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インドカレーハルカ ｲﾝﾄﾞｶﾚｰﾊﾙｶ 安城市篠目町1-22-1　アドマイヤN101 １．飲食店 74-4626 火曜夜 http://www.indiacurry-haruka.com/

グラン・ペール ｸﾞﾗﾝ･ﾍﾟｰﾙ 愛知県安城市住吉町7-21-1 １．飲食店 98-3801 木曜日 ―
小料理　こゆき ｺﾘｮｳﾘｺﾕｷ 安城市明治本町15-5 １．飲食店 77-4605 日曜日 ―
スイートコーンズ安城店 ｽｲｰﾄｺｰﾝｽﾞ 安城市高木町半崎38 １．飲食店 72-7707 ー https://cafe-sweetcorns.com/

zoan ｿﾞｱﾝ 安城市赤松町大北90-2 １．飲食店 ― ― ー
鯛常分店 ﾀｲﾂﾈﾌﾞﾝﾃﾝ 安城市朝日町3-18 １．飲食店 76-2846 不定休 ―
バーラウンジ・Rin ﾊﾞｰﾗｳﾝｼﾞﾄﾞｯﾄﾘﾝ 安城市日の出町11-17ひふみビル1F １．飲食店 ー 日・月・火 ―
ほぼ毎日カフェ ﾎﾎﾞﾏｲﾆﾁｶﾌｪ 安城市横山町寺田35-4 １．飲食店 070-1431-3461 日曜日、その他 ー
麵屋　くろ松 ﾒﾝﾔｸﾛﾏﾂ 安城市横山町下毛賀知39-7 １．飲食店 95-7955 月曜・火曜 ―
焼肉屋ウルフ ﾔｷﾆｸﾔｳﾙﾌ 安城市緑町1-16-9 １．飲食店 72-3150 火曜日
らーめん岩田屋 ﾗｰﾒﾝｲﾜﾀﾔ 安城市新明町16-12 １．飲食店 090-7617-9938 月曜日
御食事処ふじき ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛﾌｼﾞｷ 安城市今池町1丁目14-2 １．飲食店 98-2124 日曜日 ー
三条 ｻﾝｼﾞｮｳ 安城市相生町15-8 １．飲食店 ー 火曜日 ー
スナックるいびとん ｽﾅｯｸﾙｲﾋﾞﾄﾝ 安城市日の出町11-17　ひふみビル1Ｆ １．飲食店 75-7651 日曜日 ―
龍のおとし子　安城店 ﾀﾂﾉｵﾄｼｺﾞ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市朝日町25-16 １．飲食店 77-2566 水曜日 ー
ふらんす食堂　ここりこ ﾌﾗﾝｽｼｮｸﾄﾞｳ　ｺｺﾘｺ 安城市相生町4-18 １．飲食店 74-7328 日曜日 ―
焼肉　安萬 ﾔｷﾆｸ　ｱﾝﾏﾝ 安城市三河安城町1-4-5 １．飲食店 91-1882 火曜日 ー
杉浦モータース商会 ｽｷﾞｳﾗﾓｰﾀｰｽｼｮｳｶｲ 安城市横山町横山46-5 12．自動車整備店 76-3275 第2土・日 ―
田中自動車 ﾀﾅｶｼﾞﾄﾞｳｼｬ 安城市今池町3丁目6番6号 12．自動車整備店 97-9393 祝日 ー
山本自動車整備工場 ﾔﾏﾓﾄｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 安城市昭和町18番17号 12．自動車整備店 75-2234 日曜日 ―
安水建設 ｱﾝｽｲｹﾝｾﾂ 安城市横山町八佐126-5 13．建設 77-4433 ー https://www.ansui.com/
内藤室内装飾 ﾅｲﾄｳｼﾂﾅｲｿｳｼｮｸ 愛知県安城市美園町1-28-12 13．建設 75-1092 日曜日
和泉手延べ麺　やまと ｲｽﾞﾐﾃﾉﾍﾞﾒﾝﾔﾏﾄ 安城市和泉町庄司作8-8 14．その他の小売店 0120-82-7707 日曜日 http://www.tenobe-yamato.com/index.html

スギヤマ畳内装 ｽｷﾞﾔﾏﾀﾀﾐﾅｲｿｳ 安城市桜井町下谷114 14．その他の小売店 99-3356 不定休 ―
ダイマル ダイマル 安城市桜井町西町下27番地 14．その他の小売店 99-4800 日曜日 ―
ヨサ美印堂 ﾖｻﾐｲﾝﾄﾞｳ 安城市大東町2-17 14．その他の小売店 76-2981 第3土・日 ―
ひとなる学舎。 ﾋﾄﾅﾙｶﾞｸｼｬ 愛知県安城市日の出町7-1 サンライト91 2F 15．その他のサービス業 45-6288 土日祝 https://www.hitonaru.net
クライミングジムピッコロッチャ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾟｯｺﾛﾁｬ 愛知県安城市里町大道寺8-11 15．その他のサービス業 0566-45-5650 第三月曜日 https://picco-roccia.com/
中国式もみほぐし万里城 ﾁｭｳｺﾞｸｼｷﾓﾐﾎｸﾞｼﾊﾞﾝﾘｼﾞｮｳ 安城市三河安城町1-6-6 15．その他のサービス業 91-8899 なし http://banrijou.jp/
ルボワ ﾙﾎﾞﾜ 安城市三河安城本町2丁目1番10　KAGAYAKI SQUARE 705 15．その他のサービス業 91-6937 水・日 https://www.lebois.co.jp
八百芳商店 ﾔｵﾖｼｼｮｳﾃﾝ 安城市和泉町上之切108番地1 ２．飲食料品店 92-0004 日曜日 https://yaoyoshi.online
いそや製菓舗 ｲｿﾔｾｲｶﾎ 安城市姫小川町北門原34-4 ２．飲食料品店 99-0152 火曜日 ー
ソレイユ ｿﾚｲﾕ 安城市大山町1-12-27 ３．衣料・身の回り品扱い店 090-1238-9390 無休 ―
alfgran アルフグラン 愛知県安城市住吉町6-8-4　第二新安城ビル1Ｆ-Ａ ４．理容・美容店 0566-98-3353 第2、３火曜・月 https://www.alfgran.net/
aim ｴｲﾑ 安城市緑町１丁目3-5長坂ビル ４．理容・美容店 090-1293-2375 日曜日 ー
エステティックサロン　Revel ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ　ﾙｳﾞｪﾙ 安城市今本町3丁目15-8 ４．理容・美容店 090-7613-7080 不定休 ―
エステティックサロン　アールシュシュ ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝｱｰﾙｼｭｼｭ 安城市上条町千度27－1 ４．理容・美容店 89-3708 水、日曜日 ―
大人髪village ｵﾄﾅｶﾞﾐﾋﾞﾚｯｼﾞ 安城市東明町3-9　アルフェやまぐち1Ｆ北側Ｃ号 ４．理容・美容店 0566-74-7060 月・第2・4日曜 http://otonagami-village.com/
シェービング＆エステサロン　フェリシア ｼｪｰﾋﾞﾝｸﾞ&ｴｽﾃｻﾛﾝ ﾌｪﾘｼｱ 安城市御幸本町7-3 ４．理容・美容店 76-2388 月・火 ー
美容室　つづみ ﾋﾞﾖｳｼﾂﾂﾂﾞﾐ 愛知県安城市北山崎町天神1-3 ４．理容・美容店 0566-77-2483 月曜日 ―
美容室ラ・ベルファム ﾋﾞﾖｳｼﾂﾗ･ﾍﾞﾙﾌｧﾑ 安城市三河安城本町1-1-12 ４．理容・美容店 72-5872 月曜・火曜 ―
美容室リサリマ ﾋﾞﾖｳｼﾂﾘｻﾘﾏ 安城市東端町鐘鋳場37-24 ４．理容・美容店 91-6226 月曜日 ー
ファミリーサロン・アトム ﾌｧﾐﾘｰｻﾛﾝ･ｱﾄﾑ 安城市今本町1-4-8　今本ビル1F ４．理容・美容店 66-8541 月・火 ―
Hair　パーシモン ﾍｱｰﾊﾟｰｼﾓﾝ 安城市赤松町鐘山17-1 ４．理容・美容店 75-5207 月曜・第2･4日曜日 ー
ロマン美容室 ﾛﾏﾝﾋﾞﾖｳｼﾂ 安城市和泉町中北10-5 ４．理容・美容店 92-1017 月・第2.3火 ー
POLA　安城南店 ﾎﾟｰﾗ　ｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 安城市城南町1-17-10 ５．化粧品店 0120-96-9981 日・祝 ―
ポーラ　三河安城店 ﾎﾟｰﾗ ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城南町1丁目17-2 ５．化粧品店 0120-84-7201 不定休 ー
カラーフォーム健康ショップ　安城店 ｶﾗｰﾌｫｰﾑｹﾝｺｳｼｮｯﾌﾟｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市今池町3-1-36 ６．家具・雑貨店 050-3145-6430 ー https://colorfoam.jp/
稲垣電気商会 ｲﾅｶﾞｷﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 安城市東栄町1-5-1 ７．家電販売店 97-8181 火曜日 ―
電化のスギヤ（ほっと舘スギヤ） ﾃﾞﾝｶﾉｽｷﾞﾔ　ﾎｯﾄｶﾝｽｷﾞﾔ 安城市浜富町13の7 ７．家電販売店 77-4515 火曜日 ー
ほっと館サカイ ﾎｯﾄｶﾝｻｶｲ 安城市美園町1丁目20-20 ７．家電販売店 ー ー ―
ファーマシー　パル ﾌｧｰﾏｼｰﾊﾟﾙ 安城市大東町14-9 ８．薬局 76-1161 日・月・木 https://www.pharmacypal.jp/
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グランドティアラ(レストランマリブ) ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｨｱﾗ ﾚｽﾄﾗﾝﾏﾘﾌﾞ 安城市三河安城南町1-8-11　ホテルグランドティアラ南名古屋2F １．飲食店 71-0988 月曜日 https://grandtiara.com/anjo/restaurant/

七輪焼肉安安　安城高棚店 ｼﾁﾘﾝﾔｷﾆｸｱﾝｱﾝ ｱﾝｼﾞｮｳﾀｶﾀﾅﾃﾝ 安城市高棚町大道１５－１ １．飲食店 79-2529 火曜日 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/shop/anjotakatana/

天下鳥ます　安城店 ﾃﾝｶﾄﾘﾏｽ ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 愛知県安城市池浦町池東2-1 池浦ビル104 １．飲食店 93-2983 不定休 ー
街かど屋　安城東栄 マチカドヤ　アンジョウトウエイ 愛知県安城市東栄町６－５－１ １．飲食店 96-5210 無し http://www.meshiya.co.jp/shop/752/

街かど屋　三河安城 マチカドヤ　ミカワアンジョウ 愛知県安城市三河安城南町２－９－２ １．飲食店 76-7771 無し http://www.meshiya.co.jp/shop/6318/

三田製麺所　安城横山店 ﾐﾀｾｲﾒﾝｼﾞｮｱﾝｼﾞｮｳﾖｺﾔﾏﾃﾝ 愛知県安城市横山町下毛賀知116-1 １．飲食店 95-3121 無し https://mita-seimen.com/shop/2019/11/22/shop_42_anjo_yokoyama/

焼肉きんぐ　三河安城店 ﾔｷﾆｸｷﾝｸﾞﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町1-30-1 １．飲食店 91-8991 年末年始 ー
フィットハウス　安城店 ﾌｨｯﾄﾊｳｽ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町2丁目10番地18 14．その他の小売店 76-9331 無し ー
ABホテル　安城 ｴｰﾋﾞｰﾎﾃﾙｱﾝｼﾞｮｳ 安城市末広町8-20 15．その他のサービス業 70-7812 なし https://www.ab-hotel.jp/anjo/

ABホテル　三河安城新館 ｴｰﾋﾞｰﾎﾃﾙﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳｼﾝｶﾝ 安城市三河安城町1-9-13 15．その他のサービス業 79-0700 なし https://www.ab-hotel.jp/
ABホテル　三河安城本館 ｴｰﾋﾞｰﾎﾃﾙﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾎﾝｶﾝ 安城市三河安城町1-16-17 15．その他のサービス業 79-3010 なし https://www.ab-hotel.jp/
ABホテル　三河安城南館 ｴｰﾋﾞｰﾎﾃﾙﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐｶﾝ 安城市三河安城南町1-1-5 15．その他のサービス業 77-6005 なし https://www.ab-hotel.jp/
バロー　安城日の出店 ﾊﾞﾛｰｱﾝｼﾞｮｳﾋﾉﾃﾞﾃﾝ 安城市日の出町1番21号 17．スーパー 73-6711 不定休 ー
セブンーイレブン　安城緑町１丁目店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ　ｱﾝｼﾞｮｳﾐﾄﾞﾘﾏﾁｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ 安城市緑町1丁目26番地2 19．コンビニ 75-2366 ー ー
セブンーイレブン　安城高棚町東店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾀｶﾀﾅﾁｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 安城市高棚町井池211番1 19．コンビニ 92-3071 なし ー
セブンーイレブン　安城古井町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾌﾙｲﾁｮｳﾃﾝ 安城市古井町小仏12-8 19．コンビニ 72-7011 ー ー
ローソンストア100安城桜井店 ﾛｰｿﾝｽﾄｱﾋｬｸｱﾝｼﾞｮｳｻｸﾗｲﾃﾝ 愛知県安城市桜井町塔見塚９４ 19．コンビニ 73-3499 年中無休 ー
AOKI　安城店 ｱｵｷｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市横山町下毛賀知129-1 ３．衣料・身の回り品扱い店 76-4298 なし ―
サンレジャン ｻﾝﾚｼﾞｬﾝ 安城市横山町管池24 ６．家具・雑貨店 72-7731 なし https://www.sunregent.co.jp/
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