
あいとしフルーツ 0587-32-2605 稲沢市小沢3-9-1 こうじや 0587-23-5313 稲沢市松下1-1-5 美容室麗人 0587-23-6733 稲沢市松下2-22-2

あいわ薬局 稲沢店 0587-34-6515 稲沢市高御堂4-11-1 コートロティ 0587-33-4567 稲沢市大塚南4-88-1 ヒラノヤ薬局 0587-21-1753 稲沢市小沢4-1-1

味のがんこ炎 稲沢中央道店 0587-24-0529 稲沢市石橋6-60 国府宮肩こり腰痛センター 0587-22-2007 稲沢市高御堂2-14-20　車屋ビル103 ファミリーマート稲沢横地店 0587-33-6260 稲沢市横地4-64

あみやき亭 稲沢店 0587-21-4129 稲沢市桜木宮前町53 国府宮ジェラート ユーグレナ 0587-22-8697 稲沢市稲島12-61 風来坊 稲沢店 0587-21-5131 稲沢市松下1-4-15

居酒屋あ 0587-24-9170 稲沢市松下1-8-5服部ビル 珈琲元年 稲沢石橋店 0587-50-5222 稲沢市石橋6-25 Face Cure ハシモト 0587-23-4478 稲沢市稲葉3-9-10

居酒屋 おかん 0587-32-1737 稲沢市小沢2-3-10 小沢食品店 0587-32-0556 稲沢市稲葉3-9-29 フォーユー 0587-23-1340 稲沢市高御堂1-22-3 栄ビル1階

居酒屋 絹ちゃん 0587-32-5422 稲沢市高御堂1-3-1 こづち ― 稲沢市稲島東2-92 ㈱福祉の里 稲沢営業所 0587-34-6071 稲沢市稲沢町前田294-1

居酒屋 里 0587-32-1212 稲沢市稲葉5-12-12ｻﾝﾗｲｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1西 (株)ことぶき屋 0587-32-6472 稲沢市石橋3-132 藤一番　稲沢店 0587-32-2215 稲沢市桜木宮前町49-2

(有)ishiguro 0587-21-1436 稲沢市西町2-39-14 コメダ珈琲店 稲沢大塚店 0587-24-7757 稲沢市大塚北8-56-3 (株)不動産の水谷 0587-23-2300 稲沢市高御堂1-21-20

イシグロ理容 0587-32-4462 稲沢市稲沢町札ノ辻1920 コメダ珈琲店 稲沢西店 0587-24-2221 稲沢市石橋5-38 ふとんの伊藤 0587-32-0540 稲沢市小沢3-16-16

いそのや洋品店 0587-32-0443 稲沢市稲葉2-7-3 さとうでんき 0587-21-1323 稲沢市小沢2-7-16 ヘアーサロン やました 0587-21-8161 稲沢市稲島1-5

一心堂表具店 0587-32-2471 稲沢市稲葉3-14-6 サムソン＆デリラ 稲沢店 0587-23-3407 稲沢市小沢3-4-10 ヘアーサロン ミズノ 0587-21-6178 稲沢市高御堂1-17-16

(株)稲沢旅行社 0587-32-0147 稲沢市稲沢町前田192 サムソン＆デリラ 国府宮店 0587-32-8040 稲沢市松下1-4-8 ボン・オグラ 0587-23-1400 稲沢市高御堂1-22-25-101号

稲葉商店 0587-23-8576 稲沢市稲葉1-19-9 旬菜・鮮魚・創作 みたき 0587-21-5076 稲沢市稲島東6-41-1 マクロビ夢食 0587-34-1884 稲沢市松下2-5-2

インターネット・まんが喫茶
亜熱帯 稲沢店

0587-24-1116 稲沢市石橋6-3-1 松鶴 0587-32-2074 稲沢市稲島11-16 町家かふぇ 国府宮本店 0587-23-8340 稲沢市稲島東1-44

宇佐美金物店 0587-21-7755 稲沢市小沢4-20-23 鈴木時計店 0587-32-0456 稲沢市稲葉3-4-26 松清2101店 0587-23-6050 稲沢市高御堂1-21-16

エディオン かわまつや 0587-32-2972 稲沢市稲葉3-14-4 ステーキのあさくま 稲沢店 0587-34-6870 稲沢市横地5-8 松清本店 0587-32-0048 稲沢市稲葉3-5-23

おばんざい処 胡桃 0587-21-0020 稲沢市高御堂1-9-8 スマイルカフェ 稲沢市役所南店 0587-81-7301 稲沢市重本1-152 松清本店駅前店 0587-23-3000 稲沢市高御堂1-2-1

オプティック
（メガネブティック）タダシ

0587-23-2727 稲沢市高御堂1-4-30 スマイルカフェ 大塚南店 0587-58-6877 稲沢市大塚南4-98 松屋長春 0587-32-0253 稲沢市小沢3-13-21

廻鮮江戸前すし魚魚丸稲沢店 0587-81-8001 稲沢市重本2-60 ソウル家 0587-21-1999 稲沢市松下1-5-16 まなのぱんや 0587-50-6555 稲沢市小沢3-11-30

カギ屋ロックサービス 0587-24-1619 稲沢市稲島東2-89 たなか治療院 0587-23-9988 稲沢市松下1-12-22 真野テレビレコード店 0587-32-0724 稲沢市小沢3-12-35

学生服のイトウ 稲沢店 0587-23-0150 稲沢市稲沢町前田102-1 中華料理 美味盛府 0587-22-2798 稲沢市桜木2-8-18 丸福スポーツ 0587-32-8020 稲沢市高御堂1-14-15

㈱かとう 0587-32-0551 稲沢市稲葉3-4-10 ㈲ 千代田 0587-32-3361 稲沢市稲葉3-7-1 まんが喫茶かくれんぼ 0587-96-8631 稲沢市桜木宮前64-2

就労支援事業所 ASHITABA
（かふぇあしたば）

0587-22-5514 稲沢市松下2-3-7 (有)千代田写真館 0587-32-2333 稲沢市松下2-2-25 美寿吉 0587-21-0678 稲沢市大塚北7-45-1

カフェ石黒 ― 稲沢市重本1-96-1 てっぱん茶屋 0587-21-8658 稲沢市高御堂1-1-12 ｴｸｾﾗﾝｽ 内藤1階 美濃路 稲沢店 0587-34-5329 稲沢市前田194-3

カフェ カルダン 0587-23-3855 稲沢市稲葉4-4-26 寺沢駐輪場 0587-32-2912 稲沢市松下1-1-7 むさし寿司 0587-32-1045 稲沢市重本4-96

カフェ サルーテ 0587-22-0300 稲沢市大塚北9-58 天ぷらと名古屋飯 えびす勘吉 0587-81-5552 稲沢市高御堂1-2-1 林商事ビル2階 ㈲むさし乃 0587-32-1261 稲沢市稲葉4-10-5

カフェ タナカ
稲沢文化の杜店

0587-21-9700 稲沢市稲沢町前田255 戸田ミシン商会 0587-32-1388 稲沢市小沢3-11-5 メガネの三城 稲沢店 0587-23-7292 稲沢市稲沢町下田70

Cafe Riecco 0587-81-8887 稲沢市大塚北6-57 内藤商店 0587-32-1359 稲沢市稲葉3-8-23
モーリーの床屋・
モーリーの美容室

0587-74-2017 稲沢市小沢3-18-17

カフェレストラン宝竹
稲沢市役所店

0587-84-1275 稲沢市稲府町1 (株)内藤モータース 0587-32-0726 稲沢市重本2-51-2
モスバーガー
稲沢アクロスプラザ店

0587-33-0684 稲沢市大塚南5-1-1

カラオケ喫茶 ビーナス 0587-21-1669 稲沢市小沢4-16-35 (株)永井水道設備 0587-32-2497 稲沢市横地1-15 森本クリーニング店 0587-32-3522 稲沢市稲葉3-8-26

カラオケ喫茶れもん 0587-32-9515 稲沢市高御堂1-9-12 narumi cafe 0587-22-2220 稲沢市稲島東6-6 焼肉あ 0587-24-7539 稲沢市松下1-8-5服部ビル

喫茶 田園 0587-23-0961 稲沢市大塚北9-49 ノエビア中京南販売(株) 0587-23-5585 稲沢市稲葉1-29-34 焼肉 三春 0587-32-1917 稲沢市小沢1-4-1

きもの・洋品 かなもり 0587-21-5657 稲沢市高御堂1-4-31 パティスリー ラルゴ 0587-23-5313 稲沢市松下1-1-2 や台ずし国府宮駅前町 0587-34-5188 稲沢市松下1-2-1　1階

Camp David 0587-23-0008 稲沢市重本4-91-1 PaPa-ORANGE 0587-24-0003 稲沢市稲沢町前田4-44-1
米乃家
ニッケタウン稲沢店

0587-24-2188 稲沢市西町3-15-50

京菓子司 亀𠮷松 0587-23-3536 稲沢市横地3-43 ㈲原石材店 0587-32-1923 稲沢市重本1-66 来来亭 稲沢店 0587-23-6554 稲沢市高御堂1-22-1

郷土菓子処 菓子亀 0587-21-0363 稲沢市稲葉3-4-25 (株)東松清 0587-32-0023 稲沢市稲葉3-1-25 リカーショップはら 0587-23-5404 稲沢市小沢3-7-23

京風料理 与し田 0587-21-5820 稲沢市稲沢町前田112-4 美空間 華 0587-24-1120 稲沢市大塚南7-110 理容ヨシカワ 0587-32-3063 稲沢市小沢2-13-7

クリクラ稲沢 0120-82-1730 稲沢市横地1-15 ピッツェリア アリス 0587-24-0002 稲沢市大塚南3-63 ル　カフェ　プルミエール 0587-81-4265
稲沢市松下２丁目１２−１３
エクセランス森島Ⅱ １Ｆ

Groovy（グルービー） 0587-81-7224 稲沢市大塚南4-48-1 ピッツェリア マリノ 稲沢店 0587-24-5100 稲沢市稲島１２－３６－２
レディース治療院
はりあんマッサージ

0587-89-0241 稲沢市西町2-36-10

光月堂 0587-32-1920 稲沢市大塚南11-117-1 美容室SHIRO 0587-81-7778 稲沢市松下1-5-17 ローソン 国府宮駅前店 0587-32-2252 稲沢市松下1-2-1

いなざわ飲食・商店エール券　取扱参加店舗一覧
＜　稲　沢　地　区　＞


