商品券取り扱い店舗一覧

刈谷市商店街連盟
平成29年10月現在

商品券取り扱い店舗一覧
＜於大通り商店街＞
市川呉服店

＜御幸町商店街＞
魚平

刈谷市広小路5-25
0566-21-5050

市川商事(株)

刈谷市熊野町2-3-9
0566-24-0177

三ツ和屋
刈谷市銀座4-113
0566-21-1804

萬屋砂糖店
刈谷市広小路5-62
0566-21-0459

花ぐるま
刈谷市広小路5-19
0566-23-8245

BEAUTY AI
刈谷市広小路5-18-2
0566-22-1581

ヘアーサロンセビリア
刈谷市広小路5-15
0566-21-2466

刈谷市広小路3-204
0566-21-0563

刈谷市御幸町2-73
0566-21-0255

鳥健精肉店
刈谷市御幸町4-107

＜かりやセントラル商店街＞

0566-21-1285

吉野屋製菓

(株)杉浦仏壇店

刈谷市御幸町2-36
0566-21-0861

松下米華堂

刈谷市新栄町2-28
0566-21-0855

お茶の三徳園

刈谷市御幸町1-56
0566-21-0900

凡蔵亭

刈谷市広小路5-14
0566-21-0567

(株)丸見屋呉服店

ダルマ電気商会

元刈谷販売所

刈谷市広小路5-11-7
0566-22-4337

(有)丸木屋

刈谷市広小路4-211
0566-21-3522

刈谷市御幸町4-105
0566-21-0517

刈谷市銀座4-40-103
0566-22-6313

実用衣料 マツザキ

三河屋

みづ乃

刈谷市広小路2-30
0566-23-3202

レディース・スズ

刈谷市広小路4-209
0566-21-3124

刈谷市御幸町6-70
0566-21-0357

刈谷市銀座4-40
0566-23-0164

(株)刈谷萬代家具本店

(株)伊藤宝石店

小嶋屋

刈谷市銀座4-19
0566-21-3868

(株)岡本薬局

＜刈谷市駅前商店街＞

刈谷市御幸町1-55
0566-21-0650

刈谷市広小路5-59-9
0566-22-2112

インテリアことぶき
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刈谷市広小路1-304
0566-21-0630

栄屋精肉店
刈谷市御幸町1-304
0566-21-0955

やま平

刈谷市広小路1-307
0566-24-0222

シューブティック ハラダ
刈谷市御幸町2-15
0566-21-0507

カミヤ理容

刈谷市広小路2-37-2
0566-21-1777

まい・りふれ

刈谷市御幸町2-89
0566-21-3590

ツチヤ美容院

刈谷市新栄町2-1-1
090-1234-3373

松沢クリーニング本店

刈谷市御幸町1-214
0566-21-0986

アサヒヤ

刈谷市新栄町1-23
0566-21-1731

マルヤ電機商会

刈谷市御幸町1-304
0566-21-4338

御幸飯店

刈谷市新栄町6-3
0566-21-1477

那覇

刈谷市御幸町4-203
0566-23-2444

ファミリーストアー井野

刈谷市新栄町1-43
0566-23-4072

タカキ理容

刈谷市松坂町2-311
0566-22-1602

ヘアーサロンサイトー
刈谷市御幸町7-205
0566-21-6358

刈谷市新栄町1-43
0566-21-0070

花はな
刈谷市新栄町3-26
090-4252-0087
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＜桜町通り商店街＞
丸鮨

光画堂商会
刈谷市新栄町1-30
0566-21-0692

キング理容店
刈谷市新栄町6-15
0566-24-1909

スズランおしゃれサロン
刈谷市新栄町1-13-8
0566-24-1122

亀城飯店

花正

刈谷市新栄町6-10
0566-21-0182

文具のタケウチ

刈谷市桜町3-25
0566-21-1005

カトレア

刈谷市新栄町7-66
0566-23-1006

犬塚商店

刈谷市桜町5-4
0566-21-7470

アンティーク家具 クレマチス

刈谷市新栄町2-23
0566-21-1246

刈谷市桜町2-21
0566-21-1851

高井タバコ

刈谷市新栄町3-201
0566-22-5534

花権

刈谷市桜町3-25
0566-23-7838

鳥茂商店
刈谷市寺横町1-60-5
0566-24-1127

鮨の平八

刈谷市桜町5-3
0566-23-3211

鈴木屋

刈谷市新栄町3-28
0566-27-0955

宝玉堂

刈谷市桜町1-31
0566-21-1236

瑞
刈谷市新栄町4-109-1
0566-21-3578

日進堂書店

刈谷市桜町3-25
0566-23-9799

いろは

刈谷市新栄町5-47-1
0566-21-0176

喫茶 チャオ

刈谷市桜町5-32
0566-21-1356

いづ味 泉楽

刈谷市新栄町5-56-1
0566-23-1327

ヘアースポット パル

刈谷市桜町4-17
0566-23-7006

四季の彩り 那月

刈谷市新栄町5-67
0566-21-3593

加藤治療店
刈谷市新栄町5-69
0566-21-0693

メガネ工房AZ
刈谷市新栄町5-3-2
藤井ビル1F
0566-24-4138

きぬや呉服店
刈谷市新栄町6-50
0566-24-0833

とんかつ瓦屋
刈谷市新栄町7-84
0566-27-4066

大嶽クリーニング商会
刈谷市新栄町6-208
0566-21-0805

マルスギ
刈谷市新栄町7-17
0566-21-0818

万盛
刈谷市新栄町1-59
0566-21-0697

刈谷市桜町5-34
0566-23-9833

小松屋
刈谷市桜町5-6
0566-21-0491

あじさい堂書店
刈谷市桜町5-29
0566-24-1707

靴の和光堂
刈谷市桜町5-31
0566-21-4918

メンズショップ ケネディ
刈谷市桜町3-29
0566-21-1774

弁当の早川
刈谷市桜町4-18
0566-22-2215

創作和洋ダイニング オハナ
刈谷市桜町1-53
0566-27-1139
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＜刈谷駅前商店街＞
台湾料理 南陽倶楽部

かきくけコマダ

刈谷市桜町1-33
0566-28-0600

伊藤理容店 本店

記念亭

刈谷市桜町5-1
0566-21-1709

夜食の店 友

刈谷市桜町4-16
0566-21-1726

炭火焼肉トロとん亭
刈谷市神明町2-36
0566-29-0292

ケーキファクトリー菊泉堂

おきあがりこぼし

刈谷市桜町1-21
0566-21-5279

あお喜

刈谷市桜町2-35
0566-22-2301

美笠食堂

刈谷市桜町2-21
0566-22-5620

神田洋服店

刈谷市南桜町2-48
0566-23-2488

刈谷市桜町1-27
0566-21-0641

刈谷市桜町4-7
0566-22-2169

和牛石アミ焼 いわ園

居酒屋 ひふみ

刈谷市南桜町2-52
0566-23-8494

刈谷市南桜町2-47
0566-21-1109

焼肉飯店 長春

刈谷市桜町1-38
0566-21-3618

光芸社

刈谷市若松町1-7
0566-24-1123

三陽商会
刈谷市桜町1-18
0566-21-0499

香楽 本店

刈谷市相生町2-41
0566-21-0008

季節料理べん作

刈谷市桜町1-19
0566-21-0491

OZASHIKI權

刈谷市桜町1丁目14
0566-22-0343

リネアフレスカ

刈谷市桜町1-50-3
0566-23-4688

カフェネイション
刈谷市南桜町1-48
0566-25-3905

ニワ商店
刈谷市南桜町2-39
0566-24-0123

京炉ばた 八兆
刈谷市相生町2-20
0566-27-7118

(株)ライオンズ旅行企画
刈谷市相生町1－31
第5セントラルビル2F
0566-28-5590

刈谷市桜町2-1-12
0566-24-6720

俺の夢
刈谷市桜町1-20
0566-63-6838

ビーフル
刈谷市桜町2-16
0566-21-8068

おかだや 桜町本店
刈谷市桜町2-55
0566-21-1053

串の家 和城
刈谷市桜町1-50
スカイサクラビル1F
0566-27-9411
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＜東刈谷商店街＞
ヤオスズ ライフ館
刈谷市半城土中町1-2-5
0566-23-4171

うどんの権兵衛
刈谷市半城土町大下85
0566-23-1281

珈琲 サンファン
刈谷市半城土中町3-10-1
0566-22-7897

キッチンよろずや
刈谷市末広町1-17-4
0566-21-9713

愛光屋花心亭
刈谷市野田町六地蔵42
0566-24-1543

まどやカメラ刈谷店
刈谷市東刈谷町1-21-13
0566-27-7188

吉川酒店

<ハーベストバレー商店街>
和洋食酒 MAKOTO

SUSHI BAR いづ味
刈谷市小垣江町東王地46
0566-21-4704

ヤオスズ

アップティー店

小垣江町蚰ケ坪55-3
0566-23-5288

刈谷糖業(株)KT Food Lab
刈谷市小垣江町弁天25-1
0566-21-1667

荒川屋製菓舗

みそ膳

小川米穀(有)

じゃんご 東刈谷店
刈谷市東刈谷町1-21-14
0566-23-5104

ぼてこ

東刈谷店
刈谷市末広町2-7-9
0566-28-3450

刈谷市小垣江町東王地31-1
0566-24-0058

刈谷市小垣江町南堀27
0566-22-9907

松栄印刷
刈谷市松栄町2-15-9
0566-27-6667

刈谷市小垣江町清水27-14
0566-22-4845

アシュランス カーサービス
刈谷市半城土町大湫79-11
0566-28-3639

ドッグサロン

MERRY DOLL

刈谷市小垣江町北高根70-1
0566-93-8861

江戸寿し
刈谷市半城土町大湫112-1
0566-24-1652

加藤仏壇店

＜刈谷市南部商業発展会＞

刈谷市高須町三橋1
0566-21-0725

(有)藤村
刈谷市小垣江町北高根199
0566-22-3736

更科

とんかつの林家
刈谷市高須町1-2-1
0566-23-2524

山万 山田商店
刈谷市小垣江町泥障41-1
0566-21-0673

こちょうらんのｸﾛｶﾜｵｰｷｯｽﾞ
刈谷市小垣江町弁天35
0566-22-5442

ヘアーサロン シミズ
刈谷市小垣江町下半ノ木9-7
0566-23-5240

だる磨
刈谷市日高町2-212
0566-23-3456

トータルインテリア タケムラ
刈谷市中手町2-214
0566-23-0991

ブックセンター名豊刈谷店
刈谷市稲場町3-303
0566-21-7121

刈谷市高津波町4-504
0566-23-4666

油木米販売所

スーパーヤオトシ
刈谷市東刈谷町2-1-3
0566-22-7799

刈谷市広小路4-208
0566-25-4255

ヤオスズポケット

刈谷市小垣江町東王地68
0566-21-0704

石川自動車整備工場

刈谷市松栄町2-12-10
0566-24-0255

蛸のてこ

刈谷市小垣江町中伊勢山22-1
0566-93-8861

刈谷市小垣江町石ノ戸78-2
0566-21-0433

株式会社 丸来
刈谷市住吉町5-12
0566-23-0838

ぴかいち本舗
刈谷市御幸町３-９２
0566-93-5515

刈谷市高倉町4-612
0566-21-1280

アワーズサンワ 刈谷店
刈谷市高倉町2-208
0566-23-1510

宝石・眼鏡・時計 エサカ
刈谷市山地町3-104
0566-21-3299

(有)おかだや 高津波店
刈谷市山池町4-508
0566-23-0864

くろーどプレステージ
刈谷市高津波町7-702
0566-21-0054

酒の館 タマキ
刈谷市高倉町5-201
0566-21-0193

ジュエリーBOX ムラタ
刈谷市新富町4-910
0566-21-3648
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＜かりがね発展会＞
(株)ライフケアー

美容室 トップヘアーアベニュー

刈谷市築地町2-22-1
0566-25-2761

ファッション ラクーン

刈谷市築地町2-13-12
0566-28-6611

ラ クレープリー

刈谷市一ツ木町4-7-11
0566-27-0150

不二家 FC刈谷築地店

刈谷市築地町2-12-10
0566-28-4766

活魚割烹 深海

刈谷市築地町2-1-5
0566-25-0405

(有)ともえ寿司

刈谷市築地町1-14-11
0566-27-0333

(有)ｼﾞｭｴﾘｰﾌﾞﾃｨｯｸｾﾝﾄﾗﾙ

刈谷市恩田町1-17-4
0566-22-3702

(有)タケ馬

刈谷市築地町2-12-12
0566-24-1520

山口タイヤ商会

刈谷市築地町2-1-2
0566-22-7949

ホペイロ刈谷接骨院

刈谷市恩田町2-163-1
0566-21-3822

(株)sanctuary川本健康カイロ

刈谷市築地町2-4-18
0566-25-0043

刈谷市築地町1-4-1
0566-22-6644

BOOK OFF かりがね店

きさん
刈谷市一ツ木町7-14-1
0566-27-8537

美容室 マシェリ

刈谷市築地町1-3-5
0566-22-5015

プリモディーネ

刈谷市築地町2-11-1
0566-24-3121

カフェサロン 蘭

刈谷市築地町1-4-2
0566-21-7888

理容店いとう工房

刈谷市築地町3-25-7
0566-23-5557

扇屋 刈谷築地店

刈谷市築地町3-20-11
0566-22-0974

ミートショップ 古竹

刈谷市築地町2-12-9
0566-63-2722

サイクルランド ジパング

刈谷市恩田町3-159-13
0566-22-1626

くれよん

刈谷市築地町2-13-14
0566-28-5166

じゃんご刈谷一ツ木店
刈谷市一ツ木町4-5-14
0566-27-8828

タイヤ館
刈谷市一ツ木町3-10-6
0566-26-7200

(有)オオノヤ
刈谷市一ツ木町4-2-21
0566-22-3183

日高電気商会
刈谷市恩田町2-161-8
0566-21-2298

刈谷市恩田町3-161-9
0566-23-1621

三徳
刈谷市恩田町3-153-10
0566-25-6068

ギャラリーレストラン上々
刈谷市築地町1-5-4
0566-25-3570

トーヨーインテリア
刈谷市青山町1-151-3
0566-22-2340

おかし工房パンドラ
刈谷市築地町1-5-4
0566-25-3012

"KEE'S"コーポレーション

金寿司
刈谷市一ツ木町1-5-10
0566-23-6044

刈谷市築地町1-7-3
0566-27-2139

(株)コーシンホーム

大蔵屋
刈谷市一ツ木町1-8-7
0566-25-1110

刈谷市築地町1-7-5
0566-24-2337

シミズヤ
刈谷市築地町1-7-7
0566-21-4318
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＜銀座肴町商店街＞

＜富士松商業発展会＞

＜富士松北部商業発展会＞

八百市

(株)今久

喫茶 タチバナ

刈谷市司町2-41
0566-21-0837

フォトスタジオ ヒフミ

刈谷市今川町田地池126-1
0566-36-0355

泉屋うなぎ店

刈谷市広小路5-1-7
0566-21-0836

理容ぎんざ

川上写真館

パブリック
刈谷市銀座4-32
0566-28-5655

メガネの久野
刈谷市広小路5-1-7
0566-21-0018

日月
刈谷市井ヶ谷町沼田80-1
0566-36-5484

ピアゴ 井ヶ谷店

刈谷市今川町上池73-2
0566-36-2052

シラキ
刈谷市銀座4-80
0566-21-0096

和食庵

刈谷市今川町中矢戸37-3
0566-36-0832

刈谷市銀座4-120-4

永楽屋

刈谷市一里山町金山87-9
0566-36-4727

刈谷市井ヶ谷町下前田35-1
0566-36-7011

喫茶ヒロ
刈谷市今川町山ノ神139-1
0566-36-3303

加藤酒店

刈谷市井ヶ谷町洲原6-88
0566-36-6800

刈谷白米 井ヶ谷営業所
刈谷市井ケ谷町神田55-2
0566-36-2188

刈谷市泉田町城前160

冠婚葬祭 ことぶきや

台湾小皿料理 高雄

刈谷市今川町山ノ端108
0566-36-1650

塚本電器

刈谷市井ヶ谷町前田26-2
0566-35-0224

らーめん

刈谷市今岡町荒神4-2
0566-36-3520

総合衣料 カミヤ

(有)花福

刈谷市今川町上池112
0566-36-2361

塚本新聞店

刈谷市井ヶ谷町沼田79-5
0566-36-5328

おこのみやさん 小鉄

刈谷市今川町1-306
0566-36-1155

スーパー今銀

つかさ家

刈谷市井ヶ谷町桜島42-1
0566-36-6484

刈谷市一里山町伐払255-2
0566-36-9216

カフェレスト

刈谷市今川町1-152
0566-36-0405

ラヴィッジ

刈谷市西境町本郷106-2
0566-36-8887

(株)タイヨー
刈谷市一里山町砂山146-1
0566-36-2236

林川仏壇店
刈谷市一里山町中本山66
0566-36-0946

麺処

春夏冬茶屋
刈谷市東境町大池56-3
0566-36-1113

花裕
刈谷市東境町登り坂21-1
0566-36-5462

カフェレストランサンシャガール
刈谷市一里山町新屋敷80-2
0566-36-2078

(株)ショッピー やまね
刈谷市東境町児山418-1
0566-36-5456

刈谷ハイウェイオアシス
刈谷市東境町吉野55
0566-35-0211
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(株)おたより

刈谷市東境町児山413-1
0566-36-4313

美容室 らぶりぃ
刈谷市東境町申塚67-1
0566-36-1795

(有)グリーンアップル
刈谷市井ケ谷町久伝原８−６
0566-36-7211

(株)テイラー

レトカフェ
刈谷市井ヶ谷町稲葉崎28-1
0566-35-0150

(株)石川鉄沖商店
刈谷市東境町住吉72-1
0566-36-5282

電氣のハルミ堂

刈谷市井ヶ谷町西石根1-78
0566-91-2600

(有)纏寿し

刈谷市井ヶ谷町久伝原3-1
0566-36-1520

大東石油(株)

刈谷市東境町住吉1-3
0566-36-1866

(有)寿し和

刈谷市東境町奥町屋35
0566-36-5016

ドッグサロン ふぁ～じゅ

刈谷市井ヶ谷町久伝原27-1
0566-36-5115

Yショップ

刈谷市井ヶ谷町洲原6-392
0566-36-1661

ハピア

刈谷市井ヶ谷町桜島72-1
0566-36-5004

レストラン アゼリア
刈谷市井ケ谷町青木62-2
0566-36-8160

(有)井ヶ谷自動車
刈谷市井ヶ谷町桜島61-1
0566-36-2646

日乃出軒製菓舗

カネモト商店
刈谷市東境町新林1-135
0566-36-5205

富士松乳販(株)
刈谷市東境町住吉60
0566-36-5114

(有)アイユー
刈谷市井ヶ谷町青木56-1
0566-36-6218

サイクルメイト近藤

刈谷市東境町児山219-2
0566-36-5382

(有)小松屋呉服店
刈谷市井ヶ谷町中切35-2
0566-36-5707

瓢六庵 井ヶ谷店
刈谷市井ヶ谷町青木31
0566-36-9794

利休厨庵

刈谷市東境町児山414-1
0566-36-2673

基く家 本店
刈谷市井ケ谷町桜島59-2
0566-36-0787

ヘアーメイク やまかわ
刈谷市東境町住吉75-3
0566-36-5747

中国料理 つる園

刈谷市西境町前山39-2
0566-36-0791

小林農園

刈谷市東境町昭山1-1
0566-36-0513

名物ろばた づぼらや

刈谷市井ヶ谷町石根1-45
0566-35-2317

永田農園

刈谷市東境町間野四郎1-2
0566-36-6040

寿司 豊万

刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎8-15
0566-36-8378

東境釣堀センター
刈谷市東境町神田26
0566-36-5259

タイヤランド

刈谷市東境町高山83-5
0566-36-9010

刈谷北店

刈谷市井ヶ谷町久伝原27
0566-36-8272

刈谷市東境町上野27
0566-36-2551

(株)野々山商会
刈谷市東境町間野四郎104-3
0566-36-2345

エアー工房(有)
刈谷市恩田町1-152-1
0566-29-0610

刈北整備
刈谷市東境町申塚43
0566-36-5989

コメダ珈琲

刈谷一里山店

刈谷市一里山町伐払39-1
0566-36-3645

日本料理

庄庵

刈谷市一里山町伐払271-1
0566-91-4658

かとうミュージックスクール
刈谷市東境町神田49-1
0566-36-5418

グラーチェ
刈谷市井ヶ谷町川瀬山7-1
0566-93-2127

