来店のお客様に、おつまみ付の生
ビール一杯御提供致します。

居酒屋　ひふみ 飲食業 刈谷市南桜町2-48 0566-23-2488 日曜日

大蔵屋　本店
お好み・もんじゃ・鉄板
焼

刈谷市桜町2-26 0566-27-2555 日曜日

おかだや　桜町本店 うどん　そば店 刈谷市桜町2-55 0566-21-1053 火曜日
地域振興券でのお食事の方には、当店スタンプカード2倍
押しサービスをいたします。注おつりは出ません。

かきくけコマダ 婦人洋品店 刈谷市南桜町2-52 0566-23-8494 水曜日
振興券でお買上げの方に、日よけアームカバーもしくは五
本指ソックスをプレゼント！！

カフェ・シーギリヤ 飲食店 刈谷市桜町1-50-2 0566-25-7455 日曜日
スリランカ料理と本格スパイシーカレーの店。ランチは食
後のドリンク、ディナーでは1ドリンクをサービス!

季節料理　べん作 和食、居酒屋 刈谷市桜町1-14 0566-22-0343 日曜日
各種御宴会承ります。振興券御使用のむね、オーダー時
に言っていただくと一品サービスします。（夜のみ）

京炉ばた八兆 居酒屋 刈谷市相生町2-20 0566-27-7118 日曜
地域振興券でお支払いのお客様には次回ご利用可能なド
リンク一杯サービス券を発行させていただきます。

蔵之蔵　下町鉄板台所
お好み・もんじゃ・鉄板
焼

刈谷市相生町3-9-1 0566-91-2211 不定休

(株)三陽商会
事務用品・ＯＡ機器・オ
フィス家具販売

刈谷市相生町2-41 0566-21-0008 土・日曜日

中国料理　香楽本店 中国料理店 刈谷市桜町1-19 0566-21-0491 月曜日
「麺点師」（点心を専門につくるコックさん）が作る点心を一
品サービス！ご注文時に振興券をご提示下さい。

とんかつ　三好弥(刈谷店) 飲食業 刈谷市桜町2-44-2 0566-21-1072 月曜日
ご来店のお客様で振興券利用でフルーツサービス致しま
す。初めに振興券利用をおつたえ下さい。

成田眼鏡店 眼鏡販売 刈谷市桜町1-37 0566-21-7119 火曜日
地域振興券で、眼鏡一式購入者に、当店の逸品である、
ふきふきマスコット（メガネ拭き）をプレゼント！！
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(株)ニワ商店 八百屋 刈谷市南桜町2-39 0566-24-0123 日曜日
地域振興券で千円以上お買上げのお客様に、たまご2Lサ
イズ１パックを８０円で1パック限り販売いたします

(株)マイプランツーリスト 旅行業
刈谷市桜町2-1-1　イトウビル
２Ｆ

0566-25-7117 日曜、祝日

名鉄観光サービス(株)刈谷支店 旅行業 刈谷市相生町2-10-2 0566-21-1333 日曜・祝日

焼肉飯店　長春 焼肉 刈谷市若松町1-7 0566-24-1123 年中無休

芳乃家あかり 飲食店 刈谷市桜町1-46 0566-22-7556 月曜日
地域振興券３，０００円以上、ご飲食された場合、１ドリンク
サービスさせていただきます。

RESTAURANT　CLARET 飲食業
刈谷市相生町2-31　刈谷プラ
ザホテル2F

0566-24-6646 日曜日
地域振興券でお食事された方には、自慢のシフォンケー
キをデザートでサービス！！

ロコテラス カフェ＆レストラン 刈谷市相生町2-8 0566-22-8155 無休
振興券１０枚ご利用でまんぷくセット（ロコモコ＋ドリンク）
を無料！1枚で１ドリンクサービス致します。

アガタふとん店 寝具製造販売 刈谷市南桜町1-63 0566-22-2981 火、祝日
地域振興券でお買い上げの方には、消費税サービス。さ
らに１万円以上お買い上げの方には、1000円OFF

アピタ刈谷店 総合小売業 刈谷市南桜町2-56-1 0566-22-2121 年中無休

オリビア 婦人服販売 アピタ刈谷店内 0566-29-5226 年中無休

海転寿司丸忠アピタ刈谷 寿司販売業 アピタ刈谷店内 0566-29-5220 年中無休

キクチメガネ　アピタ刈谷店 小売り(メガネ、補聴器) アピタ刈谷店内 0566-23-8083 年中無休

きもののさが美　アピタ刈谷店 呉服販売 アピタ刈谷店内 0566-26-5680 年中無休

ギャルフィット レディース衣料小売業 アピタ刈谷店内 0566-62-6651 年中無休
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くまざわ書店刈谷店 書籍販売 アピタ刈谷店内 0566-29-5221 年中無休

グレース 婦人服販売 アピタ刈谷店内 0566-25-3644 年中無休

(株)ＫＮＴツーリスト　アピタ刈谷営業所 旅行業 アピタ刈谷店内 0566-21-8191 年中無休

コレット　ムカイ アクセサリー服飾小売 アピタ刈谷店内 0566-29-5241 年中無休

サーティワンアイスクリーム　アピタ刈谷店 アイスクリーム販売 アピタ刈谷店内 0566-22-2131 年中無休

ジーンズショップヤマト　アピタ刈谷店 衣料品小売業 アピタ刈谷店内 0566-62-6667 年中無休
地域振興券￥３，０００以上ご利用でもれなくオリジナルエ
コバッグをプレゼントいたします。

ジュアン 婦人衣料販売 アピタ刈谷店内 0566-62-6634 年中無休

Ｊｕｉｃｙ　ｗｅａｒ
ランジェリー、ナイティ、
ソックス販売

アピタ刈谷店内 0566-28-5581 年中無休

茶喜利園刈谷店 茶等小売業 アピタ刈谷店内 0566-23-3307 年中無休
地域振興券ご利用のお客様に限り、ソフトクリーム１００円
引き！＜レギュラーサイズに限る。割引時は除く＞

道頓堀くくる刈谷店 飲食業 アピタ刈谷店内 0566-29-5258 年中無休

ハートアップ　アピタ刈谷店
メガネ、コンタクトレンズ
販売

アピタ刈谷店内 0566-22-4123 年中無休
地域振興券にてメガネ一式（最薄・遠近標準レンズ付）９，
４５０円（税込）以上お買い上げで１０％ＯＦＦ！

(株)パレモ　インセンス刈谷店 バック、服飾販売 アピタ刈谷店内 0566-62-6631 年中無休

(株)パレモ　シーべレット刈谷店 バラエティー雑貨販売 アピタ刈谷店内 0566-62-6650 年中無休

Ｐ＆Ａキッズ 子供服販売 アピタ刈谷店内 0566-29-5232 年中無休
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美容室レイシス 美容室 アピタ刈谷店内 0566-62-6625 年中無休
地域振興券をご利用の方にはオリジナルシャンプーをプ
レゼント

ブランドオフ　アピタ刈谷店
ブランドリサイクル品、
買取・販売

アピタ刈谷店内 0566-28-7003 年中無休
地域振興券ご使用でお買い上げの方には、もれなくブラン
ドクラブポイント２倍進呈！新規メンバー様大歓迎！

マクドナルド刈谷アピタ店
ハンバーガー製造、販
売

アピタ刈谷店内 0566-61-2801 年中無休

ミスタードーナツ　アピタ刈谷店 飲食業 アピタ刈谷店内 0566-62-6633 年中無休

ミルフローラ 宝飾販売 アピタ刈谷店内 0566-62-6660 年中無休

ライムストーン・ジニー
婦人服＆大きいサイズ
の服、販売

アピタ刈谷店内 0566-62-6121 年中無休

ル・メルシー 宝石・貴金属の販売 アピタ刈谷店内 0566-25-0033 年中無休
地域振興券でお買い上げの方１０％ＯＦＦ！（一部除外品
有り）

ジェイアール東海ツアーズ刈谷支店 旅行業 刈谷市桜町1-55 0566-22-7868 日・祝日

大興タクシー(株) 旅客運送事業 刈谷市神田町1-57
0566-21-3418
（本社21-3419）

無休

バロー刈谷店 小売業 刈谷市若松町2-101 0566-63-5777 年中無休

水野畳店 畳製造販売 刈谷市桜町2-59 0566-21-0968 日曜日
見本を持って見積もりだから安心。プレミアム商品券御利
用の方にはミニ置き畳プレゼント。

(株)伊藤宝石店 宝石、時計 刈谷市広小路4-209 0566-21-3124 火曜日

駅前１２３堂 カメラ・デジタルプリント 刈谷市広小路3-615 0566-21-1695 火曜日
地域振興券でお買い上げの方、証明写真３枚１組、６００
円、追加１枚２００円、パスポートサイズもOKです

カットヴィレッジ　ナイトウ 理容業 刈谷市広小路3-608 0566-21-2028
月曜日・火
曜日
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ギャルリ　ディマージュ　画廊 画廊 刈谷市広小路3-605 0566-24-2291 月曜日
地域振興券でお買い上げの方には、商品５％引き、さらに
コーヒー(お菓子付)サービス！

クチュール　ヒラキヤ 婦人服 刈谷市広小路4-209 0566-21-3673
火曜日・第
３月曜日

地域振興券でお買い上げの方には、粗品プレゼント！

鈴木乳母車店 乳母車、雑貨 刈谷市広小路4-211 0566-21-3931 火曜日

(株)鈴木住設 ガス業 刈谷市広小路3-208 0566-21-0887
日曜日・祝
日

創作ダイニング　ごん吉 飲食業（居酒屋） 刈谷市広小路4-203 0566-24-0993 月曜日

ダルマ電機商会 家電品販売修理 刈谷市広小路3-204 0566-21-0563
火曜日・第
３水曜日

(資)冨士洋服店 婦人服販売 刈谷市広小路4-211 0566-21-4395
火曜日・水
曜日

マツイ美容院 美容室 刈谷市広小路3-310 0566-24-0526
月曜日・火
曜日

(有)三河屋 乾物 刈谷市広小路4-211 0566-21-3522 火曜日

明文堂書店 書店 刈谷市広小路4-209 0566-21-0137 年中無休
地域振興券でお買い上げの方には、クリアファイルを毎日
先着５０名様にプレゼント！

(株)サンバレー 小売業、旅行業
刈谷市広小路4-15　ｓｋｍビル
3F

0566-25-2211 毎週土・日

アンティーク家具　クレマチス 西洋アンティーク 刈谷市桜町2-21 0566-21-1851
日曜日・月
曜日

地域振興券で１万円以上お買い上げのお客様先着５０名
様にドイツから直輸入のレースをプレゼント致します。

いづ味泉楽 飲食業 刈谷市桜町4-17 0566-23-7006 日曜日

カトレア 化粧品 刈谷市桜町5-4 0566-21-7470 火曜日
地域振興券で３０００円以上お買い上げの方にサンプル
セット＋カードケースプレゼント！！
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靴の和光堂
靴小売、クリーニング取
次

刈谷市桜町5-31 0566-21-4918 火曜日

酒のはとや
清酒、ビール、ワイン等
販売

刈谷市桜町5-5 0566-24-1065 日曜日

鈴木屋食堂 飲食店 刈谷市桜町1-31 0566-21-1236 日曜日 地域振興券１０００円以上御利用の方に、粗品進呈。

鳥茂商店 精肉業 刈谷市桜町5-3 0566-23-3211 日曜日

ヘアーサロン伊藤理容本店 理容 刈谷市桜町5-1 0566-21-1709
火曜日・最
終以外の月
曜日

振興券利用の方はヘッドスパ無料サービス（希望者のみ）

メンズショップ ケネデイ 洋服、洋品 刈谷市桜町3-29 0566-21-1774 なし
地域振興券で２０００円以上お買上げの方に無地Tシャツ
を差上げます。

和牛石アミ焼　いわ園 飲食業（焼肉店） 刈谷市桜町2-21 0566-22-5620 火曜日

味の屋 飲食業 刈谷市東陽町3-72-1 0566-21-7115 日曜日

(株)いとう観光社 旅行業 刈谷市東陽町3-8 0566-21-4848 年中無休
地域振興券で海外旅行・国内旅行にお申込みの方には季
節のフルーツプレゼント。（国内切符のみの方は除く）

いろは雀 和洋菓子 刈谷市東陽町3-29 0566-21-1431 日曜日

えんや 居酒屋 刈谷市東陽町2-4 0566-22-4408
第２、第４
月曜日

東陽町で”TOKOTON”飲もう！！振興券プレミアム価格
で、お通し代無料＆１０％OFF。

御菓子司両口屋 菓子製造販売 刈谷市東陽町3-46 0566-21-1679 火曜日
地域振興券でお買い上げの方には、１枚で茶菓佐喜知庵
１枚プレゼント！

特定非営利活動法人　かた～ら 飲食店 刈谷市東陽町3-30 0566-21-0058 土・日・祭日

刈谷交通(株) タクシー 刈谷市東陽町1-29 0566-21-4503 年中無休
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幸ずし すし店 刈谷市東陽町2-22 0566-21-0316 日曜・祝日

コヲノ薬店 くすり、化粧品 刈谷市東陽町3-23 0566-21-2037 なし

ジュエリー佐野 時計、宝石、結納品 刈谷市東陽町3-36 0566-21-2102 火曜日
地域振興券でお買い上げの方には、１０％割引きを追加
サービスします。

男子専科の店　カミヤ洋品店 洋品店 刈谷市東陽町2-9 0566-21-1506 火曜日
在庫のスーツに限り３０％～５０％値引き処分いたします、
その他の商品は１０％値引きサービス致します。

永田商会 CDショップ 刈谷市東陽町3-33 0566-21-3561 無休
地域振興券でお買い上げの方には消費税をサービス致し
ます。

浜美屋商店 たばこ・お菓子販売 刈谷市東陽町3-5 0566-21-0577 日曜日

びようしつ変身屋 美容室 刈谷市東陽町3-40 0566-24-0694 月曜日
ミスサーラ縮毛矯正(ｶｯﾄ込)￥18,900→￥10,000。２名以
上で来店の方に牛丼弁当プレゼント。ロングの方は＋
￥1,000。

ひろさんラーメン ラーメン屋 刈谷市東陽町3-41 0566-29-1173 なし

フルーツとかご盛の店　カネ新 果実店 刈谷市東陽町3-6 0566-21-0868 日、祝日

丸保茶店 茶販売業 刈谷市東陽町3-32 0566-21-0561 無休
地域振興券で１０００円以上お買い上げの方には、茶菓子
１袋を進呈いたします。

横井餅 菓子製造 刈谷市東陽町3-46 0566-21-2873 月曜日

リラクゼーションスペース　アリュール 整体・リラクゼーション 刈谷市東陽町3-30 090-9906-2562
お問合せ下
さい

渡辺指圧院 整体・指圧 刈谷市東陽町3-30 090-1566-9688 日曜・祝日

おおたけクリーニング クリーニング業 刈谷市新栄町6-201 0566-21-0805 日曜日
プレミアム商品券を１０００円以上ご利用されると１００円分
のクリーニングチケットをプレゼント♪
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亀城飯店 中国料理 刈谷市新栄町3-201 0566-22-5534
月曜日・第
三火曜日

喫茶チャオ 飲食業 刈谷市新栄町5-56-1 0566-23-1327 火曜日

呉服　きぬや 呉服、和装小物 刈谷市新栄町6-50 0566-24-0833
火曜日・水
曜日

地域振興券で１万円以上お買上げの方には、１０％
OFF！

三徳園 茶・茶花道具販売 刈谷市広小路1-304 0566-21-0630
第一・第三
火曜日

シューブティック　ハラダ シューズ＆バッグ 刈谷市広小路2-37-2 0566-21-1777 火曜日

(有)杉浦金物店 金物小売販売 刈谷市新栄町1-45 0566-21-0187 日曜日

(株)杉浦佛壇店 佛壇佛具製造・販売 刈谷市新栄町2-28 0566-21-0855
第２、第４火
曜日

地域振興券でお買い上げにつき、アイリスシール又はポイ
ント２倍サービス！

鮨の平八 すし、刺身、一品料理 刈谷市新栄町3-28 0566-27-0955
水曜日・第
２火曜日

地域振興券ご利用の方には、もれなく大将おまかせチョッ
ピリプレゼント進呈！！（ランチは除く）

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

タカキ理容 理容業 刈谷市新栄町1-43 0566-21-0070 毎週月・火

とんかつ瓦屋 飲食店（とんかつ） 刈谷市新栄町7-85 0566-27-4066 年中無休

(有)花権 生花、小売、葬祭業 刈谷市寺横町1-60-5 0566-24-1127 日曜日
アイリスクラブ入会金にも使えます。この機会にもしもの為
にご入会下さい。

(株)富士萬 酒類販売 刈谷市新栄町1-13 0566-24-0389 日曜日

まい・りふれ
全身マッサージ・アロマ
販売

刈谷市新栄町2-1-1（商工会
議所向かい）

090-1234-3373
月曜日・火
曜日

初回ご予約・ご来店で基本コース３０分２６００円、５０分４
３００円！他コースも割引有。詳しくは電話にて



お店の名前 業種 お店の住所 電話番号 休日 特典の詳細

刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

丸金砂糖店 食品、衣料品販売 刈谷市新栄町2-20 0566-21-0620 日曜日 地域振興券でお買い上げの方に粗品進呈！

マルスギ スクール衣料 刈谷市新栄町7-17 0566-21-0818 火曜日

マルヤ電機商会 家電販売、修理 刈谷市新栄町6-3 0566-21-1477 火曜日

メガネ工房ＡＺ 眼鏡販売
刈谷市新栄町5-3-2　藤井ビ
ル１Ｆ

0566-24-4138 年中無休
地域振興券でメガネ一式１５０００円以上ご購入の方、２０
００円を割引致します。※他券併用不可。

鈴木米穀店 米穀販売 刈谷市広小路1-21 0566-21-1083 日曜日

(有)永楽屋 菓子製造販売業 刈谷市銀座4-80 0566-21-0096 日曜日

(株)シミズヤ 衣料品小売 刈谷市広小路7-13 0566-24-0917 火曜日

そば新 飲食業 刈谷市銀座5-77 0566-21-0832 火・水曜日

フードショップ八百市 青果業 刈谷市司町2-41 0566-21-0837 日曜日

(有)フォトスタジオヒフミ 写真撮影業 刈谷市広小路5-1-7 0566-21-0836 火曜日
写真撮影で、１８９００円以上お買上げの方には、オリジナ
ルカレンダープレゼント！

メガネの久野 眼鏡販売 刈谷市広小路5-1-5 0566-21-0018 火曜日
地域振興券を利用して頂き２万円以上お買い上げの方に
は、オリジナルトレシーをプレゼントさせて頂きます。

アンティーク・雑貨　スモールモール アンティーク・雑貨販売 刈谷市広小路5-62-2 0566-61-2150
日曜・月曜
日

地域振興券でお買い上げの方には、商品５％OFFにて提
供。

(株)市川呉服店 呉服小売業 刈谷市広小路5-25 0566-21-5050 水曜日
刈谷地域振興券でお買い上げの方には、振興券ご使用
分の１０％引サービスをいたします。

市川商事(株) 商事業 刈谷市広小路5-59-9 0566-22-2112 無休
刈谷地域振興券でお買い上げの方には、振興券ご使用
分の１０％引サービスをいたします。
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(株)岡本薬局
医薬品・化粧品・漢方薬
販売

刈谷市銀座4-40 0566-23-0164 火曜日

(株)刈谷萬代家具本店 家具小売業 刈谷市広小路2-30 0566-23-3202 水曜日
プレミアム商品券でお買い上げの方には、５％値引き致し
ます。（チラシ記載品は別です）

木村薬局 薬局 刈谷市銀座3-54 0566-21-1323 火曜日

四季のきもの　丸見屋 呉服小売 刈谷市広小路7-8-1 0566-24-0177 木曜日
地域振興券の利用１枚につき、愛リスシール３０枚又は丸
見屋ポイント３Ｐプレゼント！※他券との併用不可

実用衣料の店　マツザキ 衣料品各種小売販売 刈谷市広小路5-11-7 0566-22-4337 火曜日
地域振興券でお買い上げのお客様には、１０パーセント値
引きさせて頂きます。

(有)ダイコクヤ
インテリア用品及び生活
雑貨の販売

刈谷市広小路5-11 0566-24-3211
月曜日・火
曜日

常川屋刈谷店 和菓子製造販売 刈谷市広小路3-12 0566-23-1237 年中無休

中本陶器店 陶器販売 刈谷市銀座4-21 0566-21-1121 火曜日

花ぐるま
生花、鉢、ブリザードフ
ラワー販売

刈谷市広小路5-19 0566-23-8245 無休
地域振興券で１０００円以上お買い上げの方に、かわいい
花苗を毎日先着２０名様にプレゼントします。

ＢＥＡＵＴＹ　ＡＩ 美容業
刈谷市広小路5-18-2　ファ
ミール刈谷101

0566-22-1581
毎週月曜
日、第４火
曜日

新規お客様に１０％割引券プレゼント！　その他のお客様
にはちょこっとプレゼント！！

ホワイト急便　秋葉神社前店 クリーニング 刈谷市銀座3-57 0566-21-0327 火曜日

(有)松屋履物店 履物類小売 刈谷市銀座3-48 0566-21-1118
月曜・火曜
日

地域振興券でお買い上げの方に、愛リスシール２倍プレ
ゼント！

丸木屋 生活雑貨 刈谷市広小路5-14 0566-21-0567 火曜日
地域振興券でお買い上げの方には、愛リスシールを毎日
２倍プレゼント！

三ツ和屋商店 小間物小売業 刈谷市銀座4-113 0566-21-1804
日曜日・火
曜日

地域振興券で１０００円以上お買い上げの方には、サービ
ス品をプレゼント！
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もめんや
生地・製品の販売と仕
立

刈谷市銀座4-22 0566-21-1302 1月1日限
当店ポイントカードに千円につき１ポイント進呈。当店の
カードは、１０ポイントで５百円の商品券になります

萬屋砂糖店 手作り和菓子材料 刈谷市広小路5-62 0566-21-0459
日曜日・第
３月曜日

当店でお買い上げの方には、５００円で１個スタンプをプレ
ゼント！

(有)レディース・スズ 婦人服小売業 刈谷市銀座4-113 0566-22-6313 火曜日
地域振興券でお買い物された方に、レディース・スズのフ
レンド・カードプレゼントします。

御菓子所　みづ乃 菓子製造販売店 刈谷市御幸町4-105 0120-07-0517 木曜日
振興券２枚以上御利用の方、みづ乃特製おいしいお菓子
１個プレゼント！

京風会席　魚平 飲食 刈谷市御幸町1-55 0566-21-0650 不定休 コース料理に、自家製生ハムを一皿サービスで追加。

小嶋屋 日用雑貨 刈谷市御幸町6-70 0566-21-0357 年中無休

外山自転車店 自転車専門店 刈谷市御幸町6-67 0566-21-4905
火曜日・第
３水曜日

地域振興券でパンク修理は１枚、その他お買い上げの方
には粗品をプレゼント。

(有)野田安 食料品スーパー 刈谷市御幸町5-401 0566-21-4769 日曜日
振興券利用お買い上げでも、当店発行のカードポイント、
もれなくポイント付きます。

吉野屋製菓舗 製菓販売 刈谷市御幸町2-46 0566-21-0861 月曜日 地域振興券でお買い上げの方には、５％値引いたします。

あさひだるま高松店 飲食業、テイクアウト 刈谷市高松町1-25 0566-22-5667 年中無休

刈谷みさき薬局 薬局 刈谷市大正町3-120 0566-22-2491 なし

(株)正音堂刈谷店 家電販売業 刈谷市高松町3-63 0566-23-1248
毎週火曜日
および第３
水曜日

(株)スギ薬局　高松店 小売業 刈谷市高松町3-48 0566-22-2577 無

たこ焼き　皓介 小売業 刈谷市御幸町3-92 0566-24-1314 年中無休
地域振興券でお買い上げの方には、次回からご利用でき
る半額券（有効期限１２／３１）をプレゼント！！
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刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

中川醸造(株)
たまりしょうゆ醸造、酒
類調味料飲料水販売

刈谷市松坂町5-77 0566-21-0421 日曜、祭日
地域振興券でお買上げの方には、たまり特選５００ｍℓプレ
ゼントします。

平井商店
米・とう精　販売配達、ク
リーニング取次

刈谷市大正町5-202 0566-21-1919 毎週日曜日

Ｖ－Ｄｒｕｇ高松店 ドラッグストア 刈谷市高松町3-7 0566-62-6777 無し 地域振興券でお買い上げの方には、サンプルプレゼント!!

愛光屋　花心亭
飲食店(日本料理、す
し、和食）

刈谷市野田町六地蔵42番地 0566-24-1543 水曜日
刈谷振興券でお食事をされた方には、サービス券をプレ
ゼント

泉屋酒店 酒類 刈谷市板倉町2-9-7 0566-22-4974 火曜日

うなぎ活魚　浜潮 飲食 刈谷市松栄町2-6-3 0566-23-2051 水曜日

割烹　天心 飲食業 刈谷市場割町2-4-4 0566-22-1988
日曜日・第
二月曜日

地域振興券でお一人様５０００円以上飲食の方に１０％還
元させて頂きます。

カムイ刈谷店 スポーツ用品販売 刈谷市場割町1-1-1 0566-22-3662 なし

キッチンよろずや 食堂 刈谷市末広町1-17-4 0566-21-9713 木曜日

(株)くるま市 自動車販売 刈谷市末広町2-3-4 0566-23-3385 木曜日
地域振興券でお買い上げの方には、エンジン内部清浄剤
１本プレゼントいたします。

権兵衛 うどん屋 刈谷市半城土町大下馬85 0566-23-1281 木曜日
地域振興券で精算した御方には、振興券１枚につき権兵
衛専用の２００円券１枚進呈いたします。

サウンドオンゲイ(株) 家電販売 刈谷市東刈谷町2-8-1 0566-24-2221 水曜日
地域振興券でテレビをお買い上げの方に、５％OFFか、高
級スタンドを進呈！

じゃんご東刈谷店 飲食 刈谷市東刈谷町1-21-14 0566-23-5104
第一・第三
水曜日

地域振興券でお支払いの方には、ガーリックトースト券を
プレゼント。

松栄印刷(株) 印刷 刈谷市松栄町2-15-9 0566-27-6667 土・日曜日
地域振興券でお買い上げの方には、松栄印刷オリジナル!
｢メモ」帳をプレゼントいたします。
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(有)正音堂東刈谷店 家電製品販売 刈谷市末広町1-17-4 0566-23-5737 火曜日
地域振興券でお買い上げの方には、壁掛け時計を先着１
０名様にプレゼント！

問屋スーパーサント 食品スーパー 刈谷市末広町3-16-14 0566-21-9211 水曜日

(有)双葉屋
総合オフィス用品、事務
用品,OA機器

刈谷市末広町3-1-13 0566-23-8085 日曜日

まどや刈谷店
ＤＰＥデジタルプリント、
カメラ販売

刈谷市東刈谷町1-21-13 0566-27-7188 年中無休

みそ膳 飲食店 刈谷市東刈谷町2-1-3 0566-22-8355 火曜日
地域振興券御利用のお客様、飲食代の１０％OFF(他の割
引券等併用はできません）

八百善カネ光商店 青果業 刈谷市野田町沖野54-10 0566-21-3138 日曜日
地域振興券でお買い上げの方は、たまご１パックサービス
します。

吉川酒店 小売業 刈谷市松栄町2-12-10 0566-24-0255 なし

アオキスーパー刈谷店 食品スーパーマーケット 刈谷市野田町北菰神37-1 0566-25-5011 ない

(株)スギ薬局　野田店 小売業 刈谷市野田町陣戸池83-8 0566-23-4158 無

天ぷら　和風料理　吉左右 飲食業 刈谷市半城土北町3-301 0566-23-4767 月曜日
地域振興券でお食事の方には、当店特製・朴葉味噌をプ
レゼント致します。

どらっぐ　ぱるはうす サービス業 刈谷市東刈谷町2-4-3 0566-27-2662 無休
地域振興券でお買い上げの方には、エステ券プレゼント。
乳液をお買い上げの方にはコットンをプレゼント!!

ドラッグユタカ東刈谷店 ドラッグストア 刈谷市末広町2-7-8 0566-28-3425 無休
地域振興券ご利用のお客様には、毎日先着３０名様に、
お楽しみサンプルセットをプレゼント致します！

ピアゴ東刈谷店 総合小売業 刈谷市松栄町2-14-17 0566-25-1151 5/13、6/10

あーる工房　東刈谷店
洋服リフォームと靴・
バッグ修理の店

ピアゴ東刈谷店内 0566-28-6535
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

地域振興券をご利用の方には、ポイントカードのスタンプ
を２倍押させていただきます。
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エンゼル　東刈谷店
たこ焼、お好み焼き等の
製造販売

ピアゴ東刈谷店内 0566-25-1136
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

地域振興券でお買上げのお客様には、Ｗポイント（２倍）を
押させていただきます。

ジュアン東刈谷店 婦人服販売 ピアゴ東刈谷店内 0566-63-5631
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

ジュエリー伊藤 宝石、時計 ピアゴ東刈谷店内 0566-25-1139
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

Seria生活良品　ピアゴ東刈谷店 100円均一 ピアゴ東刈谷店内 0566-24-5561
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ 整体　リラクゼーション ピアゴ東刈谷店内 0566-28-3498
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

地域振興券ご利用で３０分以上のコースのお客様１０分無
料延長

角岡米店 米穀業 ピアゴ東刈谷店内 0566-21-2439
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

(有)白英舎　ピアゴ東刈谷店内営業所 クリーニング ピアゴ東刈谷店内 0566-25-1148
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

地域振興券でお支払いの方は、クリーニング料金５％ＯＦ
Ｆ！　当店の会員様は１０％ＯＦＦ！！

美容室　１０００％　ピアゴ東刈谷店 美容室 ピアゴ東刈谷店内 0566-21-7600
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

MARUSUGI 婦人服、学生衣料 ピアゴ東刈谷店内 0566-25-1194
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

銘店　備前屋 銘店（食品） ピアゴ東刈谷店内 0566-23-0390
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

丹羽園 生花販売 ピアゴ東刈谷店内 0566-25-1137
ピアゴ東刈
谷店の定休
日と同じ

握一番　東刈谷店 回転寿司 刈谷市末広町2-6-8 0566-93-8686 なし
プレミアム商品券でご飲食のお客様には、商品券1枚につ
き、プレミアムソフトクリームを1つサービス!!

はじめや アジア雑貨販売 刈谷市半城土北町3-204 0566-27-2352
祝日を除く
毎週月曜日

地域振興券でお買上げの方に、タイのお香セットを期間中
先着１５０名様にプレゼント！

ハローランド刈谷店 スーパー 刈谷市東刈谷町2-4-3 0566-24-1001 年中無休
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アシュランスカーサービス 整備、修理 刈谷市半城土町大湫79-11 0566-28-3639
日曜日・祝
日

荒川屋製菓舗 菓子製造小売 刈谷市小垣江町東王地68 0566-21-0704
火曜日・第
３水曜日

地域振興券でお買い上げの方には、当店のお菓子をプレ
ゼント！

石川オートボディーサービス 自動車鈑金塗装業 刈谷市小垣江町南堀27 0566-24-7817 日曜日

石川自動車 自動車販売修理 刈谷市小垣江町南堀27 0566-22-9907 日曜・祝日

一品料理　呑舟 飲食店 刈谷市高須町1-27-4 0566-23-6183 木曜日

江戸寿し 飲食業 刈谷市半城土町大湫112-1 0566-24-1652 水曜日

小垣江歯科医院 歯科 刈谷市小垣江町中伊勢山5-1 0566-23-5515
木曜・日曜・
祝祭日

小川米殻(有) 小売業 刈谷市小垣江町東王地31-1
0120-24-0052
0566-24-0058

日曜日
地域振興券でお買い上げの方には、先着１００名様に粗
品をプレゼント！

加藤仏壇店 仏壇製造販売 刈谷市高須町三橋１番地 0566-21-0725 不定休

ｃａｆｅ’　茶夢 喫茶店
刈谷市小垣江町中伊勢山22-
1

0566-93-9357 水曜日
振興券ご利用でコーヒーチケット１０％割引にて提供しま
す☆新デザートメニューと日替りランチも割引あり♡

神谷貴金属 貴金属販売 刈谷市小垣江町須賀33 0566-21-3226 火曜日

(有)神谷造園 造園設計施工管理 刈谷市小垣江町須賀357-1 0566-23-2334 日曜日

カミヤ包装資材(株) 包装資材販売 刈谷市小垣江町西中根17-3 0566-21-0722 日曜日

ケータイでんわのピクシーハウス 携帯電話　小売販売店 刈谷市半城土中町3-5-5 0566-22-1722 火曜日
地域振興券でお買い上げの方に、ケータイでんわグッズを
１ヶプレゼント！



お店の名前 業種 お店の住所 電話番号 休日 特典の詳細

刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

こちょうらんのクロカワ　オーキッズ こちょうらん専門店 刈谷市小垣江町弁天35 0566-22-5442 日曜日 お買上げの方に粗品をさしあげます。

(株)近藤石油　かもめステーション ガソリンスタンド 刈谷市小垣江町泥障16-8 0566-25-0555 無休

更科 飲食業 刈谷市小垣江町泥障41-1 0566-21-0673 水曜日
地域振興券でお支払いの方には、食後のコーヒーをプレ
ゼント！

しゃぶしゃぶ　温野菜　東刈谷店 飲食店 刈谷市末広町1-20-10 0566-63-6629 年中無休
地域振興券でお会計のお客様のご飲食代金を１０％引き
させて頂きます。（５２５０円以上ご飲食のお客様）

(株)しらかばハウジング 建設業 刈谷市半城土町南大湫5-1 0566-21-8171 月曜日
★☆大注目☆★弊社オリジナルマスコット『しらかばくん』
の超かわい～い♡ぬいぐるみを１個プレゼント！！

スーパーヤオトシ 青果業 刈谷市小垣江町清水27-14 0566-22-4845 日曜日
地域振興券で２０００円以上お買上げの方には、粗品をプ
レゼント！　お楽しみに！

SUSHIBAR　いづ味 寿司 刈谷市小垣江町東王地46-1 0566-21-4704 月曜日

(株)スポーツマネージメント サービス業 刈谷市小垣江町古浜田3-4 0566-23-3751 日曜日

台湾料理　長楽 飲食業（中華料理） 刈谷市半城土町大下馬106-2 0566-22-3418 年中無休

田口畳店 畳の補修製造・販売 刈谷市小垣江町東王地56-10 0566-22-3196 日曜日
地域振興券１セットご利用いただければ畳工事代金の総
額より５％割引致します。

ダスキン　よさみ レンタル業・小売業 刈谷市半城土中町3-7-9 0566-21-1311
土・日曜日
及び会社指
定日

(有)田中設備工業 上下水道工事 刈谷市小垣江町北高根76-16 0566-21-5124 日曜日
振興券利用の方には、スクラッチ宝くじ券をプレゼント！１
００万円ゲットのチャンス！！

中日新聞小垣江販売店 新聞取次販売 刈谷市小垣江町東王地36-1 0566-21-2015 日曜日

(有)トーモク 建築業 刈谷市小垣江町本郷下3-12 0566-21-3388
土曜午後・
日曜日



お店の名前 業種 お店の住所 電話番号 休日 特典の詳細

刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

とんかつの林家 飲食店 刈谷市高須町1-2-1 0566-23-2524 火曜日

(株)西三河エリアワン サービス業 刈谷市小垣江町石ノ戸25 0566-25-0200 土・日曜日

長谷川建設 Hase企画 建築業 刈谷市小垣江町永田44-8 0566-24-0229 なし

パティスリー　フォーレ 洋菓子製造販売 刈谷市半城土中町2-28-17 0566-28-6778
火曜日・第
一月曜日

地域振興券でお買い上げの方には、毎日先着２０名様に
チーズのタルト１個プレゼント

花権　小垣江駅前斎場 葬祭業 刈谷市小垣江町下半ノ木25 0566-62-9444 なし
アイリスクラブ入会金にも使えます。この機会にもしもの為
にご入会下さい。

ひだまり農園
農業（農産物の生産販
売）

刈谷市小垣江町上松47-2 0566-21-5699 無休

平野自転車商会
自転車販売、修理、た
ばこ販売

刈谷市小垣江町清水25 0566-21-0729
火曜日（自
転車）

藤井新聞店 販売業 刈谷市高須町1-3-1 0566-22-7331 日曜・祭日

(有)富士タイプ製本所 印刷業
刈谷市小垣江町御茶屋下10-
3

0566-24-1108 土・日曜日

藤村 飲食店 刈谷市小垣江町北高根199 0566-22-3736 水曜日

フラワーガーデン カラオケ喫茶 刈谷市高須町三橋11-2 0566-25-3487
水曜日・木
曜日

ヘアーサロン　シミズ 理容 刈谷市小垣江町上半ノ木9-7 0566-23-5240
月曜日・火
曜日

(有)丸義　炭火焼肉やっほー 飲食店 刈谷市半城土町大湫77-5 0566-24-6560 火曜日
地域振興券でご利用の方には、スピードくじ「はずれなし」
あり

三河商芸 看板業 刈谷市高須町1-6-12 0566-21-2205
土曜日・日
曜日（基本
的には）



お店の名前 業種 お店の住所 電話番号 休日 特典の詳細

刈谷地域振興券(プレミアム商品券)　取扱店　４１５店(ガイドブック掲載順)

明治牛乳刈谷販売所 牛乳・ヨーグルト宅配店 刈谷市半城土町南大湫7-1 0566-21-4862 日曜日
地域振興券でお支払いのお客様には、明治プロビオヨー
グルトLG２１または健康飲料をプレゼント！

山田商店 住宅設備販売 刈谷市小垣江町石ノ戸78-2 0566-21-0433 日曜日
地域振興券でお買い上げの方には、記念品をプレゼントし
ます。

理容　エサカ 理容業 刈谷市小垣江町中32-2 0566-21-6717 月・火曜日

ケーズデンキ刈谷パワフル館 家電販売業 刈谷市小垣江町北沢28 0566-28-0522 なし

タキソウパルクス刈谷 家具・インテリア販売 刈谷市小垣江町柿湫54番地 0566-29-2200 無

サイクルぴっとイノウエ 自転車販売、修理 刈谷市高須町1-6-10 0566-25-7090
水曜日、第
３火曜日

地域振興券で自転車をお買い上げのお客様に自転車代
の５パーセントをプレゼントします。

有文堂書店 書店 刈谷市高須町2-10-12 0566-23-8566 毎週木曜日 ３０００円以上お買上げの方にプレゼントがあります。

スーパーヤオスズ　ライブ店 食品スーパーマーケット 刈谷市半城土中町1-2-5 0566-23-4171 なし
地域振興券でお買上げの方に、お買上げの中の１品が１
０％引でお買上げ頂けます。（但し、広告の品は除く）

スーパーヤオスズ　アップティ店 食品スーパーマーケット 刈谷市小垣江町蚰ヶ坪55-3 0566-23-5288 なし
地域振興券でお買上げの方に、お買上げの中の１品が１
０％引でお買上げ頂けます。（但し、広告の品は除く）


