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エビスヤ（靴・カバン） ｴﾋﾞｽﾔ　ｸﾂ･ｶﾊﾞﾝ 安城市桜井町大役田8-2 衣料・身の回り品扱い店 99-0073 火曜日 ―
太田屋 ｵｵﾀﾔ 愛知県安城市錦町3-9 衣料・身の回り品扱い店 76-1060 火曜日 ―
おかだ京染店 ｵｶﾀﾞｷｮｳｿﾞﾒﾃﾝ 安城市城南町1丁目19-14 衣料・身の回り品扱い店 76-3207 火・水 ―
岡田屋 ｵｶﾀﾞﾔ 安城市和泉町北本郷163 衣料・身の回り品扱い店 92-0020 火・第2.3月 ―
尾張屋 ｵﾜﾘﾔ 安城市御幸本町16番3号 衣料・身の回り品扱い店 75-1155 日・火・第2月 ―
学生服のイワホリ ｶﾞｸｾｲﾌｸﾉｲﾜﾎﾘ 安城市御幸本町6-5 衣料・身の回り品扱い店 76-2682 火曜日　6～12月は火曜日・http://school-uniform-iwahori.com
学生服の三愛 ｶﾞｸｾｲﾌｸﾉｻﾝｱｲ 安城市大東町2-8 衣料・身の回り品扱い店 76-3815 月・火 ―
カスタムテーラー平野 ｶｽﾀﾑﾃｰﾗｰﾋﾗﾉ 安城市朝日町18-12 衣料・身の回り品扱い店 76-3662 月・火 http://hirano.itka.jp/
金田洋品店 ｶﾈﾀﾞﾖｳﾋﾝﾃﾝ 安城市桜井町西町下26番地6 衣料・身の回り品扱い店 99-0203 日（火は16時～営業）6月～―
神谷ふとん店 ｶﾐﾔﾌﾄﾝﾃﾝ 安城市花ノ木町10-23 衣料・身の回り品扱い店 75-5954 ― ―
かみや洋品店 ｶﾐﾔﾖｳﾋﾝﾃﾝ 安城市小川町的場101-13 衣料・身の回り品扱い店 99-2585 月・火 ―
きもの和楽　かね宗 ｷﾓﾉﾜﾗｸ　ｶﾈｿｳ 安城市安城町広美14-1 衣料・身の回り品扱い店 75-5298 月・火 https://www.kanesou.jp/
黒野屋南店 ｸﾛﾉﾔﾐﾅﾐﾃﾝ 安城市東栄町1-7-10 衣料・身の回り品扱い店 97-8600 不定休 ―
小林時計店 ｺﾊﾞﾔｼﾄｹｲﾃﾝ 安城市御幸本町8-1 衣料・身の回り品扱い店 74-1010 火曜日 ―
シューズサロンワカミヤ ｼｭｰｽﾞｻﾛﾝﾜｶﾐﾔ 安城市御幸本町18-12 衣料・身の回り品扱い店 76-2479 火曜日 ―
杉友時計店 ｽｷﾞﾄﾓﾄｹｲﾃﾝ 安城市朝日町23-5 衣料・身の回り品扱い店 76-3318 火曜日 ―
スズキ洋傘専門店 ｽｽﾞｷﾖｳｶﾞｻｾﾝﾓﾝﾃﾝ 安城市朝日町15-15 衣料・身の回り品扱い店 76-3036 火曜日 ―
soave ｿｱｰｳﾞｪ 安城市東明町2番地3　ベルクレール1Ｆ 衣料・身の回り品扱い店 73-5030 水曜日 ―
とりやま ﾄﾘﾔﾏ 安城市緑町1-13-12 衣料・身の回り品扱い店 75-5945 ― ―
日高洋品店 ﾋﾀﾞｶﾖｳﾋﾝﾃﾝ 安城市小川町的場丘11番地6 衣料・身の回り品扱い店 99-2351 火曜日 ―
兵藤呉服店 ﾋｮｳﾄﾞｳｺﾞﾌｸﾃﾝ 安城市高棚町郷326 衣料・身の回り品扱い店 92-0965 水曜日・日曜(㏘15:00～営業―
FAGRASS ﾌｧｸﾞﾗｽ 安城市朝日町23-2-1F 衣料・身の回り品扱い店 72-0125 火曜・水曜 https://lit.link/fagrass
ファッション　イン　ロブ ﾌｧｯｼｮﾝ　ｲﾝ　ﾛﾌﾞ 安城市大東町6-16 衣料・身の回り品扱い店 74-6070 火・水 ―
ファッションステージ　タンタン ﾌｧｯｼｮﾝｽﾃｰｼﾞﾀﾝﾀﾝ 安城市日の出町1-22 衣料・身の回り品扱い店 77-1129 水曜日 ―
ファッション　タカハシ ﾌｧｯｼｮﾝﾀｶﾊｼ 安城市桜井町半抜79-8 衣料・身の回り品扱い店 99-0888 月曜日 ―
富士屋呉服店 ﾌｼﾞﾔｺﾞﾌｸﾃﾝ 安城市御幸本町17-1 衣料・身の回り品扱い店 76-2257 火曜日 ―
フットバランス ﾌｯﾄﾊﾞﾗﾝｽ 安城市御幸本町13-19 衣料・身の回り品扱い店 75-1884 火・第2.4水 https://www.footbalance.jp/
ブティック　スーベニール ﾌﾞﾃｨｯｸ　ｽｰﾍﾞﾆｰﾙ 安城市御幸本町14-1 衣料・身の回り品扱い店 76-1101 なし https://www.souvenir-a.com/
Boutique NOV ﾌﾞﾃｨｯｸ　ﾉﾌﾞ 安城市朝日町1-8 衣料・身の回り品扱い店 76-6717 火・祝 ―
ブティック　はらだ ﾌﾞﾃｨｯｸ ﾊﾗﾀﾞ 安城市御幸本町18-11 衣料・身の回り品扱い店 ー 火曜日 ―
ポップショップ　ポコ ﾎﾟｯﾌﾟｼｮｯﾌﾟ ﾎﾟｺ 安城市御幸本町7-24 衣料・身の回り品扱い店 76-2390 日曜日 ―
MOTHER'S LITTLE HELPER ﾏｻﾞｰｽﾞﾘﾄﾙﾍﾙﾊﾟｰ 安城市安城町広美14-4 衣料・身の回り品扱い店 72-2123 ― https://www.mothlitthelp.com/
丸花衣料品店 ﾏﾙﾊﾅｲﾘｮｳﾋﾝﾃﾝ 安城市桜井町城阿原27-7 衣料・身の回り品扱い店 99-0184 日・火 ―
みやこや ﾐﾔｺﾔ 安城市東町屋敷85-1 衣料・身の回り品扱い店 99-0059 火曜日 ―
洋品のカミヤ(小中学校制服･体操服取扱店) ﾖｳﾋﾝﾉｶﾐﾔ(ｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳｾｲﾌｸﾀｲｿｳﾌｸﾄﾘｱﾂｶｲﾃﾝ) 安城市里町大道畑1-35 衣料・身の回り品扱い店 98-6711 日・祝 ―
ラコンテ ﾗｺﾝﾃ 愛知県安城市小堤町15-8 衣料・身の回り品扱い店 77-1645 月曜日,火曜日 http://www.raconter.co.jp
remplir ﾗﾝﾌﾟﾘｰﾙ 安城市朝日町24-1 衣料・身の回り品扱い店 76-2960 日曜日 http://www.remplir2010.jp/shopinfo/index.html
レディースファッション　松屋 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝﾏﾂﾔ 安城市朝日町16-15 衣料・身の回り品扱い店 74-1172 火曜日 ―
味処うおみ　高棚店 ｱｼﾞﾄﾞｺﾛｳｵﾐ　ﾀｶﾀﾅﾃﾝ 安城市高棚町大道66-12 飲食店 92-6123 水・第２木 ―
味の店　とんかつ　安曇野 ｱｼﾞﾉﾐｾ　ﾄﾝｶﾂ　ｱﾂﾞﾐﾉ 安城市今池町1-2-14 飲食店 97-0777 月曜日 ―
amuse kitchen ｱﾐｭｰｽﾞｷｯﾁﾝ 安城市朝日町12-20　鯛常ビルジング1Ｆ 飲食店 77-6255 日・第2月 ―
Aleseed ｱﾙｼｰﾄﾞ 愛知県安城市新明町16-13 飲食店 87-5882 土日 http://www.aleseed.com/
安城デンビール　ホレフェスト ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾞﾝﾋﾞｰﾙ　ﾎﾚﾌｪｽﾄ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食店 92-7755 火曜日 ―
安祥陽 ｱﾝｼｮｳﾖｳ 安城市高棚町東山99-2番地 飲食店 92-4543 月曜・火曜 ―
anjo local food dining ひらり ｱﾝｼﾞｮｳﾛｰｶﾙﾌｰﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾋﾗﾘ 安城市御幸本町16-11　シルクビル1F 飲食店 77-2299 日曜日 ―
粋な下町ダイニング　鮮利休 ｲｷﾅｼﾀﾏﾁﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　ｾﾝﾉﾘｷｭｳ 安城市錦町3番5号 飲食店 75-0102 火曜日 ―
いこいはなれ ｲｺｲﾊﾅﾚ 安城市東栄町1-3-6 飲食店 98-4343 年中無休 http://ikoi-anjo.jp
居酒屋くろーば ｲｻﾞｶﾔｸﾛｰﾊﾞ 安城市日の出町10-12 飲食店 74-3325 日・第2.3月 ―
居酒屋39 ｲｻﾞｶﾔｻﾝｷｭｳ 安城市御幸本町7-13 飲食店 77-1377 不定休 ―
居酒屋　日向 ｲｻﾞｶﾔﾋｭｳｶﾞ 愛知県安城市日の出町10-16 飲食店 87-7575 月曜日・第3日曜日 ―
イタリア料理　らぱん ｲﾀﾘｱﾘｮｳﾘ　ﾗﾊﾟﾝ 安城市住吉町7-37-8 飲食店 98-8848 月曜日 http://rapan-italian.com/
今寿司 ｲﾏｽﾞｼ 安城市東栄町3-816-7 飲食店 0120-078-569 不定休 https://imazusi.com
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 飲食店 74-4626 火曜夜 http://www.indiacurry-haruka.com/
インドネシア料理Pelangi ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾘｮｳﾘﾌﾟﾗﾝｷﾞ 安城市住吉町3-2-3 飲食店 0566-95-6365 月曜日 ―
WISH ｳｨｯｼｭ 安城市井杭山町井杭山54-1 飲食店 77-4448 水曜日 ―
魚がし ｳｵｶﾞｼ 安城市井杭山町一本木6-8 飲食店 75-8122 月曜日 ―
うなぎ・お料理　𠮷𠮷野屋 ｳﾅｷﾞ･ｵﾘｮｳﾘ　ﾖｼﾉﾔ 安城市御幸本町7-15 飲食店 74-1717 日・祝 https://www.yoshinoya-anjo.com/
うなぎ海鮮料理　六なぎ ｳﾅｷﾞｶｲｾﾝﾘｮｳﾘ　ﾑﾅｷﾞ 安城市住吉町6-8-7 飲食店 95-7600 水曜日 https://rokuharu.jp/
うなぎのしもむら ｳﾅｷﾞﾉｼﾓﾑﾗ 安城市古井町大久後1-5 飲食店 75-2401 月曜日 ―
旨いもん食堂　恩 ｳﾏｲﾓﾝｼｮｸﾄﾞｳ　ｵﾝ 安城市朝日町13-15 飲食店 95-4629 月曜日 ―
梅若寿し ｳﾒﾜｶｽﾞｼ 愛知県安城市堀内町形谷34番地 飲食店 99-2525 毎週木曜、第三水曜 ―
うり食堂 ｳﾘｼｮｸﾄﾞｳ 安城市御幸本町6-8　築山ビル1階 飲食店 95-3885 火・水 ―
栄楽　新安城支店 ｴｲﾗｸｼﾝｱﾝｼﾞｮｳｼﾃﾝ 安城市今池町1-15-16 飲食店 98-2941 火曜日 ―
栄楽　本店 ｴｲﾗｸﾎﾝﾃﾝ 安城市今本町7-3-15 飲食店 97-9141 火曜日 ―
料理工房とと ｴﾖｳﾘｺｳﾎﾞｳﾄﾄ 安城市日の出町2-22 飲食店 74-3200 火曜・水曜 ―
欧風バル　BUZZ ｵｳﾌｳﾊﾞﾙ　ﾊﾞｽﾞ 安城市三河安城本町2丁目6番地12 飲食店 72-2555 日曜日 ―
おかずや+CAFÉ ｵｶｽﾞﾔｱﾝﾄﾞｶﾌｪ 安城市東栄町2-7-1 飲食店 97-1933 土・日 https://instagram.com/okazuya.cafe
おかだや　麺楽 ｵｶﾀﾞﾔ　ﾒﾝﾗｸ 安城市井杭山町家下9-3 飲食店 76-9889 月曜日夜のみ ―
お好み焼 三河多田屋 ｵｺﾉﾐﾔｷ　ﾐｶﾜﾀﾀﾞﾔ 愛知県安城市住吉町7-18-2田中ビル1F 飲食店 93-8377 火曜日.第2水曜日 https://www.instagram.com/mikawatadaya?r=nametag

お好み焼き　わっしょい ｵｺﾉﾐﾔｷ　ﾜｯｼｮｲ 安城市明治本町12-17 飲食店 76-8881 水・第1.3火 ―
お好み焼き・焼そば　もちもち ｵｺﾉﾐﾔｷ･ﾔｷｿﾊﾞ　ﾓﾁﾓﾁ 安城市古井町南畔18-5 飲食店 76-7848 日・月・火 ―
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 飲食店 98-2124 日曜日 ―
おでん　しみず ｵﾃﾞﾝｼﾐｽﾞ 安城市御幸本町7-3　ひまわりビル1Ｆ 飲食店 76-6630 木曜日 ―
OTOKICHI　オトキチ ｵﾄｷﾁｵﾄｷﾁ 安城市桜井町半抜79-1 飲食店 93-8033 月曜日 ―
お肉家てらもと ｵﾆｸﾔﾃﾗﾓﾄ 愛知県安城市今池町1-13-5 飲食店 96-1777 火曜日 https://onikuya-teramoto.gorp.jp/
おふくろの味　大善 ｵﾌｸﾛﾉｱｼﾞ　ﾀﾞｲｾﾞﾝ 安城市箕輪町唐生156 飲食店 74-3939 木曜日 ―
おもてなし　ふく井 ｵﾓﾃﾅｼﾌｸｲ 安城市三河安城町1-4-5 飲食店 76-5291 日曜日 http://omotenashi-fukui.com
隠れ家　韓国ジフン ｶｸﾚｶﾞｶﾝｺｸｼﾞﾌﾝ 安城市御幸本町13-7 飲食店 91-8131 日・月 https://jihoon.owst.jp/
家庭料理とおやつの店　ひまわり ｶﾃｲﾘｮｳﾘﾄｵﾔﾂﾉﾐｾﾋﾏﾜﾘ 安城市新田町新定山41-8 飲食店 75-9000 月曜日 ―
かどいち ｶﾄﾞｲﾁ 安城市花の木4-10 飲食店 ー 水・日 ―
かねぶん新安城店 ｶﾈﾌﾞﾝｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市今本町4丁目10番18号 飲食店 98-4649 木・第2.3水 ―
かふぇ　赤いくつ ｶﾌｪ　ｱｶｲｸﾂ 安城市百石町2丁目13番地8 飲食店 76-1415 土・日・祝 https://webc.sjc.ne.jp/anjo/
cafe angora ｶﾌｪ ｱﾝｺﾞﾗ 愛知県安城市花ノ木町8-6 飲食店 55-7878 月曜・火曜 https://cafeangora.theshop.jp/に
カフェ・ピクアント ｶﾌｪ･ﾋﾞｸｱﾝﾄ 安城市三河安城本町1-1-8 飲食店 68-1180 月・火 https://piq.pc-exp.com/
カフェ＆キッチンｙｙ ｶﾌｪｱﾝﾄﾞｷｯﾁﾝﾜｲﾜｲ 安城市高棚町小牧31 飲食店 93-2981 日月火祝 https://cafekitchenyy.com/
カフェ＆ダイニング　ヒラソル ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　ﾋﾗｿﾙ 安城市東栄町3-815-3 飲食店 98-8889 月曜日 ―
Cafe ＆ Delica NEJI ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾃﾞﾘｶ　ﾈｼﾞ 安城市日の出町10-7　サンライズ122東1 飲食店 93-4610 木・日 https://neji.speeaker.com/
CAFÉ&BAR Vene ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ ｳﾞｪﾈ 安城市御幸本町17-2 飲食店 080-5666-1348 月曜日 https://cafeandbarvene.com/
Café&Blomster(デンパーク内) ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾌﾞﾛﾑｽﾀｰ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食店 92-7111 火曜日 https://denpark.jp
カフェキッチン・BONO ｶﾌｪｷｯﾁﾝ･ﾎﾞﾉ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食店 92-7162 火曜日 ―
CAFÉ　CODA ｶﾌｪｺｰﾀﾞ 安城市御幸本町6-6奥井ビル1F 飲食店 93-5015 火曜・水曜(不定休) ―
cafe B+ ｶﾌｪﾋﾞｰ 安城市新明町16-13 飲食店 78-1147 第3水・木曜 http://cafeb.client.jp
カフェ・ピクアント ｶﾌｪﾋﾞｸｱﾝﾄ 安城市三河安城本町1-1-8 飲食店 68-1180 月・火 https://piq.pc-exp.com/
カフェレスト　カントリーヴレッジ ｶﾌｪﾚｽﾄ　ｶﾝﾄﾘｰｳﾞﾚｯｼﾞ 安城市赤松町梶14-1 飲食店 92-5703 火・第3月不定休 ―
カフェレストランオレンジペコ ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ 安城市浜富町12-1 飲食店 76-1100 木曜日 https://www.orangepekoe-anjo.com/
KICO cafe&shop ｷｺｶﾌｪｱﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟ 安城市桜井町半抜79-1 飲食店 93-8030 月曜日 https://kico-cafe.shopinfo.jp/
喫茶　葦 ｷｯｻ　ｱｼ 安城市和泉町神明25-2 飲食店 92-4747 日曜日 ―
喫茶　はみんぐ ｷｯｻ　ﾊﾐﾝｸﾞ 安城市横山町下毛賀知68-1 飲食店 74-8309 火曜日 ―
喫茶・軽食エリカ ｷｯｻｹｲｼｮｸｴﾘｶ 安城市東栄町1丁目1-3 飲食店 98-7113 第3月・火 ―
喫茶サニーサイド ｷｯｻｻﾆｰｻｲﾄﾞ 安城市三河安城本町1-21-1-106 飲食店 75-1056 日曜日 ―
喫茶根っこ ｷｯｻﾈｯｺ 安城市根崎町西根111-3 飲食店 92-4677 月曜日 ―
キッチン花車(デンパーク内） ｷｯﾁﾝﾊﾅｸﾞﾙﾏ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食店 92-5512 火曜日 http://next-anjo.com
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http://hirano.itka.jp/
https://lit.link/fagrass
https://www.footbalance.jp/
https://www.souvenir-a.com/
http://www.remplir2010.jp/shopinfo/index.html
http://ikoi-anjo.jp/
http://rapan-italian.com/
https://imazusi.com/
http://www.indiacurry-haruka.com/
https://www.yoshinoya-anjo.com/
https://instagram.com/okazuya.cafe
https://webc.sjc.ne.jp/anjo/
https://neji.speeaker.com/
https://cafeandbarvene.com/
https://denpark.jp/
http://cafeb.client.jp/
https://kico-cafe.shopinfo.jp/
http://next-anjo.com/


キャトルエピス ｷｬﾄﾙｴﾋﾟｽ 安城市池浦町池東26-15 飲食店 72-2422 火曜日 https://hitosara.com/0005001824/
ギャラリー＆カフェ　ミネルヴァ ｷﾞｬﾗﾘｰｱﾝﾄﾞｶﾌｪ ﾐﾈﾙヴｧ 安城市桜井町貝戸尻97-1 飲食店 99-0153 水曜日 ―
郷土料理・和食処　ふるさと館 ｷｮｳﾄﾞﾘｮｳﾘﾌﾙｻﾄｶﾝ 愛知県安城市赤松町梶１番地(デンパーク内) 飲食店 92-7125 火曜日（デンパークに準ずる―
魚菜喰　菜香苑 ｷﾞｮｻｲｼｮｸ　ｻｲｺｳｴﾝ 安城市朝日町25-4 飲食店 72-0708 日・コロナ渦だけ月も ―
魚菜食しゃもじや ｷﾞｮｻｲｼｮｸｼｬﾓｼﾞﾔ 愛知県安城市三河安城本町1丁目33-4 飲食店 77-9025 月曜日 https://www.shamojiya.com
銀の石 ｷﾞﾝﾉｲｼ 安城市朝日町23-2　オレンジハウス102号 飲食店 75-7347 土曜日 ―
キンパKITCHEN ｷﾝﾊﾟｷｯﾁﾝ 安城市日の出町7-11 飲食店 74-4310 日曜・月曜 ―
串揚げ　つくよみ ｸｼｱｹﾞ　ﾂｸﾖﾐ 安城市住吉町7-17-8 飲食店 98-6771 火曜日 http://kushiage-tsukuyomi.com/
ぐっつぁんらーめん ｸﾞｯﾂｧﾝﾗｰﾒﾝ 安城市朝日町22-2 飲食店 ― 月曜日 ―
暮らしのお店「野菜がおいしいごはん」 ｸﾗｼﾉｵﾐｾ ﾔｻｲｶﾞｵｲｼｲｺﾞﾊﾝ 安城市百石町1丁目6-3　暮らしのお店内 飲食店 71-1080 水曜日 ―
CLUB　LUCE ｸﾗﾌﾞ　ﾙｰﾁｪ 安城市三河安城東町1-27-32　5F 飲食店 72-5887 なし http://www.lr-luce.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 飲食店 98-3801 木曜日 ―
鶏ちゃん屋　笑ん ｹｲﾁｬﾝﾔ　ｴﾝ 安城市今池町1-15-13 飲食店 98-3798 月曜日 ―
孝寿し ｺｳｽﾞｼ 安城市福釜町河原78-1 飲食店 75-9738 水曜日 ―
コーヒーとお茶の専門店　方丈 ｺｰﾋｰﾄｵﾁｬﾉｾﾝﾓﾝﾃﾝﾎｳｼﾞｮｳ 愛知県安城市高棚町井池181-2 飲食店 78-8161 木曜日 ―
COFFEE MINAMI ｺｰﾋｰﾐﾅﾐ 安城市日の出町11-3 飲食店 75-9545 毎週水曜日　第一火曜日 https://coffee-minami.com
Cocopelli Shrimp 海と畑の台所 ｺｺﾍﾟﾘｼｭﾘﾝﾌﾟ　ｳﾐﾄﾊﾀｹﾉﾀﾞｲﾄﾞｺﾛ 安城市篠目町竜田78-1 飲食店 91-3353 水曜日 http://cocopelli-shrimp.com
こころにて ｺｺﾛﾆﾃ 安城市朝日町26-9 飲食店 89-1320 月曜日 ―
個室酒房　季喜 ｺｼﾂｼｭﾎﾞｳｷｷ 安城市三河安城南町1-9-22 飲食店 45-7223 日曜日 ―
小料理　美か ｺｼｮｳﾘﾐｶ 安城市朝日町12-10　鯛常ビルジング1F-A 飲食店 76-5877 日・月土不定休 ―
cobaco ne cobaco ｺﾊﾞｺﾈｺﾊﾞｺ 安城市二本木町西切替111-3 飲食店 74-2775 月・火 https://cobaco111-3.jp/
小料理　大江戸 ｺﾘｮｳﾘｵｵｴﾄﾞ 愛知県安城市朝日町26-13 飲食店 76-3288 日曜日 ―
小料理　こゆき ｺﾘｮｳﾘｺﾕｷ 安城市明治本町15-5 飲食店 77-4605 日曜日 ―
栄寿司 ｻｶｴｽﾞｼ 安城市御幸本町7-16 飲食店 75-1255 火曜日 ―
桜街珈琲　癒しの池浦店 ｻｸﾗﾏﾁｺｰﾋｰ　ｲﾔｼﾉｲｹｳﾗﾃﾝ 安城市池浦町丸田193番地3 飲食店 76-5511 なし ―
茶寮　花の宴 ｻﾘｮｳ　ﾊﾅﾉｳﾀｹﾞ 安城市大東町17-8 飲食店 72-0390 月曜日 ―
三条 ｻﾝｼﾞｮｳ 安城市相生町15-8 飲食店 ー 火曜日 ―
四季の料理 一井 ｼｷﾉﾘｮｳﾘｲﾁｲ 愛知県安城市三河安城町1丁目14-1 飲食店 71-0810 毎週月曜日、第1.3火曜日 https://i-chi-i.com/
七輪工房やきまる。安城店 ｼﾁﾘﾝｺｳﾎﾞｳﾔｷﾏﾙ｡ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市新明町16-12 飲食店 77-7776 無休 https://yaki-moja.jp
ジフン　Sweets ｼﾞﾌﾝｽｲｰﾂ 安城市御幸本町8-8 飲食店 ー なし https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/jihoonsweets_anjo/

しゃぶしゃぶ　鍋こまち ｼｬﾌﾞｼｬﾌﾞ　ﾅﾍﾞｺﾏﾁ 安城市浜富町11-10 飲食店 70-9365 年中無休 ―
Chou&Cream（シュウ＆クリーム） ｼｭｳｱﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ 安城市三河安城町1-9-2 第二東祥ビル1F 飲食店 72-4096 水曜日 http://www.chou-cream.com/
熟成牛のハンバーガー　cafe＆diner　thee ajicｼﾞｭｸｾｳｼﾞｭｳﾉﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ　ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾅｰ　ｱｼﾞｺ 安城市住吉町6-8-4　第二新安城ビル1F 飲食店 91-1919 日（ディナー）・月 ―
酒食百景 松 ｼｭｼｮｸﾋｬｯｹｲ　ﾏﾂ 愛知県安城市浜富町4-17サンシティオーミ102 飲食店 66-8022 月曜日 https://www.instagram.com/shushokuhyakkei.matsu

旬　あじさい ｼｭﾝ　ｱｼﾞｻｲ 安城市今池町1丁目13-12 飲食店 91-6660 日曜日 ―
旬菜　いこい ｼｭﾝｻｲｲｺｲ 安城市東栄町1-3-6 飲食店 97-9313 不定休 http://ikoi-anjo.jp
旬彩会席　田和 ｼｭﾝｻｲｶｲｾｷ　ﾀﾜ 安城市姫小川町舘出141-2 飲食店 99-3460 第1.3火・水 ―
旬菜食房日向 ｼｭﾝｻｲｼｮｸﾎﾞｳﾋﾑｶ 安城市緑町1-5-1 飲食店 72-7358 日・第1第3月曜 ―
新安城　炉端焼きどんぱち ｼﾝｱﾝｼﾞｮｳ　ﾛﾊﾞﾀﾔｷﾄﾞﾝﾊﾟﾁ 愛知県安城市今池町1-16-5 飲食店 0566-91-8455 無休 https://anjyo.donpachi.net/
新寿司常 ｼﾝｽｼﾂﾈ 安城市日の出町6-13 飲食店 75-1031 水・木 ―
辛家厨坊 ｼﾝﾁｬﾁｭｳﾎﾞｳ 安城市朝日町14番5号 飲食店 76-0202 月曜日 ―
心有 ｼﾝﾕｳ 安城市三河安城本町1丁目1-11　第3ビレッジ2F-D号室 飲食店 91-5161 月曜日 ―
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 飲食店 72-7707 ー https://cafe-sweetcorns.com/
鮨酒房　ほのか ｽｼｼｭﾎﾞｳﾎﾉｶ 安城市御幸本町7-14　MIXビル1F 飲食店 76-5771 月（日曜臨時休業あり） ―
寿し長 ｽｼﾁｮｳ 安城市美園町1丁目23-1 飲食店 77-1768 月曜日 ―
寿司処　かいぬま ｽｼﾄﾞｺﾛｶｲﾇﾏ 安城市和泉町大上41-6 飲食店 92-0649 月・第3火 http://sushidonguri.com/71286/
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 飲食店 75-7651 日曜日 ―
SPACE ｽﾍﾟｰｽ 安城市今池町1丁目10-12トシマビル1階 飲食店 95-0044 水曜日 ―
炭火焼肉　栄養亭 ｽﾐﾋﾞﾔｷﾆｸ　ｴｲﾖｳﾃｲ 愛知県安城市池浦町池東24-4 飲食店 0566-74-7729 毎週木曜　 ―
蕎麦切り さとう ｿﾊﾞｷﾘ　ｻﾄｳ 愛知県安城市弁天町1-12 弁天ビル1F 飲食店 72-2126 月曜日の夜の部、火曜日 https://www.facebook.com/sobakiri310
蕎麦や石はら ｿﾊﾞﾔｼﾊﾗ 愛知県安城市横山町大山田中12番地２ 飲食店 76-2007 火曜日 http://sobayaishihara.com
タージ・ベンガル ﾀｰｼﾞ･ﾍﾞﾝｶﾞﾙ 安城市美園町1-23-1　アップヒル1F 飲食店 75-9748 火曜日 ―
大衆居酒屋じゅーじゅー ﾀｲｼｭｳｲｻﾞｶﾔｼﾞｭｰｼﾞｭｰ 安城市御幸本町16-5 飲食店 ー ― ―
大衆酒場　美雪本町八丁目　新絆や ﾀｲｼｭｳｻｶﾊﾞﾐﾕｷﾎﾝﾏﾁﾊｯﾁｮｳﾒ ｼﾝｷｽﾞﾅﾔ 安城市御幸本町8-1 飲食店 95-2270 日曜日 ―
大衆酒場なべちゃん８ ﾀｲｼｭｳｻｶﾊﾞﾐﾕｷﾎﾝﾏﾁﾊｯﾁｮｳﾒ ｼﾝｷｽﾞﾅﾔﾅﾍﾞﾁｬﾝｴｲﾄ７ 愛知県安城市今池町1-16-4 飲食店 0566-91-7337 無休 https://nabechan-8.com/
Dining Bar RR ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰｱｰﾙｱｰﾙ 安城市末広町3-1末広大嶽ビル2D 飲食店 94-9550 月曜・第2日曜 https://dining-bar-rr.jimdofree.com/
大正庵釜春　新安城店 ﾀｲﾖｳｱﾝｶﾏﾊﾙ　ｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市篠目町4丁目22-5 飲食店 74-5833 火・第1.3月夜 ―
台湾料理　味味 ﾀｲﾜﾝﾘｮｳﾘ　ﾐﾝﾐﾝ 安城市藤井町東長先33 飲食店 99-5167 月曜日午後 ―
多国籍料理　cheers ﾀｺｸｾｷﾘｮｳﾘ　ﾁｱｰｽﾞ 安城市上条町熊野林10-1 飲食店 72-1131 月曜日 ―
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 飲食店 77-2566 水曜日 ―
Taro'sBar三河安城店 ﾀﾛｰｽﾞﾊﾞｰﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町1-1-11第3ビレッジ1階 飲食店 72-7544 日曜日 http://tarosbar.com/
CHEESE STYLE GYOZA BAR ネオアンジョー ﾁｰｽﾞｽﾀｲﾙｷｮｰｻﾞﾊﾞｰ ﾈｵｱﾝｼﾞｮｰ 安城市御幸本町3-1　第一グリーンパールビル1F 飲食店 74-3580 月曜日 ―
地久庵 ﾁｷｭｳｱﾝ 安城市里町2丁目8-2 飲食店 98-0055 月曜日 ―
中華そば　嵐丸 ﾁｭｳｶｿﾊﾞ　ﾗﾝﾏﾙ 安城市池浦町池東2-1　池浦ビル1F103 飲食店 74-8386 月・不定休1日あり ―
中華料理　ヤマヨ ﾁｭｳｶﾘｮｳﾔﾏﾖ　 安城市和泉町北本郷3 飲食店 92-2325 木曜日 ―
中華料理　東天紅 ﾁｭｳｶﾘｮｳﾘﾄｳﾃﾝｺｳ 安城市南町5-4 飲食店 75-1173 火曜・水曜 ―
中国料理　香楽 ﾁｭｳｺﾞｸﾘｮｳﾘ　ｺｳﾗｸ 安城市今池町1丁目21-16 飲食店 97-8785 月・月1回月火連休 ―
中国料理　北京本店 ﾁｭｳｺﾞｸﾘｮｳﾘ　ｺｳﾗｸﾍﾟｷﾝﾎﾝﾃﾝ 安城市三河安城本町2-4-1 飲食店 75-0230 月曜日 https://pekinhan.love
長寿庵 ﾁｮｳｼﾞｭｱﾝ 安城市御幸本町13-13 飲食店 76-4845 日曜日 ―
知覧 ﾁﾗﾝ 安城市御幸本町7-20 飲食店 77-1375 日・月 ―
TEA HOUSE la CASA ANJO ﾃｨｰﾊｳｽﾗｶｰｻｱﾝｼﾞｮｳ 安城市篠目町竜田86-5 飲食店 76-1551 水曜日 ―
TIERRA ﾃｨｴﾗ 安城市相生町6-14　カズビル2Ｆ 飲食店 77-3080 月・火 ―
手打うどん　おにがしま ﾃｳﾁｳﾄﾞﾝｵﾆｶﾞｼﾏ 安城市池浦町池東20-1 飲食店 93-9797 ― ―
てじ韓　安城店 ﾃｼﾞｶﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 愛知県安城市百石町1-1-9 飲食店 45-6226 ― ―
鉄板たこやきBar　マリン ﾃｯﾊﾟﾝﾀｺﾔｷﾊﾞｰﾏﾘﾝ 安城市御幸本町16-1 飲食店 68-9777 ― ―
鉄板焼らくだ ﾃｯﾊﾟﾝﾔｷﾗｸﾀﾞ 安城市大山町1-10-9 飲食店 74-6910 月曜.(祝日以外) http://rakuda-teppan.com/
DELI&KITCHEN Chant ﾃﾞﾘｱﾝﾄﾞｷｯﾁﾝ 愛知県安城市城南町一丁目17-3 飲食店 76-9003 日・月 https://www.chant.life/
桃源楼 ﾄｳｹﾞﾝﾛｳ 安城市福釜町細湫53番地2 飲食店 72-1515 水曜日 ―
トマトカフェ ﾄﾏﾄｶﾌｪ 安城市百石町2-1-10 飲食店 74-5824 木曜日 ―
Tripot café BAKEstand ﾄﾗｲﾎﾟｯﾄｶﾌｪ　ﾃｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 安城市今池町1-1-5第1新安城ビル107 飲食店 95-8817 無休 https://instagram.com/bakestand.triporcafe.anjo/
トラットリア223 ﾄﾗｯﾄﾘｱﾄﾞｩﾄﾞｩﾄｩﾚ 安城市三河安城本町2-2-2カーサ・グリージョ1F 飲食店 91-5860 水曜日 ―
とりこ　三河安城 ﾄﾘｺﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳ 安城市三河安城本町2丁目4番地2　サントヴィラージュB1 飲食店 77-7346 日曜・お盆・年末年始 ―
ドルフィン ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 安城市安城町広美5-4 飲食店 75-7273 月曜日 ―
とんかつ　あき ﾄﾝｶﾂｱｷ 安城市桜町13-10 飲食店 75-0081 水曜日 ―
とんかつ稲穂 ﾄﾝｶﾂｲﾅﾎ 安城市今池町1-3-1 飲食店 97-9775 火・水 ―
とんちゃん・ホルモン焼き石川屋　二本木新町店ﾄﾝﾁｬﾝ･ﾎﾙﾓﾝﾔｷｲｼｶﾜﾔ　ﾆﾎﾝｷﾞｼﾝﾏﾁﾃﾝ 安城市二本木新町1丁目18-1 飲食店 45-5722 年中無休 http://orins.co.jp/ishikawaya/
名古屋コーチン　らーめん鳥よし ﾅｺﾞﾔｺｰﾁﾝ　ﾗｰﾒﾝﾄﾘﾖｼ 安城市三河安城東町2-2-10 飲食店 75-1112 なし http://www.tori-yoshi.jp
肉汁焼小籠包千琇 ﾆｸｼﾞﾙﾔｷｼｮｳﾛﾝﾎﾟｳﾁｼｭｳ 安城市二本木町長根67-20 飲食店 95-7799 水曜日 ―
肉萬 ﾆｸﾏﾝ 安城市高棚町井池181-2 飲食店 78-8161 火曜日 ―
弐丁弓 ﾆﾁｮｳﾕﾐ 安城市桜町11-11 飲食店 77-0787 日曜日 ―
日本料理　やっかん ﾆﾎﾝﾘｮｳﾘ　ﾔｯｶﾝ 安城市東町屋敷85-4 飲食店 99-0029 不定休 https://www.anjo-yakkan.com/sp/
BAR　SURE ﾊﾞｰ　ｼｭｰﾙ 安城市三河安城東町2-2-10　2F 飲食店 71-0885 なし http://bar-sure.com
BBQガーデンピクニック(デンパーク内) ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾟｸﾆｯｸ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食店 92-7111 火曜日 https://denpark.jp
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 飲食店 ー 日・月・火 ―
博多らーめん丸山 ﾊｶﾀﾗｰﾒﾝﾏﾙﾔﾏ 安城市東端町南用地7 飲食店 080-3627-2898 水曜日 ―
パステリア＆カフェ　COVO ﾊﾟｽﾃﾘｱｱﾝﾄﾞｶﾌｪ　ｺｳﾞｫ 安城市朝日町27-3 飲食店 72-0081 日・月 ―
八幸寿し ﾊﾁｺｳｽｼ 安城市緑町2丁目18-2 飲食店 74-6221 水曜日 ―
初寿司 ﾊﾂｽﾞｼ 安城市日の出町10-20 飲食店 75-0467 月（月1回火） ―
八宝亭 ﾊｯﾎﾟｳﾃｲ 安城市朝日町23-4 飲食店 76-3447 木曜日 ―
はまじ ﾊﾏｼﾞ 愛知県安城市桜井町塔見塚34 スミックスホームビル1F 飲食店 91-6090 木曜日 https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23070643/

浜焼きdining　カキヤ安城店 ﾊﾏﾔｷﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｶｷﾔｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市御幸本町14-13 飲食店 95-9206 火曜日 ―
はるのや ﾊﾙﾉﾔ 安城市日の出町3-1 ハイライフマンション1F 飲食店 0566-72-0417 水、第二火 ―
BUNT COFFEE ﾊﾞﾝﾄｺｰﾋｰ 愛知県安城市福釜町釜ヶ渕2－1 飲食店 0566-89-1929 月曜日 https://bunt-coffee.com/
ピアホルテ ﾋﾟｱﾎﾙﾃ 安城市和泉町東山64番地3 飲食店 92-5959 火曜・水曜 http://www.piaa-forte.com
ビストロ　シェ・イシダ ﾋﾞｽﾄﾛ　ｼｪ･ｲｼﾀﾞ 安城市篠目町向138 飲食店 93-9786 月（祝日は営業） http://chez-ishida.hp4u.jp/
ピッツェリアブル安城店 ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾌﾞﾙｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 愛知県安城市安城町東広畔5-1 飲食店 71-1388 なし https://pizzeriablu.com/
ひで寿司 ﾋﾃﾞｽﾞｼ 安城市桜井町貝戸尻56-2 飲食店 99-3118 第3火曜・水曜 ―

https://hitosara.com/0005001824/
http://kushiage-tsukuyomi.com/
http://www.lr-luce.com/
http://cocopelli-shrimp.com/
https://yaki-moja.jp/
http://ikoi-anjo.jp/
http://sushidonguri.com/71286/
https://dining-bar-rr.jimdofree.com/
https://pekinhan.love/
https://instagram.com/bakestand.triporcafe.anjo/
http://orins.co.jp/ishikawaya/
http://www.tori-yoshi.jp/
https://www.anjo-yakkan.com/sp/
http://bar-sure.com/
https://denpark.jp/
http://www.piaa-forte.com/
http://chez-ishida.hp4u.jp/
https://pizzeriablu.com/


ひろ寿司 ﾋﾛｽﾞｼ 安城市小川町的場丘23-5 飲食店 99-3989 月・第3火 ―
フィリピン料理　PALAYOK ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾘｮｳﾘ　ﾊﾟﾗﾖｯｸ 安城市日の出町2番21号　ヒロビル2Ｆ 飲食店 95-3940 日曜日 https://palayok-anjo.owst.jp
ふくや ﾌｸﾔ 安城市姫小川町北門原34-4 飲食店 87-4676 月曜日 ―
福来源 ﾌｸﾗｲｹﾞﾝ 安城市横山町毛賀知42-1　三浦店舗１コウ 飲食店 76-7688 火曜日 ―
葡萄樹インポーテッドワインバー ﾌﾞﾄﾞｳｼﾞｭｲﾝﾎﾟｰﾃｯﾄﾞﾜｲﾝﾊﾞｰ 愛知県安城市日の出町2-19 飲食店 75-8952 日曜日 ―
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 飲食店 74-7328 日曜日 ―
北京小堤店 ﾍﾟｷﾝｺﾂﾞﾂﾐﾃﾝ 安城市小堤町7-12 飲食店 76-2418 月曜 ―
北京昭和町店 ﾍﾟｷﾝｼｮｳﾜﾏﾁﾃﾝ 安城市昭和町15-3 飲食店 76-7090 月曜日 ―
弁天寿司 ﾍﾞﾝﾃﾝｽﾞｼ 安城市高木町半崎37-3 飲食店 76-6333 火曜日 ―
まんが喫茶ペチカ ﾏﾝｶﾞｷｯｻﾍﾟﾁｶ 安城市根崎町東石谷44 飲食店 92-7880 月曜日 ―
漫画喫茶ログキャビン　高棚店 ﾏﾝｶﾞｷｯｻﾛｸﾞｷｬﾋﾞﾝ　ﾀｶﾀﾅﾃﾝ 安城市高棚町大道18-1 飲食店 92-4488 年中無休 http://www.log-cabin.jp
漫画喫茶ログキャビン　百石店 ﾏﾝｶﾞｷｯｻﾛｸﾞｷｬﾋﾞﾝ　ﾋｬｯｺｸﾃﾝ 安城市百石町2-15-5 飲食店 77-4234 年中無休 http://www.log-cabin.jp
三河一押　安城魂 ﾐｶﾜｲﾁｵｼｱﾝｼﾞｮｳﾀﾞﾏｼｲ 安城市今池町2-2-31 飲食店 97-0020 不定休 ―
三河デリシャスファーム(デンパーク内） ﾐｶﾜﾃﾞﾘｼｬｽﾌｧｰﾑ(ﾃﾞﾝﾊﾟｰｸﾅｲ) 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食店 92-5512 火曜日 http://next-anjo.com
三国うどん ﾐｸﾆｳﾄﾞﾝ 愛知県安城市弁天町5-21 飲食店 76-6097 水曜日 ―
味噌蔵麺四朗　安城店 ﾐｿｸﾗﾒﾝｼﾞﾛｳ 愛知県安城市堀内町西口14-7 飲食店 0566-91-6881 火曜日 https://menshiro.com/
見浜屋 ﾐﾊﾏﾔ 安城市朝日町20番10号 飲食店 ― 月曜～木曜 ―
麦穂 ﾑｷﾞﾎ 安城市新明町16-12 飲食店 75-5960 火曜日 ―
メゾン・ド・ヌーヴォー ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾇｰｳﾞｫｰ 安城市箕輪町唐生155-1 飲食店 76-5975 水曜・木曜 ―
めん処　春木 ﾒﾝﾄﾞｺﾛ　ﾊﾙｷ 安城市東栄町5丁目10-8 飲食店 98-4357 水曜日 ―
めん処　梅家 ﾒﾝﾄﾞｺﾛｳﾒﾔ 愛知県安城市御幸本町1-7 飲食店 76-2626 日曜日 ―
めん処　丸長 ﾒﾝﾄﾞｺﾛﾏﾙﾁｮｳ 安城市御幸本町7番24号 飲食店 74-2544 月曜日 https://marucyou.shop/
麺やOK ﾒﾝﾔｵｰｹｰ 安城市明治本町15-4明治ハイツ1F右 飲食店 72-3630 月曜日 ―
麵屋　くろ松 ﾒﾝﾔｸﾛﾏﾂ 安城市横山町下毛賀知39-7 飲食店 95-7955 月曜・火曜 ―
麺屋すずなり ﾒﾝﾔｽｽﾞﾅﾘ 安城市新田町小山西68 飲食店 090-3259-0577 水曜日 ―
Moana café&grill ﾓｱﾅｶﾌｪｱﾝﾄﾞｸﾞﾘﾙ 安城市緑町1丁目18-1 飲食店 95-9570 火曜 ―
もじゃまる ﾓｼﾞｬﾏﾙ 安城市新明町16-13 飲食店 74-5033 不定休 http://mojyamaru.com/
もてなし　旬菜や ﾓﾃﾅｼｼｭﾝｻｲﾔ 安城市三河安城町2-13-1　サンハウス三河安城1Ｆ 飲食店 45-6318 不定休 ―
師崎茶屋　太っ腹 ﾓﾛｻﾞｷﾁｬﾔ ﾌﾄｯﾊﾟﾗ 安城市日の出町12-17 飲食店 77-3353 不定休 https://futoppara-anjo.firebaseapp.com/
もんじゃ・鉄板料理　和助 ﾓﾝｼﾞｬﾃｯﾊﾟﾝﾘｮｳﾘﾜｽｹ 安城市桜井町新田102-2 飲食店 99-9155 火曜日 https://wasuke-anjo.com
焼肉　大豊園 ﾔｷﾆｸ　ﾀｲﾎｳｴﾝ 安城市美園町1-6-7 飲食店 74-5439 水曜日 ―
焼肉　万祥 ﾔｷﾆｸ　ﾊﾞﾝｼｮｳ 安城市桜町21-25 飲食店 76-4036 火曜日 ―
焼肉　みます ﾔｷﾆｸ　ﾐﾏｽ 安城市三河安城南町1-11-6 飲食店 45-7896 火曜日 ―
焼肉酒房やきまる　三河安城店 ﾔｷﾆｸｲｻﾞｶﾔﾔｷﾏﾙ　ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市緑町1丁目16-5 飲食店 91-2966 ― ―
焼肉　加茂園 ﾔｷﾆｸｶﾓｴﾝ 安城市日の出町12-5 飲食店 76-6852 木曜日 ―
焼肉　食道園 ﾔｷﾆｸｼｮｸﾄﾞｳｴﾝ 安城市大山町2-1-7 飲食店 77-6925 月曜日 ―
焼肉ハウス　家族亭 ﾔｷﾆｸﾊｳｽ ｶｿﾞｸﾃｲ 愛知県安城市緑町2丁目18-1 飲食店 75-9445 水曜日 ―
焼肉屋ウルフ ﾔｷﾆｸﾔｳﾙﾌ 安城市緑町1-16-9 飲食店 72-3150 火曜日 ―
ゆめぼん ﾕﾒﾎﾞﾝ 安城市東栄町1-5-3 飲食店 97-9351 日月 ―
洋食　国亭 ﾖｳｼｮｸ　ｸﾆﾃｲ 愛知県安城市桜井町薬師田16-2 飲食店 99-2140 木、金 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 飲食店 090-7617-9938 月曜日
らーめん屋 ラーメンヤ 安城市住吉町７ー２５ー3 飲食店 98-2852 木曜日 ―
REVOLBAR ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ 安城市今池町1-3-1　今村ビル3F　リボルバー 飲食店 98-6117 日曜日 ―
Luxe GRANDIR ﾘｭｸｽｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ 安城市三河安城町1-10-3　マックビル1F　Luxe GRANDIR 飲食店 72-7817 月曜日 http://www.grandir1028.com/
料亭　すず岡 ﾘｮｳﾃｲ　ｽｽﾞｵｶ 安城市朝日町26-10 飲食店 76-3476 不定休 http://www.ryoutei-suzuoka.com
料亭懐石　達磨 ﾘｮｳﾃｲｶｲｾｷ ﾀﾞﾙﾏ 安城市今本町4-10-8 飲食店 0120-66-9588 水曜日 https://www.daru-ma.com
料亭　川本 ﾘｮｳﾃｲｶﾜﾓﾄ 安城市御幸本町7-15丸杉ビル2F 飲食店 75-2081 ― ―
RUST GAME AND EVENT SPACE ﾙｽﾄｹﾞｰﾑｱﾝﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ 愛知県安城市東新町10-11 飲食店 68-1081 月曜定休・祝日は営業翌日代https://bar-rust.com
レストラン赤煉瓦 ﾚｽﾄﾗﾝｱｶﾚﾝｶﾞ 篠目町竜田91-1 飲食店 76-9600 月曜 ―
レストランきくな ﾚｽﾄﾗﾝｷｸﾅ 安城市古井町新道39-1 飲食店 74-0637 水曜・第2木曜 ―
れすとらん仔馬　宮前店 ﾚｽﾄﾗﾝｺｳﾏ　ﾐﾔﾏｴﾃﾝ 安城市安城町宮前98 飲食店 75-5446 水曜日 ―
れすとらん仔馬　秋葉本店 ﾚｽﾄﾗﾝｺｳﾏｱｷﾊﾞﾎﾝﾃﾝ 安城市安城町栗ノ木80-3 飲食店 76-2004 火曜日 ―
localplace machikanty ﾛｰｶﾙﾌﾟﾚｲｽﾏﾁｶﾝﾃｨｰ 愛知県安城市東栄町1-4-23 野場ビル一階 飲食店 0566-97-1120 月曜　第一第三日曜 https://s.tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23071343/top_amp/

ろくえん　市民会館店 ﾛｸｴﾝ　ｼﾐﾝｶｲｶﾝﾃﾝ 安城市桜町18-28 飲食店 75-0777 なし ―
ろくえん北部店 ﾛｸｴﾝﾎｸﾌﾞﾃﾝ 安城市里町4丁目10-13 飲食店 98-2945 月曜日 ―
炉ばた　赤坂 ﾛﾊﾞﾀ　ｱｶｻｶ 安城市朝日町19-11 飲食店 76-2824 月・火・水 ―
ろばた茶屋　さくら ﾛﾊﾞﾀﾁｬﾔ　ｻｸﾗ 安城市東栄町5丁目25-5 飲食店 98-8483 月曜日 ―
Wine＆Kitchen Vegetoruno ﾜｲﾝｱﾝﾄﾞｷｯﾁﾝﾍﾞｼﾞﾄﾙﾉ 安城市御幸本町7-5 飲食店 74-1668 日曜日 ―
和飲食房　ばんや ﾜｲﾝｼｮｸﾎﾞｳ　ﾊﾞﾝﾔ 安城市御幸本町7番17号 飲食店 74-7112 月曜日 ―
和ごころ茶房　咲夢 ﾜｺﾞｺﾛｻﾎﾞｳｴﾑ 愛知県安城市赤松町新屋敷142-1 飲食店 95-5556 火曜日 https://wagokoro-emu.com/index.html
和食石かわ ﾜｼｮｸｲｼｶﾜ 安城市池浦町池西216 飲食店 77-3250 第2.3火・水 ―
和食　つき山 ﾜｼｮｸﾂｷﾔﾏ 安城市御幸本町7-14 飲食店 74-5828 日・祝 ―
和風すなっく　かが ﾜﾌｳｽﾅｯｸ　ｶｶﾞ 安城市朝日町26-9　サンプラザ朝日102 飲食店 74-0978 日・月・祝 ―
和風れすとらん　りよん ﾜﾌｳﾚｽﾄﾗﾝ　ﾘﾖﾝ 安城市緑町2丁目22-7 飲食店 76-5534 月・第3火 ―
和洋いざかや　道っちゃん ﾜﾖｳｲｻﾞｶﾔﾐｯﾁｬﾝ 安城市安城町広美33-1　グリーンハウス101 飲食店 ー 日曜日 ―
アイス工房(デンパーク内） ｱｲｽｺｳﾎﾞｳ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食料品店 92-5512 火曜日 http://next-anjo.com
旭軒 ｱｻﾋｹﾝ 安城市御幸本町502-1 飲食料品店 76-2820 火曜日 ―
安城とらや ｱﾝｼﾞｮｳﾄﾗﾔ 安城市古井町釈迦山29-4 飲食料品店 75-1567 火・第3月 ―
& cakes 8° ｱﾝﾄﾞｹｲｸｽﾊﾟｯﾁ 愛知県安城市三河安城本町1-32-8 エステートNOB1F 飲食料品店 89-1868 火,水曜日 ―
石川屋酒店 ｲｼｶﾜﾔｻｹﾃﾝ 安城市堀内町屋敷47-3 飲食料品店 ― 木曜日 ―
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 飲食料品店 99-0152 火曜日 ―
一本堂安城錦町店 ｲｯﾎﾟﾝﾄﾞｳｱﾝｼﾞｮｳﾆｼｷﾏﾁﾃﾝ 安城市錦町3-7 飲食料品店 91-1155 月曜日 ―
伊藤商店 ｲﾄｳｼｮｳﾃﾝ 愛知県安城市御幸本町８－９ 飲食料品店 74-2224 日祝 http://ito-katsuobushi.com/
稲垣茶舗 ｲﾅｶﾞｷﾁｬﾎ 安城市花ノ木町8-21 飲食料品店 76-2531 月・火 ―
魚美本店 ｳｵﾐﾎﾝﾃﾝ 安城市和泉町宮前78 飲食料品店 92-0022 水・第3火 ―
旨かコーヒー　カンパネラ ｳﾏｶｺｰﾋｰ　ｶﾝﾊﾟﾈﾗ 安城市里町高根134番地 飲食料品店 97-2166 月・火（祝日は営業） http://umapanera.com
えびせん家族　安城店 ｴﾋﾞｾﾝｶｿﾞｸ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市横山町横山189-1 飲食料品店 71-3701 水曜日 ―
王様のパン ｵｵｻﾏﾉﾊﾟﾝ 安城市小堤町1-14 飲食料品店 75-5702 土日祝 ―
おかずの松美屋 ｵｶｽﾞﾉﾏﾂﾐﾔ 安城市御幸本町14-2 飲食料品店 76-2623 日・祝 ―
お茶の松壮園 ｵﾁｬﾉｼｮｳｿｳｴﾝ 安城市東栄町5-13-7 飲食料品店 97-8040 月・火 ―
お茶の明香園 ｵﾁｬﾉﾒｲｺｳｴﾝ 安城市根崎町東石谷9-2 飲食料品店 92-7433 日曜日 ―
神杉酒造 ｶﾐｽｷﾞｼｭｿﾞｳ 愛知県安城市明治本町２０番５号 飲食料品店 75-2121 土日 http://www.kamisugi.co.jp
からあげのげってん安城店 ｶﾗｱｹﾞﾉｹﾞｯﾃﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市大山町1-12-25 飲食料品店 93-2331 水曜日 http://karaagenogetten.com/
甘味　すえひろ ｶﾝﾐｽｴﾋﾛ 安城市末広町16番11号 飲食料品店 76-2016 日曜日 ―
北城屋　百石総本店 ｷﾀｼﾛﾔ　ﾋｬｯｺｸｿｳﾎﾝﾃﾝ 安城市朝日町21-26（安城市百石町2丁目19-15） 飲食料品店 73-0260 無休 http://www.kitashiroya.co.jp
きりん屋 ｷﾘﾝﾔ 安城市百石町2-3-3 飲食料品店 74-2271 日曜日 ―
cours de patisserie 445 ｸｰﾙﾄﾞｩﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾖﾝﾖﾝｺﾞ 愛知県安城市姫小川町遠見塚119番地 飲食料品店 87-8668 月・火 http://patisserie445.com
comecome.co(こめこめこ) ｺﾒｺﾒｺ 安城市箕輪町東山35-1㈱こみでん 飲食料品店 77-3100 不定休 https://www.instagram.com/comecomecojp/
櫻屋 ｻｸﾗﾔ 安城市日の出町2番18号 飲食料品店 76-3024 火曜・第3月曜 ―
三角市場 ｻﾝｶｸｲﾁﾊﾞｴｻｶｼｮｳﾃﾝ 安城市今池町1丁目1-5 飲食料品店 98-5232 日曜日 ―
しあわせをはこぶパン ｼｱﾜｾｦﾊｺﾌﾞﾊﾟﾝ 安城市百石町1丁目6-3 飲食料品店 71-5101 水曜日 https://kuramise.net/painduce
志賀酒店 ｼｶﾞｻｹﾃﾝ 安城市里町2丁目5-11 飲食料品店 97-9029 日曜日 ―
柴田米穀 ｼﾊﾞﾀﾍﾞｲｺｸ 安城市明治本町20-2 飲食料品店 75-1646 日曜日 ―
シフォンのもり ｼﾌｫﾝﾉﾓﾘ 安城市東栄町5-32-1 飲食料品店 080-5104-2762 月・火・水・木 https://chiffon-no-mori.com
ジモティピッツァ ｼﾞﾓﾃｨﾋﾟｯﾂｧ 安城市古井町井ノ池52 飲食料品店 ー 水曜・第2第3火曜 https://jimojimo-pizza.com/
末広米穀店 ｽｴﾋﾛﾍﾞｲｺｸﾃﾝ 安城市末広町16番10号 飲食料品店 76-2016 日曜日 ―
鈴木商店 ｽｽﾞｷｼｮｳﾃﾝ 安城市野寺町野寺24 飲食料品店 99-0218 日曜日 ―
千賀落花生店 ｾﾝｶﾞﾗｯｶｾｲﾃﾝ 愛知県安城市桜町17-2 飲食料品店 76-3450 ほぼ無休 ―
たつみ麺店 ﾀﾂﾐﾒﾝﾃﾝ 安城市和泉町本郷220-1 飲食料品店 92-0138 土日祝 ―
玉木屋 ﾀﾏｷﾔ 安城市御幸本町7-12 飲食料品店 74-1188 日・月 https://www.tamakiya-anjo.jp
長栄堂菓司 ﾁｮｳｴｲﾄﾞｳｶｼ 安城市東端町住吉59-4 飲食料品店 41-5477 火曜日 ―
つる屋菓子舗 ﾂﾙﾔｶｼﾎ 安城市小川町的場丘11-3 飲食料品店 99-0638 火・不定休あり ―
ティンカーベル ﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 安城市朝日町25番4号 飲食料品店 71-3611 火・月不定休 ―
トレタッテ市場(デンパーク内） ﾄﾚﾀｯﾃｲﾁﾊﾞ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食料品店 92-5512 火曜日 http://next-anjo.com
どんぐり本店 ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾎﾝﾃﾝ 安城市堀内町道下34-1 飲食料品店 99-6123 水曜日 ―
パティスリー　デ・レーヴ　タカハシ ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾃﾞﾚｰｳﾞ ﾀｶﾊｼ 安城市大山町1-12-31 飲食料品店 76-9009 火曜、水曜 https://des-reves.com
パティスリーカフェ　サンク ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｶﾌｪ ｻﾝｸ 安城市横山町浜畔上49-2 飲食料品店 77-8855 月曜(連休有) ―
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パティスリーしあわせのえき ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｼｱﾜｾﾉｴｷ 安城市桜井町三度山59 飲食料品店 99-8038 不定休 https://pat-bonheur.com/
パニーノ ﾊﾟﾆｰﾉ 安城市御幸本町18-10 飲食料品店 72-4848 火曜日 ―
ハム工房(デンパーク内） ﾊﾑｺｳﾎﾞｳ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食料品店 92-5512 火曜日 http://next-anjo.com
パン　ケイユー ﾊﾟﾝｹｲﾕｰ 安城市百石町1丁目11-4 飲食料品店 75-6611 月曜日 ―
パン工房(デンパーク内） ﾊﾟﾝｺｳﾎﾞｳ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) 飲食料品店 92-5512 火曜日 http://next-anjo.com
パンのトラ安城店 ﾊﾟﾝﾉﾄﾗｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 愛知県安城市安城町東広畔5-3 飲食料品店 91-2070 なし https://pannotora.com/
広瀬酒店 ﾋﾛｾｻｹﾃﾝ 安城市御幸本町14-11 飲食料品店 75-5331 日曜日 ―
広千 ﾋﾛｾﾝ 安城市御幸本町14-1 飲食料品店 74-1121 木曜日 ―
フォワイエ　ブランジェ ﾌｫﾜｲｴ　ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ 安城市古井町小仏9-2 飲食料品店 77-5515 日・月 ―
フルーツの金魚屋 ﾌﾙｰﾂﾉｷﾝｷﾞｮﾔ 安城市朝日町25番7号 飲食料品店 75-3311 火曜日 ―
Fraise ﾌﾚｰｽﾞ 安城市和泉町南本郷208 飲食料品店 92-5543 第1.3火・水 https://fraise.info/
碧香園 ﾍｷｺｳｴﾝ 安城市東栄町1-3-3 飲食料品店 97-8168 日・祝 https://www.yasuraginoshiro.jp/
三河わくわくストリートベーカリー　おりひめaﾐｶﾜﾜｸﾜｸｽﾄﾘｰﾄﾍﾞｰｶﾘｰ　ｵﾘﾋﾒｱﾝﾄﾞﾋｺﾎﾞｼ 安城市末広町3-1　末広大嶽ビル1階B号 飲食料品店 74-3539 日曜日 https://ori-hiko.com/
みや子製麵 ﾐﾔｺｾｲﾒﾝ 安城市和泉町井ノ上3-10 飲食料品店 92-1774 ― ―
みつ丸米穀店 ﾐﾙﾏﾙﾍﾞｲｺｸﾃﾝ 安城市緑町２丁目9-4 飲食料品店 76-0550 日曜日 ―
森田精肉店 ﾓﾘﾀｾｲﾆｸﾃﾝ 安城市朝日町15-15 飲食料品店 75-1298 日・第2.3月 https://moritan.info
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 飲食料品店 92-0004 日曜日 https://yaoyoshi.online
やさしいケーキの店モントル ﾔｻｼｲｹｰｷﾉﾐｾﾓﾝﾄﾙ 安城市東栄町7-1-5 飲食料品店 97-5031 月・火不定休 https://montre-anjo.com
山田醤油店 ﾔﾏﾀﾞｼｮｳﾕﾃﾝ 安城市明治本町11番4号 飲食料品店 76-2760 日曜日 ―
両口屋菓匠 ﾘｮｳｸﾞﾁﾔｶｼｮｳ 安城市御幸本町2-1 飲食料品店 76-2778 火(不定休あり） ―
和泉オイルセンター ｲｽﾞﾐｵｲﾙｾﾝﾀｰ 安城市和泉町家下8-1 ガス・石油販売 92-0478 日曜日 ―
オオサカヤ ｵｵｻｶﾔ 安城市朝日町17-16 ガス・石油販売 76-2832 日曜日 ―
おけぎん ｵｹｷﾞﾝ 安城市花ノ木町11-13 ガス・石油販売 74-2855 日・祝 ―
ガスキット ｶﾞｽｷｯﾄ 愛知県安城市東栄町3-9-10 ガス・石油販売 0566-97-8667 日 ―
桜井屋 ｻｸﾗｲﾔ 安城市花ノ木町10-20 ガス・石油販売 76-2327 日曜日 http://www.katch.ne.jp/~toshiaki/
東海石油　朝日町サービスステーション ﾄｳｶｲｾｷﾕ　ｱｻﾋﾏﾁｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 安城市朝日町3-20 ガス・石油販売 76-5547 1/1.2 http://tokk.jp
東海石油　安城セントラルサービスステーショ ﾄｳｶｲｾｷﾕ　ｱﾝｼﾞｮｳｾﾝﾄﾗﾙｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 安城市横山町毛賀知50-1 ガス・石油販売 77-5055 年中無休 http://tokk.jp
森田屋燃料 ﾓﾘﾀﾔﾈﾝﾘｮｳ 安城市朝日町22-7 ガス・石油販売 76-2077 日・祝 ―
山崎石油 ﾔﾏｻﾞｷｾｷﾕ 安城市百石町1-1-2 ガス・石油販売 76-4887 なし ―
グリーンショップ　オカダ ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾌﾟ ｵｶﾀﾞ 安城市桜井町新田102-2 生花店 99-2526 ― ―
城西生花店 ｼﾞｮｳｻｲｾｲｶﾃﾝ 安城市御幸本町11-10 生花店 75-1050 月曜 ―
庭夢 ﾃｲﾑ 安城市桜井町三度山61番地3 生花店 79-1011 水・第3木 ―
花のくに ﾊﾅﾉｸﾆ 安城市里町4丁目10-11 生花店 98-5030 不定休 ―
花のすみ家 ﾊﾅﾉｽﾐｶ 安城市住吉町7丁目18-2 生花店 97-4744 ― ―
花の店　友楽園 ﾊﾅﾉﾐｾ ﾕｳﾗｸｴﾝ 安城市御幸本町15-1 生花店 74-1187 なし ―
アイエーシー（クリクラ） ｱｲｴｰｼｰ 安城市横山町浜畔上38-2 その他のサービス業 91-0330 土・日 ―
アイディアバルブ ｱｲﾃﾞｨｱﾊﾞﾌﾞﾙ 安城市御幸本町18-9御幸本町花井ビル2F その他のサービス業 96-7850 土日祝 https://i-bul.com/
荒木クリーニング ｱﾗｷｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 安城市昭和町7-5 その他のサービス業 76-4843 日曜日 ―
安城印刷株式会社 ｱﾝｼﾞｮｳｲﾝｻﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 安城市花ノ木町5-2 その他のサービス業 75-1188 土日 https://www.a-print.co.jp
安城産業文化公園デンパーク ｱﾝｼﾞｮｳｻﾝｷﾞｮｳﾌﾞﾝｶｺｳｴﾝﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ 安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) その他のサービス業 92-7111 火曜日 https://denpark.jp
安城ソフト整体院 ｱﾝｼﾞｮｳｿﾌﾄｾｲﾀｲｲﾝ 安城市三河安城東町1-29-3 その他のサービス業 76-7647 日・月 https://www.anjo-seitai.jp/
安城虹の家 アンジョウニジノイエ 安城市城南町1-9-20 その他のサービス業 76-2233 土日・8/13・12/29～1/3 https://nukumorinet.jp/facility/nijinoie/
石倉クリーニング ｲｼｸﾗｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 安城市三河安城町2-21-5 その他のサービス業 76-3984 日・祝 ―
稲垣カメラ ｲﾅｶﾞｷｶﾒﾗ 安城市花ノ木町1-9 その他のサービス業 76-2928 火曜日 ―
エムユー　マドデリフォーム ｴﾑﾕｰﾏﾄﾞﾘﾌｫｰﾑ 愛知県昭和町１５－１ その他のサービス業 71-1588 日 http://anjo-ekimae.madoshop.jp/shop/index/
コーリング（おそうじ本舗　新安城店） ｶ)ｺｰﾘﾝｸﾞ（ｵｿｳｼﾞﾎﾝﾎﾟｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ） 安城市今池町1-19-8 その他のサービス業 98-6836 なし https://www.osoujihonpo.com/shop/detail/681
学習塾ペガサス　三河安城教室 ｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸﾍﾟｶﾞｻｽ ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 安城市三河安城本町１-27-6 NKコントアⅠ2階 その他のサービス業 87-5167 日月祝 http://www.juku-pegasus.jp/school/mikawa-anjo/

カトー写真館 ｶﾄｳｼｬｼﾝｶﾝ 安城市城南町1-2-6 その他のサービス業 74-3711 水・第2.4.5木 ―
くるま屋商店（白洋舎クリーニング） ｸﾙﾏﾔｼｮｳﾃﾝ　ﾊｸﾖｳｼｬｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 安城市朝日町25-3 その他のサービス業 76-3435 火曜日 ―
健康サロン・あんじゅ ｹﾝｺｳｻﾛﾝ･ｱﾝｼﾞｭ 安城市百石町1-1-5　(株)大坪冷熱機器2F その他のサービス業 75-1280 ― ―
健康堂施術所 ｹﾝｺｳﾄﾞｳｾｼﾞｭﾂｼｮ 安城市御幸本町8-2　安城第23東海ビル1F その他のサービス業 93-1913 日曜日 http://www.kenkoudou.org
コインランドリー　セレーノ ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ　ｾﾚｰﾉ 安城市百石町1-1-7 その他のサービス業 75-1280 ― ―
米ぬか温酵素 ｺﾒﾇｶｵﾝｺｳｿ 安城市東新町5-9　サンステージエクセル1F その他のサービス業 45-6734 火曜日 https://www.komenukakoso-anjo.com/
桜町動物病院 ｻｸﾗﾏﾁﾄﾞｳﾌﾞﾂﾋﾞｮｳｲﾝ 安城市桜町13番25号 その他のサービス業 0120-711022 水曜日、お盆 www.sakuramachi.jp/
さとまち接骨院 ｻﾄﾏﾁｾｯｺﾂｲﾝ 安城市里町4-18-30輝ビル1F その他のサービス業 98-5200 土曜午後・日・不定休 https://www.satomachi-anjo.com/
さらあせの癒 ｻﾗｱｾﾉﾕ 愛知県安城市住吉町7-20-4AYAビル1F その他のサービス業 0120-928-184 水・金 http://saraase.net/
産前産後専門プライベートサロン　ジュジュブ ｻﾝｾﾞﾝｻﾝｺﾞｾﾝﾓﾝﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｻﾛﾝｼﾞｭｼﾞｭﾌﾞ 安城市百石町1-6-13 ヒノキセントラルハイツ1F その他のサービス業 55-3136 毎週水曜日 http://jujube358.com/
司法書士　三浦事務所 ｼﾎｳｼｮｼﾐｳﾗｼﾞﾑｼｮ 安城市御幸本町8-10 その他のサービス業 93-1952 土・日・祝 ―
松陰塾安城北部校 ｼｮｳｲﾝｼﾞｭｸｱﾝｼﾞｮｳﾎｸﾌﾞｺｳ 安城市新田町小西68番地1小山ビル202 その他のサービス業 91-7670 土日祝 https://showin-juku.jp/anjohokubu/
鍼灸院Medicaid ｼﾝｷｭｳｲﾝﾒﾃﾞｨｹｲﾄﾞ 安城市城南町1-15-7グランピア城南403 その他のサービス業 93-1788 日曜日 https://medicaid.snso.jp/
整体室レストア ｾｲﾀｲｼﾂﾚｽﾄｱ 安城市高棚町新池171-1 その他のサービス業 76-7766 日・月 https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000439872/
精文堂印刷 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳｲﾝｻﾂ 安城市朝日町22-2 その他のサービス業 76-2522 土（不定休）、日、祝 https://anjo.mypl.net/shop/00000360387/
大興タクシー ﾀｲｺｳﾀｸｼｰ 安城市二本木町長根67-32 その他のサービス業 21-3418 土日（事務所） http://taikoh-taxi.co.jp
匠カイロオフィス ﾀｸﾐｶｲﾛｵﾌｨｽ 安城市藤井町蟻塚19-5 その他のサービス業 99-4885 日・祝 http://www.takumi-chiro.com
谷山写真館 ﾀﾆｶﾜｼｬｼﾝｶﾝ 愛知県安城市御幸本町16-15 その他のサービス業 76-2035 火曜日 https://taniyama.jp/
遠山観光 ﾄｵﾔﾏｶﾝｺｳ 安城市浜屋町北屋敷8番地 その他のサービス業 98-5858 日・祝 https://toyama-kanko.com
ドクタートロン安城ショールーム ﾄﾞｸﾀｰﾄﾛﾝｱﾝｼﾞｮｳｼｮｰﾙｰﾑ 安城市新明町16-13 その他のサービス業 090-3556-3542 土日祝 https://drtron-anjyo.com
なごみん ﾅｺﾞﾐﾝ 安城市桜井町大役田34-2センチュリーナカシマ103 その他のサービス業 99-1101 土曜午後・祝日 ―
白栄舎 ﾊｸｴｲｼｬ 安城市大東町12-16 その他のサービス業 0120-76-4089 日曜日 ―
パソコンくらぶ　安城御幸本町教室 ﾊﾟｿｺﾝｸﾗﾌﾞｱﾝｼﾞｮｳﾐﾕｷﾎﾝﾏﾁｷｮｳｼﾂ 安城市御幸本町13-19 その他のサービス業 87-4304 火曜日 http://www.fromsouth.net
ハルクライミング ﾊﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 安城市和泉町大海古2-15 その他のサービス業 93-3898 なし(※臨時休業あり) ―
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 その他のサービス業 45-6288 土日祝 https://www.hitonaru.net
ビューティサポートサロン　メルヘン ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾎﾟｰﾄｻﾛﾝﾒﾙﾍﾝ 安城市大山町1-12-24 その他のサービス業 77-1005 日曜日 ―
病気のときの託児ルーム　あじさい園 ﾋﾞｮｳｷﾉﾄｷﾉﾀｸｼﾞﾙｰﾑｱｼﾞｻｲｸﾞﾐ 安城市篠目町１丁目5-4　プリミア篠目1Ｆ-Ａ その他のサービス業 090-1755-4152 土・日・祝 https://ajisaigumi.com/
廣川カイロプラクティックオフィス ﾋﾛｶﾜｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｵﾌｨｽ 安城市住吉町3-9-22 その他のサービス業 97-5515 日曜日 ―
二葉鍼灸院 ﾌﾀﾊﾞｼﾝｷｭｳｲﾝ 安城市東明町3-9アルフェやまぐち1F その他のサービス業 77-8503 土日祝 https://www.futaba-anjo.info/
保護猫ホーム＆カフェねこらぼ ﾎｺﾞﾈｺﾎｰﾑｱﾝﾄﾞｶﾌｪﾈｺﾗﾎﾞ 安城市二本木町長根85-2 その他のサービス業 080-1581-6663 火曜 http://necolabo.anjocity.net/
本格美体　デトックス・リジュブネイト ﾎﾝｶｸﾋﾞﾀｲ　ﾃﾞﾄｯｸｽ･ﾘｼﾞｭﾌﾞﾈｲﾄ 安城市福釜町猿町2 その他のサービス業 93-8850 日・月 https://rejuvenate938850.wixsite.com/website
学び安 ﾏﾅﾋﾞｱﾝ 安城市桜井町塔見塚96 その他のサービス業 99-3100 日・祝 https://manabian.com
三河ツーリスト ﾐｶﾜﾂｰﾘｽﾄ 愛知県安城市住吉町5-19-9 その他のサービス業 0566-98-1919 水曜日、祝祭日 https://sites.google.com/mikawa-tourist.com/business

みく助産院 ﾐｸｼﾞｮｻﾝｲﾝ 安城市東栄町4-11-8　パークサイドハイツA棟2階 その他のサービス業 97-0909 火曜日 https://mikujyosanin.com
水野はり治療院 ﾐｽﾞﾉﾊﾘﾁﾘｮｳｲﾝ 安城市朝日町14-12 その他のサービス業 743145 土曜午後、日祝 http://mizunohari.com
碧助産院 ﾐﾄﾞﾘｼﾞｮｻﾝｲﾝ 安城市堀内町前山84 その他のサービス業 99-7011 ― ―
ミドリペットクリニック ﾐﾄﾞﾘﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 安城市緑町2-10-2 その他のサービス業 77-6047 日・祝・水午後 ―
山本　(ホワイト急便三河安城店) ﾔﾏﾓﾄ　ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町1-22-1 その他のサービス業 090-7436-7755 日曜日 ―
りふれ＆ラージャ ﾘﾌﾚｱﾝﾄﾞﾗｰｼﾞｬ 安城市赤松町北新屋敷106 その他のサービス業 0120-184-453 無休（年末年始有） www.ikrifure.com
リラクゼーションサロンせせらぎ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝｾｾﾗｷﾞ 安城市里町足取2-64 その他のサービス業 090-4255-0887 日・祝 https://www.instagram.com/seseragi0201/
リラクゼーション癒ごころ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾕｺﾞｺﾛ 愛知県安城市百石町1丁目6-15 その他のサービス業 0566-76-6696 年中無休 https://www.yugokoro.com/
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 その他のサービス業 91-6937 水・日 www.lebois.co.jp
ロミロミサロンkayasa ﾛﾐﾛﾐｻﾛﾝｶﾔｻ 安城市横山町下毛賀知39-7 その他のサービス業 91-1955 不定休 http://lomilomikayasa.jimdo.com/
ワイン会セレンディピティ ﾜｲﾝｶｲｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨ 安城市今池町2-1 その他のサービス業 080-1565-3952 不定休 https://www.wine-party-nagoya.info
天野商店 ｱﾏﾉｼｮｳﾃﾝ 安城市今本町1-3-30 その他の小売店 97-8608 日曜日 ―
マルイチフルタ ｱﾙｲﾁ　ﾌﾙﾀ 愛知県安城市小川町鹿乗1番地68 その他の小売店 99-0238 火曜　第三水曜 ―
あんじょう額縁 ｱﾝｼﾞｮｳｶﾞｸﾌﾞﾁ 愛知県安城市今池町2丁目1-43 その他の小売店 98-1826 火曜日 https://www.anjo-gakubuchi.com/
安城スタイル ｱﾝｼﾞｮｳｽﾀｲﾙ 安城市御幸本町８番5号 その他の小売店 73-9511 ― ―
安城メガネ ｱﾝｼﾞｮｳﾒｶﾞﾈ 安城市朝日町24-5　アルファビル1F その他の小売店 74-3831 火・第2.4水 http://anjyomegane.life.coocan.jp
石川仏檀店 ｲｼｶﾜﾌﾞﾂﾀﾞﾝﾃﾝ 安城市花ノ木町8-22 その他の小売店 74-6383 火・祝・日午後 http://www.taiwa-tuhan.com
石橋事務機販売 ｲｼﾊﾞｼｼﾞﾑｷﾊﾝﾊﾞｲ 安城市東新町8-4 その他の小売店 76-6358 日曜日 https://www.ishibashi-jmk.com
いずみショップ ｲｽﾞﾐｼｮｯﾌﾟ 安城市大山町2丁目9-24 その他の小売店 74-3310 無休 https://www.izumitenobe.com/
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 その他の小売店 0120-82-7707 日曜日 http://www.tenobe-yamato.com/index.html
エース内山薬品 ｴｰｽｳﾁﾔﾏﾔｸﾋﾝ 安城市大山町1-4-1 その他の小売店 74-2666 日曜日 ―
大野屋 ｵｵﾉﾔ 安城市朝日町15-17 その他の小売店 76-4458 火曜日・第2.4月曜 ―
快足ＡＣ ｶｲｿｸｴｰｼｰ 安城市新田町小山西68-1　小山ビルＡ その他の小売店 71-1881 火曜日 http://kaisoku555.com/
川島印房 ｶﾜｼﾏｲﾝﾎﾞｳ 安城市花ノ木町1番10号 その他の小売店 76-2863 日・第3土 ―
小泉屋 ｺｲｽﾞﾐﾔ 安城市末広町14番5号 その他の小売店 75-1011 日・祝 http://www.koizumiya.co.jp/
巧雅堂印店 ｺｳｶﾞﾄﾞｳｲﾝﾃﾝ 安城市御幸本町501番地7 その他の小売店 76-2914 第3土・日 ―
呉服結納つづき(サラダ館桜井店） ｺﾞﾌｸﾕｲﾉｳﾂﾂﾞｷ(ｻﾗﾀﾞｶﾝｻｸﾗｲﾃﾝ） 安城市姫小川町舘出188 その他の小売店 99-0878 火・第2日 ―
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ゴルフシティアルド　安城店　 ｺﾞﾙﾌｼﾃｨｱﾙﾄﾞ ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城店横山町下毛賀知130 その他の小売店 76-1191 水曜日 https://golfcityard.com
近藤仏壇店 ｺﾝﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾞﾝﾃﾝ 安城市桜井町西町上52-4 その他の小売店 99-4327 火・水 ―
榊原酒店（サラダ館根崎店） ｻｶｷﾊﾞﾗｻｹﾃﾝ(ｻﾗﾀﾞｶﾝﾈｻｷﾃﾝ) 安城市根崎町上小久戸6-15 その他の小売店 0120-13-0541 お盆（8/16.17.18）・正月 ―
昭栄カメラ ｼｮｳｴｲｶﾒﾗ 安城市日の出町1-22 その他の小売店 76-2986 火曜日 ―
新三商事 ショールームコネクト ｼﾝｻﾝｼｮｳｼﾞｼｮｰﾙｰﾑｺﾈｸﾄ 安城市藤井町東長先1番地 その他の小売店 0120-147-043 不定休 https://www.sinsan.co.jp/
杉浦時計店 ｽｷﾞｳﾗﾄｹｲﾃﾝ 安城市御幸本町8-4 その他の小売店 75-5551 火曜日 https://www.sugiura-tokeiten.jp/
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 その他の小売店 99-3356 不定休 ―
スズキタイヤセンター ｽｽﾞｷﾀｲﾔｾﾝﾀｰ 安城市和泉町高曽根54番地3 その他の小売店 92-0195 年末年始・GW・お盆 http://www.tireman-anjo.com
ダイコーインテリア ﾀﾞｲｺｰｲﾝﾃﾘｱ 安城市花ノ木町15-16 その他の小売店 75-1674 第3土・日 ―
ダイマル ダイマル 安城市桜井町西町下27番地 その他の小売店 99-4800 日曜日 ―
中日新聞安城西部専売店(山下新聞店） ﾁｭｳﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳｾｲﾌﾞｾﾝﾊﾞｲﾃﾝ　ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾔﾏｼﾀｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 安城市福釜町馬場5番地4 その他の小売店 92-5578 なし https://yamashitashinbun.com/
中日新聞安城北部専売所　松本新聞店 ﾁｭｳﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾎｸﾌﾞｾﾝﾊﾞｲｼﾞｮ ﾏﾂﾓﾄｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 安城市新田町郷西3番地８ その他の小売店 75-2434 日祝 ―
中日新聞南安城専売所　片山新聞店 ﾁｭｳﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝﾐﾅﾐｱﾝｼﾞｮｳｾﾝﾊﾞｲｼﾞｮ　ｶﾀﾔﾏｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 安城市南町6-6 その他の小売店 76-8540 休刊日 ―
鉄道模型　テールファクトリー ﾃﾂﾄﾞｳﾓｹｲﾃｰﾙﾌｧｸﾄﾘｰ 安城市三河安城本町1-34-7グランカ三河安城102 その他の小売店 93-3134 水曜・第2，3木曜 ―
テニスショップ　アルファ ﾃﾆｽｼｮｯﾌﾟｱﾙﾌｧ 安城市新田町小山西68-1　小山ビルＡ-2-4 その他の小売店 76-1520 木曜日 ―
南山園 ﾅﾝｻﾞﾝｴﾝ 安城市藤井町南山20 その他の小売店 99-0128 土・日 http://nanzanen.jp
日新堂書店 ﾆｯｼﾝﾄﾞｳｼｮﾃﾝ 安城市御幸本町14-14 その他の小売店 75-2028 第1.3日 ―
二本木写真 ﾆﾎﾝｷﾞｼｬｼﾝ 安城市緑町1丁目3番地4 その他の小売店 75-8497 木曜日 ―
人形の金魚屋 ﾆﾝｷﾞｮｳﾉｷﾝｷﾞｮﾔ 安城市朝日町15番10号 その他の小売店 76-3311 火曜日 https://www.kingyo-ya.com/
博文堂事務機店 ﾊｸﾌﾞﾝﾄﾞｳｼﾞﾑｷﾃﾝ 安城市御幸本町8番8号 その他の小売店 75-8611 日曜日 ―
ハッピーランド　はだ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾄﾞ ﾊﾀﾞ 安城市小堤町1-5 その他の小売店 76-4553 月・火 ―
花のき村 ﾊﾅﾉｷﾑﾗ 安城市小堤町5-14 その他の小売店 75-5083 木曜日 ―
VALOREデンパーク店 ﾊﾞﾙｰﾚﾃﾞﾝﾊﾟｰｸﾃﾝ 愛知県安城市赤松町梶1番地(デンパーク内) その他の小売店 92-7127 火曜日 https://uwauwa.com
VALORE三河安城本店 ﾊﾞﾙｰﾚﾐｶﾜｱｱﾝｼﾞｮｳﾎﾝﾃﾝ 愛知県安城市箕輪町唐生128-1 その他の小売店 76-1355 年始 https://uwauwa.com
ビーオール ﾋﾞｰｵｰﾙ 安城市里町菖蒲池22番地2 その他の小売店 98-8177 水・第2.3火 http://www.beall.co.jp
ビジョンメガネ安城店 ﾋﾞｼﾞｮﾝﾒｶﾞﾈｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市城南町1-15-16 その他の小売店 73-5780 木曜 https://www.vision-megane.co.jp
姫野人形店 ﾋﾒﾉﾆﾝｷﾞｮｳﾃﾝ 安城市姫小川町舘出117 その他の小売店 99-0214 不定休 https://www.himeno.jp
フォトボックス ﾌｫﾄﾎﾞｯｸｽ 安城市東栄町4丁目6-15 その他の小売店 98-8883 木曜日 http://photobox-web.com/
深谷新聞店 ﾌｶﾔｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 安城市今池町3丁目5-1 その他の小売店 98-6549 日・祝 https://fukaya-shinbunten.com/
ぶつだんの橋本屋 ﾌﾞﾂﾀﾞﾝﾉﾊｼﾓﾄﾔ 安城市藤井町五郎田159 その他の小売店 99-4646 火曜日 https://www.h-butudan.com/
文具館　B2 ﾌﾞﾝｸﾞｶﾝ　ﾋﾞｰﾂｰ 安城市横山町浜畔上120-3 その他の小売店 91-6222 なし http://bungukan-b2.jp
ホソイコンタクト ﾎｿｲｺﾝﾀｸﾄ 安城市御幸本町3-1 その他の小売店 76-2360 水曜日 https://www.hosoi-megane.com
ホソイメガネ　本店 ﾎｿｲﾒｶﾞﾈ　ﾎﾝﾃﾝ 安城市御幸本町3-1 その他の小売店 76-2350 水曜日 https://www.hosoi-megane.com
丸富本店 ﾏﾙﾄﾐﾎﾝﾃﾝ 安城市和泉町南本郷179 その他の小売店 92-0031 月・火 ―
三浦佛壇店 ﾐｳﾗﾌﾞﾂﾀﾞﾝﾃﾝ 安城市城南町1-17-9 その他の小売店 76-3264 不定休 ―
ミシンギャラリー安城 ﾐｼﾝｷﾞｬﾗﾘｰｱﾝｼﾞｮｳ 安城市日の出町3-5 その他の小売店 77-9277 水曜 http://mishin.anjo.cc/
メガネサロン　スギウラ ﾒｶﾞﾈｻﾛﾝｽｷﾞｳﾗ 安城市御幸本町8-5 その他の小売店 75-5550 火曜日 https://www.sugiura-tokeiten.jp/
メガネの杉友 ﾒｶﾞﾈﾉｽｷﾞﾄﾓ 安城市朝日町23-4 その他の小売店 76-1717 火曜日 ―
メガネのほった ﾒｶﾞﾈﾉﾎｯﾀ 安城市横山町横山45-5 その他の小売店 74-1311 日・祝 ―
ヤッホーハウス ﾔｯﾎｰﾊｳｽ 安城市大東町13-16 その他の小売店 77-3667 火・水 https://yahho-hausu.net
山川屋 ﾔﾏｶﾜﾔ 安城市相生町19-20 その他の小売店 76-5527 日・祝 ―
ヨサ美印堂 ﾖｻﾐｲﾝﾄﾞｳ 安城市大東町2-17 その他の小売店 76-2981 第3土・日 ―
リサイクルショップユーズ　安城店 ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟﾕｰｽﾞｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市明治本町13-17 その他の小売店 ー 月曜日 ―
和田スポーツ用品店 ﾜﾀﾞｽﾎﾟｰﾂﾖｳﾋﾝﾃﾝ 安城市今池町1丁目16番1号 その他の小売店 97-0279 火曜日 ―
一美堂 ｲﾁﾐﾄﾞｳ 安城市桜井町半抜80-1 化粧品店 99-0127 月・火 ―
エステティックSBM　いとや ｴｽﾃﾃｨｯｸｴｽﾋﾞｰｴﾑ　ｲﾄﾔ 安城市日の出町7-3 化粧品店 ― 日曜日 ―
コスメティックエステサロンすずろ ｺｽﾒﾃｨｯｸｴｽﾃｻﾛﾝｽｽﾞﾛ 安城市日の出町4-17 化粧品店 75-1845 水曜日 ―
里見屋 ｻﾄﾐﾔ 安城市東栄町1丁目6の5 化粧品店 97-8164 日曜日 ―
スミヤ ｽﾐﾔ 安城市御幸本町16-3 化粧品店 76-2809 火曜日 ―
たねや　SEEDS ﾀﾈﾔｼｰｽﾞ 安城市桜井町西町下33 化粧品店 99-0118 水・木 ―
POLA　MOCA ﾎﾟｰﾗ　ﾓｶ 安城市住吉町7丁目23-2　A-104 化粧品店 0120-932-383 不定休 ―
松美堂駅前店 ﾏﾂﾐﾄﾞｳｴｷﾏｴﾃﾝ 安城市御幸本町7-25 化粧品店 76-4519 火曜日 ―
マネキヤ化粧品店 ﾏﾈｷﾔｹｼｮｳﾋﾝﾃﾝ 安城市朝日町19-10 化粧品店 75-2072 第1.3日・月 https://www.manekiya-co.jp/
メナードフェイシャルサロンgrant ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝ　ｸﾞﾗﾝﾄ 安城市大東町7-21　サンパートメント大東町1F 化粧品店 77-9501 不定休 ―
Salon de Beaute Ravissante ﾗｳﾞｨｻﾝﾄ 安城市東栄町1-5-3　ゆめぽん4階 化粧品店 080-8108-4988 金曜 ―
稲垣ふとん店 ｲﾅｶﾞｷﾌﾄﾝﾃﾝ 安城市今池町1-16-3 家具・雑貨店 97-8692 火曜日 ―
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 家具・雑貨店 050-3145-6430 ー https://colorfoam.jp/
soup. ｽｰﾌﾟ 安城市住吉町3丁目6-14 家具・雑貨店 95-5288 火曜・水曜 https://b-soup.com/
soup.Life Store ｽｰﾌﾟﾗｲﾌｽﾄｱ 安城市篠目町篭田86-8 家具・雑貨店 93-4132 水曜・第1第3火曜 https://b-soup.com
竹之内かご店 ﾀｹﾉｳﾁｶｺﾞﾃﾝ 安城市御幸本町6-5 家具・雑貨店 ― 無(臨時休業あり) ―
竹之内かご店 ﾀｹﾉｳﾁｶｺﾞﾃﾝ 安城市御幸本町6-5 家具・雑貨店 76-3701 なし(臨時休業有) ―
T's　gallery ﾃｨｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ 安城市御幸本町8-5 家具・雑貨店 77-0811 月・火 ―
手作りクラフト　はなもも ﾃﾂﾞｸﾘｸﾗﾌﾄ　ﾊﾅﾓﾓ 安城市東栄町5-4-7 家具・雑貨店 87-2462 日・月 http://hana-momo.sakura.ne.jp/
中尾かなもの ﾅｶｵｶﾅﾓﾉ 安城市御幸本町8の9 家具・雑貨店 74-2277 火曜日 ―
バルーンショップRING A BELL ﾊﾞﾙｰﾝｼｮｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｱﾍﾞﾙ 安城市箕輪町昭和24-6 家具・雑貨店 71-0212 火曜日 http://ring-a-bell.jp
モノ市場　安城店 ﾓﾉｲﾁﾊﾞ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市福釜町矢場22-3 家具・雑貨店 0120-68-1518 なし https://www.monoichiba.com/
私の部屋安城店 ﾜﾀｼﾉﾍﾔ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 愛知県安城市今池町１－１６－３ 家具・雑貨店 98-7090 不定休 https://www.watashinoheya.co.jp/
愛電館おおはし ｱｲﾃﾞﾝｶﾝｵｵﾊｼ 愛知県安城市東端町主木24 家電販売店 41-2247 火曜・第３水曜 ―
愛電館おおみ(エディオン) ｱｲﾃﾞﾝｶﾝｵｵﾐ 安城市新明町27-2 家電販売店 76-3818 火・祝 ―
アイライフ石川 ｱｲﾗｲﾌｲｼｶﾜ 愛知県安城市朝日町２２－７ 家電販売店 76-5377 火曜日 ―
アイライフイワマ ｱｲﾗｲﾌｲﾜﾏ 安城市桜井町城阿原41-4 家電販売店 99-0733 火・第1.3水 ―
アイライフ　スズキ ｱｲﾗｲﾌｽｽﾞｷ 安城市東町荒井55-7 家電販売店 99-3800 火曜日 ―
アイライフダイホー ｱｲﾗｲﾌﾀﾞｲﾎｰ 安城市法連町13-21 家電販売店 76-1030 火・日 ―
アイライフポピー ｱｲﾗｲﾌﾎﾟﾋﾟｰ 安城市今池町1-15-1 家電販売店 97-0102 火・第1.3水 ―
岩瀬電器商会 ｲﾜｾﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 安城市桜井町大役田18-2 家電販売店 99-0200 火曜日 ―
江村電機 ｴﾑﾗﾃﾞﾝｷ 安城市赤松町前川34-2 家電販売店 76-8254 火曜 ―
江村電機　秋葉店 ｴﾑﾗﾃﾞﾝｷ　ｱｷﾊﾞﾃﾝ 安城市大山町1丁目10番2 家電販売店 76-7855 火曜日 ―
かとう電器 ｶﾄｳﾃﾞﾝｷ 安城市城南町2丁目6番地9 家電販売店 71-3782 ― ―
正音堂 ｼｮｳｵﾝﾄﾞｳ 安城市御幸本町17-15 家電販売店 75-5561 日・祝 ―
デンカショップのみち ﾃﾞﾝｶｼｮｯﾌﾟﾉﾐﾁ 安城市篠目町溝川62 家電販売店 75-1057 火曜日 ―
電化のヨシムラ ﾃﾞﾝｶﾉﾖｼﾑﾗ 安城市美園町1-1-1 家電販売店 74-0901 火曜日 ―
トリイデンキ ﾄﾘｲﾃﾞﾝｷ 安城市池浦町池浦87-8 家電販売店 76-3470 火・第2.4水 ―
ナカガワ電気 ﾅｶｶﾞﾜﾃﾞﾝｷ 安城市安城町甲山寺56-7 家電販売店 76-4708 火・祝 ―
長沢でんき ﾅｶﾞｻﾜﾃﾞﾝｷ 安城市石井町高井261 家電販売店 92-3807 ― ―
フカツ　桜井店 ﾌｶﾂ　ｻｸﾗｲﾃﾝ 安城市小川町志茂326 家電販売店 99-4148 火曜日 ―
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 家電販売店 75-7532 ― ―
ほっと舘リコー　リコー電器 ﾎｯﾄｶﾝﾘｺｰ　ﾘｺｰﾃﾞﾝｷ 安城市今本町7-1-13 家電販売店 97-0409 火曜日 ―
三河シーエルイー（ジョーシン安城桜井店） ﾐｶﾜｼｰｴﾙｲｰ(ｼﾞｮｰｼﾝｱﾝｼﾞｮｳｻｸﾗｲﾃﾝ） 安城市桜井町阿原28-2 家電販売店 99-5111 水曜日 ―
ワコー電気 ﾜｺｰﾃﾞﾝｷ 安城市城ヶ入町雨池81番地 家電販売店 92-3711 土日祝 ―
安水建設 ｱﾝｽｲｹﾝｾﾂ 安城市横山町八佐126-5 建設 77-4433 ー https://www.ansui.com/
大坪冷熱機器 ｵｵﾂﾎﾞﾚｲﾈﾂｷｷ 安城市百石町1-1-5 建設 75-1280 土・日・祝 ―
小野内カーテン ｵﾉｳﾁｶｰﾃﾝ 安城市末広町5番13号 建設 76-2973 日・祝 ―
ガーデンピア安城 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾟｱｱﾝｼﾞｮｳ 安城市横山町寺田39-3 建設 75-7575 水曜日 https://gardenpiar.com/
サカエ商会 ｻｶｴｼｮｳｶｲ 安城市桜井町茶屋坊12-1 建設 99-0061 第2土・日・祝 ―
三有技建 ｻﾝﾕｳｷﾞｹﾝ 安城市上条町熊野林69番地1 建設 77-3693 日曜日 http://www.sanyugiken1.net/
杉浦畳店 ｽｷﾞｳﾗﾀﾀﾐﾃﾝ 安城市御幸本町13-16 建設 92-0637 日曜日 ―
スペースクリエイト ｽﾍﾟｰｽｸﾘｴｲﾄ 安城市三河安城町1丁目14番地4 建設 0120-74-5041 水曜日 http://spcjp.com
総和住宅 ｿｳﾜｼﾞｭｳﾀｸ 安城市横山町大山田中61番地1 建設 0120-83-9933 不定休 https://www.hi-sowa.com/
築山畳店 ﾂｷﾔﾏﾀﾀﾐﾃﾝ 安城市北山崎町大工塚43-1 建設 ー 日曜・第2,4土曜日 ―
ナイスホーム ﾅｲｽﾎｰﾑ 安城市井杭山町高見3番地1 建設 71-5721 水曜日 http://www.nicehome-anjo.jp
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 建設 75-1092 日曜日 ―
ナルセコーポレーション ﾅﾙｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 愛知県安城市横山町寺田35番地4 建設 76-2175 土・日 https://www.naruse-co.jp/
濱嶋水道店 ﾊﾏｼﾞﾏｽｲﾄﾞｳﾃﾝ 安城市高木町高畑4番地1 建設 74-7284 日曜日 ―
深津園芸 ﾌｶﾂｴﾝｹﾞｲ 安城市福釜町蔵前139 建設 74-2947 日曜日 ―
フカツガーデン ﾌｶﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 安城市福釜町宮添34-12 建設 75-9795 日曜日 ―
丸正設備商会 ﾏﾙｼｮｳｾﾂﾋﾞｼｮｳｶｲ 安城市根崎町西根145-1 建設 92-1081 日曜日 ―
明城 ﾒｲｼﾞｮｳ 安城市城ヶ入町団戸173-16 建設 92-0233 土・日 https://www.meijyou.co.jp
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山崎畳店 ﾔﾏｻﾞｷﾀﾀﾐﾃﾝ 安城市古井町芝崎10-1 建設 75-1071 日曜日 ―
吉堅工務店 ﾖｼｹﾝｺｳﾑﾃﾝ 安城市桜井町桜林5-12 建設 99-4789 日・月 http://www.iine-konoie.sakura.ne.jp
安藤自転車モータース商会 ｱﾝﾄﾞｳｼﾞﾃﾝｼｬﾓｰﾀｰｽｼｮｳｶｲ 安城市赤松町北畑55番地7 自転車店 76-2465 日曜日 ―
クロネコサイクル ｸﾛﾈｺｻｲｸﾙ 安城市東新町9-25 自転車店 77-2330 日曜日 ―
サイクルガレージ　ニュース ｻｲｸﾙｶﾞﾚｰｼﾞﾆｭｰｽ 安城市池浦町小山西84-1 自転車店 77-4545 水曜日 ―
サイクルガレージ　ニュース　里店 ｻｲｸﾙｶﾞﾚｰｼﾞﾆｭｰｽ　ｻﾄﾃﾝ 安城市里町東山ノ田130-1 自転車店 55-6600 水曜日 ―
サイクルショップ二藤 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟﾆﾄｳ 安城市御幸本町7-18 自転車店 76-2024 火曜日 ―
サイクルハウス　ノムラ ｻｲｸﾙﾊｳｽ　ﾉﾑﾗ 安城市篠目町向40 自転車店 76-2955 火曜日 ―
杉公自転車店 ｽｷﾞｺｳｼﾞﾃﾝｼｬﾃﾝ 愛知県安城市城南町1丁目16-2 自転車店 76-3732 火曜日 ―
スポーツサイクルショップ　リーフ ｽﾎﾟｰﾂｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟﾘｰﾌ 安城市新田町新栄73-1 自転車店 77-0002 水曜日 http://www.lief.co.jp
中野自転車店 ﾅｶﾉｼﾞﾃﾝｼｬﾃﾝ 安城市朝日町13-13 自転車店 76-3684 火曜日 ―
荒木モータース ｱﾗｷﾓｰﾀｰｽ 安城市池浦町池上11番地1 自動車整備店 75-3355 日・祝・第2土 ―
アンジョウイシカワ ｱﾝｼﾞｮｳｲｼｶﾜ 安城市赤松町新屋敷260番地 自動車整備店 75-5102 なし ―
安城オートギャラリー ｱﾝｼﾞｮｳｵｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ 安城市北山崎町北浦2番地 自動車整備店 75-6565 第2.4月・夏期・年末年始 https://anjoag.com/
安城自動車 ｱﾝｼﾞｮｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 安城市箕輪町唐生19-1 自動車整備店 76-4619 日・祝・第2，4土曜 ―
S・Sオートサービス ｴｽｴｽｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 安城市東栄町5丁目5番地6 自動車整備店 98-2361 月曜日 ―
エノキオート ｴﾉｷｵｰﾄ 安城市上条町堂前8番地1 自動車整備店 76-2477 火曜日 https://enoki-kuruma.com/
サンセブン中川自動車 ｻﾝｾﾌﾞﾝﾅｶｶﾞﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬ 安城市桜井町貝戸尻16番地 自動車整備店 99-0243 日・祝 ―
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 自動車整備店 76-3275 第2土・日 ―
スギヤマカーサービス ｽｷﾞﾔﾏｶｰｻｰﾋﾞｽ 安城市桜町5-6 自動車整備店 75-1207 第2土・日・祝・12/29～1/―
鈴木モータース ｽｽﾞｷﾓｰﾀｰｽ 安城市日の出町10番19号 自動車整備店 76-4067 日・祝 ―
築山自動車商会 ﾂｷﾔﾏｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 安城市城南町1丁目12番地1 自動車整備店 74-3788 日・祝 ―
東海石油　くるまの里 ﾄｳｶｲｾｷﾕ　ｸﾙﾏﾉｻﾄ 安城市二本木町西切替71-3 自動車整備店 0120-447-557 店舗問合せ http://tokk.jp
ナカガワモータース ﾅｶｶﾞﾜﾓｰﾀｰｽ 安城市朝日町22-15 自動車整備店 76-3458 日・祝 ―
野村自動車 ﾉﾑﾗｼﾞﾄﾞｳｼｬ 安城市小川町的場103-3 自動車整備店 99-0617 第2.4土・日・祝 ―
パーフェクトガレージ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞﾚｰｼﾞ 安城市今本町4丁目11-2 自動車整備店 98-8789 ― ―
東尾自動車管理センター ﾋｶﾞｼｵｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 安城市安城町県木19番地12 自動車整備店 75-8672 第2.4土・日 ―
ポールカーズ ﾎﾟｰﾙｶｰｽﾞ 安城市東栄町5丁目25番地9 自動車整備店 97-0200 火・隔週月 https://www.poleposition1.com
ホンダ安城 ﾎﾝﾀﾞｱﾝｼﾞｮｳ 安城市篠目町竜田76番地1 自動車整備店 72-1191 月曜日 ―
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 自動車整備店 75-2234 日曜日 ―
山本モータース工場 ﾔﾏﾓﾄﾓｰﾀｰｽｺｳｼﾞｮｳ 安城市桜町4番2号 自動車整備店 76-5108 第2.4土・日・祝 ―
LASK ﾗｽｸ 安城市赤松町本郷81-1 自動車整備店 75-7727 日曜日 http://www.newcar-coating-carbell-lask-anjo.com

石垣漢方薬店 ｲｼｶﾞｸｶﾝﾎﾟｳﾔｸﾃﾝ 愛知県安城市南町4番5号 薬局 0566-77-4566 土日祝 ―
エビス薬局 ｴﾋﾞｽﾔｯｷｮｸ 安城市今本町1-7-25 薬局 97-8561 木・日 ―
野村薬局 ﾉﾑﾗﾔｯｷｮｸ 安城市朝日町14-10 薬局 76-2815 日・祝 ―
ハマイカリ　山口旭薬局 ﾊﾏｲｶﾘ　ﾔﾏｸﾞﾁｱｻﾋﾔｯｷｮｸ 安城市御幸本町14番3号 薬局 77-3998 日・祝 ―
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 薬局 76-1161 日・月・木 https://www.pharmacypal.jp/
ファミリードラッグたけみつ ﾌｧﾐﾘｰﾄﾞﾗｯｸﾞﾀｹﾐﾂ 安城市小川町的場丘20-6 薬局 99-5041 日曜日 ―
ファミリードラッグたけみつ ﾌｧﾐﾘｰﾄﾞﾗｯｸﾞﾀｹﾐﾂ 安城市小川町的場丘20-6 薬局 99-5041 日曜日 ―
山口旭薬局支店 ﾔﾏｸﾞﾁｱｻﾋﾔｯｷｮｸｼﾃﾝ 安城市大東町11番29号 薬局 76-2585 日曜日 http://asahishiten.com/
アマノ理容室 ｱﾏﾉﾘﾖｳｼﾂ 安城市里町池ノ浦1-35 理容・美容店 97-0055 月・火 ―
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 理容・美容店 0566-98-3353 第2、３火曜・月 https://www.alfgran.net/
アロマトリートメントサロン　SnowHand ｱﾛﾏﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｻﾛﾝｽﾉｰﾊﾝﾄﾞ 安城市住吉町5丁目30-9 理容・美容店 090-2343-7935 不定休 http://www.snowhand.jp
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 理容・美容店 89-3708 水、日曜日 ―
aimable RICCA ｴﾏｰﾌﾞﾙﾘｯｶ 安城市大山町1-10-9 理容・美容店 76-9705 日曜日 https://aimable-beaute.com
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 理容・美容店 0566-74-7060 月・第2・4日曜 http://otonagami-village.com/
カットサロン　オオカワ ｶｯﾄｻﾛﾝ　ｵｵｶﾜ 安城市百石町2丁目15-9 理容・美容店 75-5871 火・第2.3月 ―
髪結処　花椿 ｶﾐﾕｲﾄﾞｺﾛﾊﾅﾂﾊﾞｷ 安城市別郷町荒子94-1 理容・美容店 91-4007 月曜日 ―
漢方養生careノア ｶﾝﾎﾟｳﾖｳｼﾞｮｳｹｱﾉｱ 安城市福釜町猿町2 理容・美容店 75-6703 日・月 https://energy-noah.com
キリング美容室 ｷﾘﾝｸﾞﾋﾞﾖｳｼﾂ 安城市東栄町2-2-12 理容・美容店 97-8185 月・火 ―
KING Hair Design ｷﾝｸﾞﾍｱｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 安城市古井町小仏38-7 理容・美容店 76-4320 第2.3月・火 ―
くみあい理容所 ｸﾐｱｲﾘﾖｳｼﾞｮ 安城市姫小川町芝山5番地3 理容・美容店 99-1865 火曜・第2第3月曜 ―
サロンドヤング ｻﾛﾝﾄﾞﾔﾝｸﾞ 安城市今池町1丁目18-6 理容・美容店 97-8054 月曜・火曜 ―
サロン　ブランシュ ｻﾛﾝﾌﾞﾗﾝｼｭ 安城市横山町毛賀知39-5 理容・美容店 71-3181 日・祝 http://blanshe.jp/
Scisco hair design ｼｽｺﾍｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 安城市篠目町井山220-1 理容・美容店 77-1439 月・火（第3日） https://www.scisco.jp/
シマダ美容室 ｼﾏﾀﾞﾋﾞﾖｳｼﾂ 安城市和泉町上之切127-2 理容・美容店 92-1331 ― ―
ジョイ美容室 ｼﾞｮｲﾋﾞﾖｳｼﾂ 安城市御幸本町7番1号 理容・美容店 75-3441 月・火 ―
Spaicy　Nail ｽﾊﾟｲｼｰﾈｲﾙ 安城市朝日町23-2　飯見ビル2階 理容・美容店 080-2618-9676 火・水 https://lit.link/spaicynail
トップヘアー　Garden villa. ﾄｯﾌﾟﾍｱｰ　ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞﾗ 愛知県安城市住吉町3-4-8 理容・美容店 45-5532 月曜日火曜日 http://tophair.jp/
トップヘアー　spa＆relaxation ﾄｯﾌﾟﾍｱｰ　ｽﾊﾟ&ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 愛知県住吉町7-7-1 理容・美容店 96-5255 月曜日 http://tophair.jp/
トップヘアー　HILLS ﾄｯﾌﾟﾍｱｰ　ﾋﾙｽﾞ 愛知県安城市篠目町竜田84-5 理容・美容店 95-0388 月曜日 http://tophair.jp/
トップヘアー　三河安城 ﾄｯﾌﾟﾍｱｰ　ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳ 愛知県安城市三河安城本町2-7-2 理容・美容店 71-3939 月曜日 http://tophair.jp/
ネイルサロン　Happy Nail ﾈｲﾙｻﾛﾝ　ﾊｯﾋﾟｰ　ﾈｲﾙ 安城市横山町下毛賀知97-1 理容・美容店 ― 不定休 ―
nail salon ViNail ﾈｲﾙｻﾛﾝ ﾋﾞﾈｲﾙ 安城市里町池ノ浦1-46 理容・美容店 080-6967-6008 不定休 https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000544004/
NEOLL-HAIR ﾈｵｰﾙﾍｱｰ 安城市大山町1丁目2-4 理容・美容店 ー 火曜・第2,３月曜 ―
BP-hair ﾋﾞｰﾋﾟｰﾍｱ 愛知県安城市南町1-21 理容・美容店 70-8132 毎週月曜、第一、三火曜日 https://bp-hair.jp/
Beauty Salon J ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ ｼﾞｪｲ 愛知県安城市住吉町7-37-3　ネクサス102 理容・美容店 72-1881 月曜 https://jmbc.co.jp
美容室　髪職人 ﾋﾞﾖｳｼﾂ　ｶﾐｼｮｸﾆﾝ 安城市安城町若葉130-3 理容・美容店 77-8889 不定休 ―
美容室　Ryu ﾋﾞﾖｳｼﾂ　ﾘｭｳ 安城市今池町3-5-2 理容・美容店 0120-89-2205 月・火 ―
美容室カジャ ﾋﾞﾖｳｼﾂｶｼﾞｬ 安城市桜井町阿原7-14 理容・美容店 99-4737 日・月 ―
美容室グローアップ ﾋﾞﾖｳｼﾂｸﾞﾛｰｱｯﾌﾟ 安城市美園町1-22-1 理容・美容店 72-4908 月・火 http://www.growup8.com/
美容室サルビア　ジェンヌ店 ﾋﾞﾖｳｼﾂｻﾙﾋﾞｱ　ｼﾞｪﾝﾇﾃﾝ 安城市二本木町長根82 理容・美容店 71-3060 月・第1.3火 http://www.salvia.co.jp
美容室サルビア　南町店 ﾋﾞﾖｳｼﾂｻﾙﾋﾞｱ　ﾐﾅﾐﾏﾁﾃﾝ 安城市南町17-19 理容・美容店 72-1680 月・第1.3火 http://www.salvia.co.jp
美容室shikisai ﾋﾞﾖｳｼﾂｼｷｻｲ 安城市今本町3-4-12 理容・美容店 66-8134 不定休 ―
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 理容・美容店 0566-77-2483 月曜日 ―
美容室マリオン ﾋﾞﾖｳｼﾂﾏﾘｵﾝ 愛知県安城市城南町1-16-9 理容・美容店 76-9854 第1.2.3月曜火曜日第4.5月曜http://marion.hp4u.jp/
BIRI'S　HAIR ﾋﾞﾘｰｽﾞ　ﾍｱｰ 安城市御幸本町16-15 理容・美容店 76-3922 月・火 ―
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 理容・美容店 66-8541 月・火 ―
fam hair ﾌｧﾑ ﾍｱｰ 愛知県安城市横山町下毛賀知19-7 理容・美容店 76-6421 毎週火曜　第二・第三月曜 http://famhair.jp/
ヘアーアート　サウス ﾍｱｰｱｰﾄ　ｻｳｽ 安城市法連町13-7 理容・美容店 71-1082 月・火 ―
ヘアーサロン　いまむら ﾍｱｰｻﾛﾝ　ｲﾏﾑﾗ 安城市弁天町2-26 理容・美容店 75-8002 月・火 ―
ヘアーサロン　スズキ ﾍｱｰｻﾛﾝ　ｽｽﾞｷ 安城市花ノ木町1-2 理容・美容店 76-3800 第2.3月・火 ―
ヘアーサロン　野々山 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ﾉﾉﾔﾏ 安城市朝日町1-4 理容・美容店 76-5620 第2.3月・火曜日 ―
ヘアーサロン　ハットリ ﾍｱｰｻﾛﾝ　ﾊｯﾄﾘ 安城市桜井町大役田42-1 理容・美容店 99-2350 火・第2.3月 ―
ヘアーサロンオカダ ﾍｱｰｻﾛﾝｵｶﾀﾞ 安城市大山町1丁目2-4 理容・美容店 ー 火曜・第2,３月曜 ―
ヘアーサロン　春日井 ﾍｱｰｻﾛﾝｶｽｶﾞｲ 安城市小堤町4-42 理容・美容店 76-3732 月・火 ―
Hair Salon Roice ﾍｱｰｻﾛﾝﾛｲｽ 愛知県安城市桜井町阿原28-1 理容・美容店 91-7957 火曜日 https://beauty.hotpepper.jp/slnH000348854/
HAIR☆S　あららぎ ﾍｱｰｽﾞ　ｱﾗﾗｷﾞ 安城市古井町豊日10-4 理容・美容店 75-6594 火・第2.3月 ―
ヘアースタジオ　アミティエ ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵｱﾐﾃｨｴ 安城市箕輪町昭和24-3 理容・美容店 74-0251 月・火曜日 http://www.amitie.cc
ヘアースタジオ　カミヤ ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵｶﾐﾔ 安城市朝日町15-16 理容・美容店 76-4604 火曜・第2，3月曜 ―
ヘアームーヴ ﾍｱｰﾑｰｳﾞ 安城市住吉町荒曽根157-15 理容・美容店 97-4467 月曜・火曜 ―
hair salon MiZUKOSHi ﾍｱｻﾛﾝ ﾐｽﾞｺｼ 安城市姫小川町舘出47-12 理容・美容店 99-0718 火・第2.3.4.5月 ―
ヘアデザイン　ペルシャ ﾍｱﾃﾞｻﾞｲﾝﾍﾟﾙｼｬ 安城市城南町1丁目18-18 理容・美容店 91-2222 月・第2.4火 ―
ほうき星 ﾎｳｷﾎﾞｼ 安城市桜町7-9 理容・美容店 76-6969 月・第2.3火 ―
マスダ理容室 ﾏｽﾀﾞﾘﾖｳｼﾂ 愛知県安城市篠目町井山219 理容・美容店 77-0268 第2、第3月曜・火曜 ―
MINTEA'S(ミンティーズ) ﾐﾝﾃｨｰｽﾞ 安城市三河安城南町1-20-4 理容・美容店 77-7772 日曜日 http://mintea.jp
メンズクラブトリイ ﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾄﾘｲ 愛知県安城市箕輪町青木46-1 理容・美容店 87-8767 毎週火曜日、月中の月曜日、https://www.mensclubtorii.jp
ーリバイタライズエステーHEAL ﾘﾊﾞｲﾀﾗｲｽﾞｴｽﾃ　ﾋｰﾙ 安城市緑町2-11-8 理容・美容店 74-5102 日・月・祝 https://ageless-esthe.com
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 理容・美容店 92-1017 月・第2.3火 ―
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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 衣料・身の回り品扱い店 76-4298 ー ―
オーバヤシ　安城日の出店 ｵｰﾊﾞﾔｼ　ｱﾝｼﾞｮｳﾋﾉﾃﾞﾃﾝ 安城市日の出町1-21 衣料・身の回り品扱い店 090-4219-8954 バロー安城日の出店と同じ ―
パワーズ　シューズ・バック館（ヨシダ靴店Y.CUBE安城店） ﾊﾟﾜｰｽﾞｼｭｰｽﾞﾊﾞｯｸｶﾝ 安城市三河安城町2丁目24番地 衣料・身の回り品扱い店 77-4180 ー http://www.yoshida-shoes.co.jp
ファッションセンターしまむら　桜井店 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰｼﾏﾑﾗｻｸﾗｲﾃﾝ 安城市桜井町北新田2-1 衣料・身の回り品扱い店 73-1055 ー ―
ファッションセンターしまむら　三河安城店 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰｼﾏﾑﾗﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市横山町寺下84 衣料・身の回り品扱い店 79-0101 ー ―
洋服の青山　安城小堤店 ﾖｳﾌｸﾉｱｵﾔﾏｱﾝｼﾞｮｳｺﾂﾞﾂﾞﾐﾃﾝ 安城市城南町1丁目4番7号 衣料・身の回り品扱い店 77-3388 ー ー
洋服の青山　三河安城店 ﾖｳﾌｸﾉｱｵﾔﾏﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町2-7-6 衣料・身の回り品扱い店 72-0901 ー ー
味のがんこ炎　安城店 ｱｼﾞﾉｶﾞﾝｺｴﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市百石町2-14-8 飲食店 74-9530 ー ー
あみやき亭　安城店 ｱﾐﾔｷﾃｲｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市東栄町5丁目21-28 飲食店 97-3939 年中無休 http://www.amiyakitei.co.jp/
あみやき亭　安城箕輪店 ｱﾐﾔｷﾃｲｱﾝｼﾞｮｳﾐﾉﾜﾃﾝ 安城市箕輪町唐生80番1 飲食店 71-4129 年中無休 http://www.amiyakitei.co.jp/
一刻魁堂　安城店 ｲｯｺｸｻｷｶﾞｹﾄﾞｳｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市百石町2丁目11-3 飲食店 79-3910 ー https://www.ikkoku-sakigake.jp/
うま屋ラーメン　安城店 ｳﾏﾔﾗｰﾒﾝ ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市新田町小山西100-12 飲食店 77-3390 月曜日 http://www.umaya.co.jp
廻鮮　江戸前すし　魚魚丸　三河安城店 ｶｲｾﾝｴﾄﾞﾏｴｽｼﾄﾄﾏﾙﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町2-5-6 飲食店 76-8884 年中無休 http://www.comline.co.jp/totomaru/
かつ時安城店 カツトキアンジョウテン 愛知県安城市篠目町童子209-8 飲食店 76-7828 ー https://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop_no=1720

Cafe Den ＆ Neighbors ｶﾌｪﾃﾞﾝｱﾝﾄﾞﾈｲﾊﾞｰｽﾞ 安城市御幸本町12-1　アンフォーレ1F 飲食店 74-5774 第2火・偶数月第4火 http://www.otoufu.co.jp
カレーハウスCOCO壱番屋　安城南店 ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔ　ｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 安城市南町5-61 飲食店 75-5523 1/1(元旦） https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/1062
コメダ珈琲　安城今村店 ｺﾒﾀﾞｺｰﾋｰ　ｱﾝｼﾞｮｳｲﾏﾑﾗﾃﾝ 安城市今本町4丁目1番6号 飲食店 97-2777 ー ―
コメダ珈琲　安城末広店 ｺﾒﾀﾞｺｰﾋｰ　ｱﾝｼﾞｮｳｽｴﾋﾛﾃﾝ 安城市錦町33-1 飲食店 74-1146 年中無休 ―
中国料理　浜木綿　安城店 ﾁｭｳｺﾞｸﾘｮｳﾘﾊﾏﾕｳｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 愛知県安城市今池町３丁目７番８号 飲食店 45-6686 12月31日、1月11日12日 http://www.hamayuu.co.jp
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 飲食店 93-2983 不定休 ー
パスタデココ安城新田町店 ﾊﾟｽﾀﾃﾞｺｺｱﾝｼﾞｮｳｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 安城市新田町小山4-1 飲食店 95-2300 ー https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/2862
ぼてこ　横山本部店 ﾎﾞﾃｺﾖｺﾔﾏﾎﾝﾌﾞﾃﾝ 安城市横山町下毛賀知45 飲食店 76-8508 ー ―
まいどおおきに　安城小堤食堂 ﾏｲﾄﾞｵｵｷﾆｱﾝｼﾞｮｳｺﾂﾞﾂﾐｼｮｸﾄﾞｳ 安城市小堤町16-14 飲食店 72-0730 年末年始 ー
まぶしの八兵衛　東刈谷安城店 ﾏﾌﾞｼﾉﾊﾘﾍﾞｴﾋｶﾞｼｶﾘﾔｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ ﾏﾌﾞｼﾉﾊﾁﾍﾞｴﾋｶﾞｼｶﾘﾔｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 飲食店 91-8828 ー https://www.hachibei.jp/
マルサ水産　安城店 ﾏﾙｻｽｲｻﾝ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町2丁目11番7号 飲食店 76-1256 ー https://central-hld.jp
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 飲食店 95-3121 ー https://mita-seimen.com/shop/2019/11/22/shop_42_anjo_yokoyama/

モスバーガー安城南店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 安城市百石町2-36-4 飲食店 75-0500 ー https://www.mos.jp/
やきとり大吉安城店 ﾔｷﾄﾘﾀﾞｲｷﾁ 安城市朝日町1-3 飲食店 72-2418 月曜日、第１、３火曜日 ー
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 飲食店 91-8991 年末年始 ー
和食さと　安城店 ﾜｼｮｸｻﾄ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市大山町1丁目6-3 飲食店 74-5138 ー ―
アオキーズ・ピザ東刈谷安城店 ｱｵｷｰｽﾞ･ﾋﾟｻﾞﾋｶﾞｼｶﾘﾔｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ ｱｵｷｰｽﾞ･ﾋﾟｻﾞﾋｶﾞｼｶﾘﾔｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 飲食料品店 70-8818 ー https://www.aokispizza.co.jp/page/index.html
アルコ　三河安城駅前店 ｱﾙｺﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳｴｷﾏｴﾃﾝ 安城市二本木町長根79 飲食料品店 76-0011 ー ―
銀座に志かわ　安城店 ｷﾞﾝｻﾞﾆｼｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市浜富町13番10 飲食料品店 74-2401 不定休 https://www.ginza-nishikawa.co.jp/
酒ゃビック　安城住吉店 サカヤビックアンジョウスミヨシテン 愛知県安城市住吉町荒曽根3-1 飲食料品店 0566-96-4788 ー https://www.sakayabic.co.jp/
酒ゃビック　安城百石店 サカヤビックアンジョウヒャッコクテン 愛知県安城市百石町2-16-3 飲食料品店 71-0055 ー https://www.sakayabic.co.jp/
酒のすぎた　赤松店 ｻｹﾉｽｷﾞﾀ　ｱｶﾏﾂﾃﾝ 安城市赤松町北新屋敷183 飲食料品店 77-6550 年中無休 http://www.sake-sugita.com/
酒のすぎた　新安城店 ｻｹﾉｽｷﾞﾀ　ｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市住吉町6丁目1-7 飲食料品店 98-6811 年中無休 http://www.sake-sugita.com/
シャトレーゼ　安城店 ｼｬﾄﾚｰｾﾞｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市篠目町新郷81-6 飲食料品店 72-4533 ー ―
とうふや豆蔵　安城店 ﾄｳﾌﾔﾏﾒｿﾞｳ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市花ノ木町8番24 飲食料品店 91-3123 年末年始 http://www.otoufu.co.jp
とうふや豆蔵　太陽の味店 ﾄｳﾌﾔﾏﾒｿﾞｳ　ﾀｲﾖｳﾉｱｼﾞﾃﾝ 安城市小川町岩根前40 飲食料品店 91-5815 年末年始 http://www.otoufu.co.jp
ほっともっと安城北部店 ﾎｯﾄﾓｯﾄｱﾝｼﾞｮｳﾎｸﾌﾞﾃﾝ 安城市里町町4丁目9-4 飲食料品店 96-0466 ー https://www.hottomotto.com
サンレジャン ｻﾝﾚｼﾞｬﾝ 安城市横山町管池24 家具・雑貨店 72-7731 ー www.sunregent.co.jp
ニトリ　安城店 ﾆﾄﾘ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市東栄町6-5-2 家具・雑貨店 ー ー ―
エディオン　安城住吉店 ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾝｼﾞｮｳｽﾐﾖｼﾃﾝ 安城市住吉町3-5-28　アンディショッピングセンター2階 家電販売店 96-1522 ー https://www.edion.com/
エディオン　安城店 ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城東町1-17-1 家電販売店 76-1521 ー ー
上新電機　新安城店 ｼﾞｮｳｼﾝﾃﾞﾝｷ　ｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市住吉町荒曽根43番地 家電販売店 97-8211 ー ー
セブンーイレブン　安城桜井町店 ｱﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳｻｸﾗｲﾁｮｳﾃﾝ 安城市桜井町貝戸尻96 コンビニ 99-1744 年中無休 ー
セブンーイレブン　安城小堤町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ　ｱﾝｼﾞｮｳｺﾂﾞﾂﾐﾁｮｳﾃﾝ 安城市百石町1-2-4 コンビニ 77-8528 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 コンビニ 75-2366 ー ー
セブンーイレブン　安城小川町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳｵｶﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ 安城市小川町御林63番地3 コンビニ ー ー ―
セブンーイレブン　安城更生病院東店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳｺｳｾｲﾋﾞｮｳｲﾝﾋｶﾞｼﾃﾝ 安城市安城町東広畔69-3 コンビニ 77-9123 ー
セブンーイレブン　安城篠目町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳｻｻﾒﾁｮｳﾃﾝ 安城市篠目町童子78-1 コンビニ 76-7119 ー ー
セブンーイレブン安城新田町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 安城市新田町郷東108番11 コンビニ 77-1771 ー ー
セブンーイレブン　安城高木町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾀｶｷﾞﾁｮｳﾃﾝ 安城市高木町半崎2-1 コンビニ 76-7211 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 コンビニ 92-3071 ー ー
セブンーイレブン　安城高棚店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾀｶﾀﾅﾃﾝ 安城市高棚町井荒井145-5 コンビニ 92-8222 ー ー
セブンーイレブン安城デンパーク店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾞﾝﾊﾟｰｸﾋｶﾞｼ 安城市赤松町梶44-5 コンビニ 92-0333 ー ー
セブンーイレブン　安城野寺町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾉﾃﾞﾗﾁｮｳﾃﾝ 安城市野寺町前畑71-1 コンビニ 99-7119 ー ー
セブンーイレブン　安城東端町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾊﾞﾀﾁｮｳﾃﾝ 安城市東端町南山58-1 コンビニ 46-5226 ー ー
セブンーイレブン　安城福釜町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾌｶﾏﾁｮｳﾃﾝ 安城市福釜町蓬野151-6 コンビニ ー ー 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 コンビニ 72-7011 ー ー
セブンーイレブン　安城法連町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾎｳﾚﾝﾁｮｳﾃﾝ 安城市法連町3-9 コンビニ 74-5153 ー ー
セブンーイレブン　安城箕輪町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾝｼﾞｮｳﾐﾉﾜﾁｮｳﾃﾝ 安城市箕輪町鳥屋金76-1 コンビニ 76-4545 ー ー
セブンーイレブン　三河安城東町1丁目店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾏﾁｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ 安城市三河安城東町1丁目22番5 コンビニ ー ー ー
デイリーヤマザキ　安城藤井店 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷｱﾝｼﾞｮｳﾌｼﾞｲﾃﾝ 安城市藤井町東長先2番地3 コンビニ 99-5551 年中無休 https://www.sinsan.co.jp/
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 コンビニ 73-3499 年中無休 ー
サイクルジョイ　安城店 ｻｲｸﾙｼﾞｮｲｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城本町2-9-2 自転車店 76-0775 ー https://www.cycle-joy.jp/
イエローハット　三河安城店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄ　ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城町2-26-9 自動車用品店 77-8715 ー https://www.yellowhat.jp/
ジェームス　安城店 ｼﾞｪｰﾑｽ ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市尾崎町上大縄1番地 自動車用品店 97-3511 不定休 ―
アピタ　安城南店 ｱﾋﾟﾀｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 安城市桜井町貝戸尻60番地 ショッピングセンター 99-6911 ー ―
アンディ　ショッピングセンター ｱﾝﾃﾞｨ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 安城市住吉町3丁目5番28号 ショッピングセンター 98-4460 第3木曜日 ―
イトーヨーカ堂　安城店 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市住吉町3-1-8 ショッピングセンター 97-4111 ー ―
ピアゴ　東栄店 ﾋﾟｱｺﾞﾄｳｴｲﾃﾝ 安城市東栄町5丁目20番地1 ショッピングセンター 96-2611 ー ―
ピアゴ　福釜店 ﾋﾟｱｺﾞﾌｶﾏﾃﾝ 安城市福釜町矢場16番地5 ショッピングセンター 71-0811 ー ―
ピアゴ　ラフーズコア　三河安城店 ﾋﾟｱｺﾞﾗﾌｰｽﾞｺｱ　ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城南町1丁目4番地8 ショッピングセンター 72-6901 ー ―
フィール　でっかいどう！！ ﾌｨｰﾙﾃﾞｯｶｲﾄﾞｳ 愛知県安城市高棚町中島138 ショッピングセンター 92-2500 年内無休（臨時休業3日） https://feel-corp.jp/store/nishimikawa/anjo/store-177.html

アオキスーパー東明店 ｱｵｷｽｰﾊﾟｰﾄｳﾒｲﾃﾝ 安城市東明町16-4 スーパー 72-8400 なし(臨時・年始を除く) https://www.aokisuper.co.jp/
アオキスーパー古井店 ｱｵｷｽｰﾊﾟｰﾌﾙｲﾃﾝ 安城市古井町松山5番地1 スーパー 77-0011 なし(臨時・年始を除く) https://www.aokisuper.co.jp/
生活協同組合コープあいち　コープ安城よこやま ｾｲｶﾂｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲｺｰﾌﾟｱｲﾁ　ｺｰﾌﾟｱﾝｼﾞｮｳﾖｺﾔﾏ 安城市横山町浜畔上81 スーパー 77-0611 ー ― 
ドミー　安城横山店 ﾄﾞﾐｰ　ｱﾝｼﾞｮｳﾖｺﾔﾏﾃﾝ 安城市横山町下毛賀知104番地1 スーパー 77-3500 1月1日・2日 ―
ドミー新安城店 ﾄﾞﾐｰｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市住吉町3丁目5-28 スーパー ー 第3木曜日 ー
バロー　安城店 ﾊﾞﾛｰｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市篠目町1丁目11-17 スーパー 71-2141 1月1日、1月2日 ー
ビッグリブ　安城店 ﾋﾞｯｸﾞﾘﾌﾞｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城町2丁目22-3 スーパー 74-8202 ー http://www.biglive.jp/
フィール　新安城店 ﾌｨｰﾙｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 愛知県安城市住吉町荒曽根５２番地３ スーパー 96-2116 年内無休（臨時休業3日） https://feel-corp.jp/store/nishimikawa/anjo/store-189.html

マルス安城　アンフォーレ店 ﾏﾙｽｱﾝｼﾞｮｳｱﾝﾌｫｰﾚﾃﾝ 安城市御幸本町504-2 スーパー 77-1040 お盆・年始３日間 ー
ヤマナカ安城フランテ館 ﾔﾏﾅｶｱﾝｼﾞｮｳﾌﾗﾝﾃｶﾝ 安城市南町15番18号 スーパー ー ー ー
ヤマナカ　新安城店 ﾔﾏﾅｶｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市住吉町3丁目5番28号 スーパー ー ー ―
あいち中央農業協同組合　JAあいち中央旅行センター ｱｲﾁﾁｭｳｵｳﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ　ｼﾞｪｲｴｲｱｲﾁﾁｭｳｵｳﾘｮｺｳｾﾝﾀｰ 安城市赤松町浄善50 その他のサービス業 92-7171 土・日・祝 ―
安城コロナワールド ｱﾝｼﾞｮｳｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ 安城市浜富町6-8 その他のサービス業 74-0604 ー http://www.korona.co.jp/
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 その他のサービス業 70-7812 ー 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 その他のサービス業 79-0700 ー 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 その他のサービス業 79-3010 ー 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 その他のサービス業 77-6005 ー https://www.ab-hotel.jp/
トヨタレンタリース名古屋　三河安城新幹線口店 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽﾅｺﾞﾔ ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳｼﾝｶﾝｾﾝｸﾞﾁﾃﾝ 安城市三河安城本町1-1-1 その他のサービス業 0120-478-758 年中無休 https://www.trl-nagoya.co.jp/
ホワイト急便　桜井北店 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝｻｸﾗｲｷﾀﾃﾝ 安城市桜井町山ノ寺59-1 その他のサービス業 99-5333 お盆・年末年始 http://www.izumiya-c.co.jp/
ホワイト急便　住吉店 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝｽﾐﾖｼﾃﾝ 安城市住吉町7丁目19-3 その他のサービス業 97-6007 水・お盆・年末年始 https://www/izumiya-c.co.jp
ホワイト急便　東栄町 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝﾄｳｴｲﾁｮｳ 安城市東栄町5-7-11 その他のサービス業 98-8588 お盆・年末年始 http://www.izumiya-c.co.jp/
ホワイト急便　錦町店 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝﾆｼｷﾏﾁﾃﾝ 安城市錦町町13-24 その他のサービス業 68-7788 お盆・年末年始 http://www.izumiya-c.co.jp/
ホワイト急便　本社工場前店 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝﾎﾝｼｬｺｳｼﾞｮｳﾏｴﾃﾝ 安城市昭和町18-4 その他のサービス業 74-5000 お盆・年末年始 http://www.izumiya-c.co.jp/
ホワイト急便　三河安城東店 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 安城市三河安城東町1-31-9 その他のサービス業 72-0661 日・お盆・年末年始 http://www.izumiya-c.co.jp/
ホワイト急便　横山店 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝﾖｺﾔﾏﾃﾝ 安城市横山町毛賀知42-1 その他のサービス業 76-5703 木・お盆・年末年始 http://www.izumiya-c.co.jp/
JAあいち中央　産直センター安城桜井 ｼﾞｪｲｴｲｱｲﾁﾁｭｳｵｳｻﾝﾁｮｸｾﾝﾀｰｱﾝｼﾞｮｳｻｸﾗｲ 安城市桜井町三度山65-1 その他の小売店 73-7177 ー ー
JAあいち中央　産直センター安城東部 ｼﾞｪｲｴｲｱｲﾁﾁｭｳｵｳｻﾝﾁｮｸｾﾝﾀｰｱﾝｼﾞｮｳﾄｳﾌﾞ 安城市安城町宮前46-3 その他の小売店 76-6503 ー ー
JAあいち中央　産直センター「道の駅」デンパーク安城 ｼﾞｪｲｴｲｱｲﾁﾁｭｳｵｳｻﾝﾁｮｸｾﾝﾀｰﾐﾁﾉｴｷﾃﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾝｼﾞｮｳ 安城市赤松町梶5 その他の小売店 73-4401 ー ー
JAあいち中央　ファーマーズマーケットでんまぁと安城西部 ｼﾞｪｲｴｲｱｲﾁﾁｭｳｵｳﾌｧｰﾏｰｽﾞﾃﾞﾝﾏｧﾄｱﾝｼﾞｮｳｾｲﾌﾞ 安城市福釜町釜ヶ渕1-1 その他の小売店 72-7333 ー ー
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JAあいち中央　ファーマーズマーケットでんまぁと安城北部 ｼﾞｪｲｴｲｱｲﾁﾁｭｳｵｳﾌｧｰﾏｰｽﾞﾃﾞﾝﾏｧﾄｱﾝｼﾞｮｳﾎｸﾌﾞ 安城市東栄町4-5-15 その他の小売店 96-1051 ー ー
DCMカーマ　アットホーム安城東栄店 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑｶｰﾏｱｯﾄﾎｰﾑｱﾝｼﾞｮｳﾄｳｴｲﾃﾝ 安城市東栄町6丁目21番地4 その他の小売店 96-3551 1/1.2.3棚卸日 ー
DCMカーマ　安城赤松店 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑｶｰﾏｱﾝｼﾞｮｳｱｶﾏﾂﾃﾝ 安城市赤松町広久手5 その他の小売店 73-2400 1/1.2棚卸日 ー
DCMカーマ　安城住吉店 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑｶｰﾏｱﾝｼﾞｮｳｽﾐﾖｼﾃﾝ 安城市住吉町3丁目12番3号 その他の小売店 96-5545 1/1.2棚卸日 ー
DCMカーマ　安城店 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑｶｰﾏｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市池浦町池東2番地4 その他の小売店 74-2828 1/1.2.3棚卸日 ー
DCMカーマ　安城福釜店 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑｶｰﾏｱﾝｼﾞｮｳﾌｶﾏﾃﾝ 安城市福釜町矢場16番地の2 その他の小売店 73-9131 1/1.2棚卸日 ー
ドン・キホーテ　MEGA新安城店 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ　ﾒｶﾞｼﾝｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市東栄町3丁目1-12 その他の小売店 96-5611 年中無休 ー
パリミキ　安城店 ﾊﾟﾘﾐｷ ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市大山町1丁目6番地6 その他の小売店 77-0790 ー https://www.paris-miki.co.jp/store/0430.html
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 その他の小売店 76-9331 ー ー
メガネ赤札堂　安城店 ﾒｶﾞﾈｱｶﾌﾀﾞﾄﾞｳ　ｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市南町4-43 その他の小売店 77-0177 ー https://www.megane-akafudado.com
眼鏡市場　安城店 ﾒｶﾞﾈｲﾁﾊﾞｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市城南町2-5-1 その他の小売店 72-2268 ー ー
眼鏡市場　ラフーズコア　三河安城店 ﾒｶﾞﾈｲﾁﾊﾞﾗﾌｰｽﾞｺｱﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城南町1丁目4-8　ラフーズコア2Ｆ その他の小売店 71-1320 ー ー
ウエルシア　安城桜井町店 ｳｴﾙｼｱｱﾝｼﾞｮｳｻｸﾗｲﾁｮｳﾃﾝ 安城市桜井町新田48-2 ドラッグストア 99-9855 ー ー
ウエルシア　安城東栄町店 ｳｴﾙｼｱｱﾝｼﾞｮｳﾄｳｴｲﾁｮｳﾃﾝ 安城市東栄町6丁目22番15 ドラッグストア 96-4161 ー ー
ウエルシア　三河安城本町店 ｳｴﾙｼｱﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 安城市三河安城本町2丁目7番地1 ドラッグストア 73-5205 ー ー
サンドラッグ　安城日の出店 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞｱﾝｼﾞｮｳﾋﾉﾃﾞﾃﾝ 安城市日の出町1-21 ドラッグストア 73-5688 ー ー
サンドラッグ　美園店 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞﾐｿﾉﾃﾝ 安城市美園町1-17-7 ドラッグストア 79-3553 ー ー
スギドラッグ　安城アンディ店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸﾞｱﾝｼﾞｮｳｱﾝﾃﾞｨﾃﾝ 安城市住吉町3-5-28アンディ2階 ドラッグストア 96-1851 ー ―
スギドラッグ　安城中央店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸﾞｱﾝｼﾞｮｳﾁｭｵｳﾃﾝ 安城市桜町4-12 ドラッグストア 79-3200 ー ―
スギドラッグ　安城錦町店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸﾞｱﾝｼﾞｮｳﾆｼｷﾏﾁﾃﾝ 安城市錦町3-4 ドラッグストア 71-2105 ー ―
スギドラッグ　桜井南店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸｻｸﾗｲﾐﾅﾐﾃﾝ 安城市小川町舘出146 ドラッグストア 79-1581 ー ―
スギドラッグ　高棚店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸﾞﾀｶﾀﾅﾃﾝ 安城市高棚町中島138フィールでっかいどう店内 ドラッグストア 79-2801 ー ―
スギドラック　東栄店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸﾄｳｴｲﾃﾝ 安城市東栄町3-80-1 ドラッグストア 97-2115 ー ―
スギドラッグ　三河安城北店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸﾞﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳｷﾀﾃﾝ 安城市篠目町童子207-14 ドラッグストア 45-5761 ー ―
スギドラッグ　三河安城店 ｽｷﾞﾄﾞﾗｯｸﾞﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市三河安城南町1-4-8ピアゴフーズコア三河安城店1階 ドラッグストア 79-3831 ー ―
スギ薬局　安城篠目店 ｽｷﾞﾔｯｷｮｸｱﾝｼﾞｮｳｻｻﾒﾃﾝ 安城市篠目町肥田39-1 ドラッグストア 71-2385 ー ―
スギ薬局　池浦店 ｽｷﾞﾔｯｷｮｸｲｹｳﾗﾃﾝ 安城市池浦町池東21-4 ドラッグストア 70-8250 ー ―
スギ薬局　桜井店 ｽｷﾞﾔｯｷｮｸｻｸﾗｲﾃﾝ 安城市桜井町森田80-1 ドラッグストア 99-6377 ー ―
スギ薬局　住吉店 ｽｷﾞﾔｯｷｮｸｽﾐﾖｼﾝﾃﾝ 安城市住吉町7-26-8 ドラッグストア 98-8831 ー ―
スギ薬局　東栄東店 ｽｷﾞﾔｯｷｮｸﾄｳｴｲﾋｶﾞｼﾃﾝ 安城市東栄町6-18-12 ドラッグストア 91-0331 ー ―
スギ薬局　百石店 ｽｷﾞﾔｯｷｮｸﾋｬｯｺｸﾃﾝ 安城市百石町2-15-3 ドラッグストア 76-1377 ー ―
スギ薬局　法連店 ｽｷﾞﾔｯｷｮｸﾎｳﾚﾝﾃﾝ 安城市法連町7-10 ドラッグストア 72-5707 ー ―
ドラッグスギヤマ　安城店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽｷﾞﾔﾏｱﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 安城市城南町1丁目4番9 ドラッグストア 71-2771 年中無休(正月休みあり） ー
V-drug　安城今池店 ﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞｱﾝｼﾞｮｳｲﾏｲｹﾃﾝ 安城市今池町3丁目7番6号 ドラッグストア 70-7145 1月1日 ー
V-drug　安城南店 ﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 安城市古井町大堀52-1 ドラッグストア 73-6970 1月1日 ー
V-drug　安城横山店 ﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞｱﾝｼﾞｮｳﾖｺﾔﾏﾃﾝ 安城市横山町下毛賀知114 ドラッグストア 70-8360 1月1日 ー
マツモトキヨシ　安城横山店 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ　ｱﾝｼﾞｮｳﾖｺﾔﾏﾃﾝ 安城市横山町大山田中1-1 ドラッグストア 73-9770 ー ー
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