
岡崎市地域店舗ファンづくり推進事業 ＜登録店舗一覧（1/23時点）＞

※ 申し込み順に掲載
屋号(法人の場合)法人名 店舗名称

1 株式会社発知商店 発知商店・角打ちリカーホッチ
2 大賀屋呉服店 おおがや
3 馨和整体院 馨和整体院
4 磯部ろうそく店 磯部ろうそく店
5 有限会社小久井農場 小久井農場直売所
6 合同会社 堺 サラダ館明大寺店
7 興蓮寺 興蓮寺
8 うなぎと和食おぎ乃 うなぎと和食おぎ乃
9 宝生園（ほうしょうえん） 宝生園
10 MTサロン竜美ヶ丘店 MTサロン竜美ヶ丘店
11 和亭やなぎ 和亭やなぎ
12 あおう人形 あおう人形
13 株式会社アンドリュウ 株式会社アンドリュウ
14 喜久鮨 羽根支店 喜久鮨 羽根支店
15 山本富彦税理士事務所 山本富彦税理士事務所
16 （株）DDR オカプレ・マーケット
17 (有)彩雲堂 彩雲堂
18 一般社団法人こどもと暮らすiiねっと みんなのおうち連尺
19 合同会社city river style ちばる食堂
20 株式会社コーリンベール コーリンベール
21 株式会社六名米穀店 六名米穀店
22 キッチンはなあかり キッチンはなあかり
23 有限会社むらまつリーベリー むらまつリーベリー村松衣裳店
24 有限会社犬正石材店 有限会社犬正石材店
25 鳥居(稔)石材店 鳥居(稔)石材店
26 三晃堂表具店 三晃堂表具店
27 有限会社稲垣石材店 有限会社稲垣石材店
28 樹の香(このか) 自家焙煎珈琲豆専門店 樹の香
29 株式会社里光堂 里光堂仏壇店
30 有限会社オプト・ヨシカワヤ よしかわや眼鏡舗
31 green bird みんなの笑会場「さくらこ。」
32 美スクール&サロンHIROCO 美スクール&サロンHIROCO
33 合資会社永田印刷所 ながたぶんぐ
34 有限会社匠味 うなぎ いし川
35 有限会社匠味 焼肉ダイニング べこまん
36 株式会社アライブイノベーション 祭寿司 美合店
37 株式会社サンエス 一色産うなぎ・うどん・定食 十楽
38 株式会社ドゥイット工房 ドゥーイットステーション
39 ブティック キフィー ブティック キフィー
40 有限会社一休 名代とんかつ一休
41 特定非営利活動法人アルクス ピクルスCaféアルクス
42 アーキテックス株式会社 アーキテックス不動産販売 岡崎店
43 てっ凡。酒家 喜 てっ凡。酒家 喜
44 株式会社 洋品のフジ うえじ治療院
45 宗教法人馬頭観音寺 馬頭観音寺
46 ヘアーサロンクレア ヘアーサロンクレア
47 喫茶 和み 喫茶 和み
48 株式会社オーテックス 株式会社オーテックス
49 コジマトペ コジマトペ
50 就労継続B型事業所マーベラスⅡ 就労継続B型事業所マーベラスⅡ
51 大洋荷役株式会社 大洋荷役株式会社 本社営業所
52 株式会社重の家 日本料理 重の家
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53 ときわ食品株式会社 ときわ食品株式会社
54 株式会社phoneme Lino cafe
55 イルソーレ イルソーレ
56 株式会社 洋品のフジ 学生の店 フジ
57 Yughino Yugo (ユギーノ・ユーゴ) リストランテ ユギーノ・ユーゴ
58 株式会社享成自動車学校 享成自動車学校
59 株式会社イーダ GRAVIRoN
60 風来坊東岡崎駅前店 風来坊東岡崎駅前店
61 CIC株式会社 レイエスダブルウォールグラス
62 岡崎製材株式会社 岡崎製材株式会社
63 岡崎製材株式会社 ヘルベント
64 岡崎製材株式会社 リビングスタイルハウズ
65 (株)呉服の平等 (株)呉服の平等
66 株式会社シーエーアイ 株式会社シーエーアイ
67 株式会社Farmers Kitchen Japan ソウルカルビ本店
68 株式会社Farmers Kitchen Japan ソウルカルビ葵湯はなれ
69 株式会社スマイルテイスト 味波岩津店
70 合同会社NGT 就労継続支援B型事業所 One Step
71 有限会社味の集会場魚信 味の集会場魚信
72 シンコースポーツ株式会社 健康サービスステーション
73 真仁堂〜majindo〜 真仁堂〜majindo〜
74 有限会社小野石材 石屋のあすか
75 一隆堂喫茶室 一隆堂喫茶室
76 合資会社池田屋 池田屋
77 お休み処いちかわ お休み処いちかわ
78 株式会社八百七商店 八百七商店
79 株式会社一心堂印 一心堂印房
80 ジュエル足立 ジュエル足立
81 株式会社 四季 四季パン工房
82 有限会社タツミヤ ガトータツミヤ
83 葵クリーニング 葵クリーニング エクボ大樹寺店
84 葵クリーニング 葵クリーニング 本店
85 大蔵屋 大蔵屋
86 合資会社いづみや呉服店 いづみや呉服店
87 株式会社まるや八丁味噌 まるや八丁味噌
88 松井本和蝋燭工房 松井本和蝋燭工房
89 株式会社シミズ 株式会社シミズ
90 ease style ease style
91 株式会社 太田商店 らんPARK
92 株式会社ツツイエンターテイメント 岡崎城下舟あそび
93 太田油脂株式会社 あぶら館
94 Hug-cafe Hug-cafe
95 中部ビジネスシステム株式会社 中部ビジネスシステム株式会社
96 つばさ交通 つばさ交通本社
97 DIG IT (ディグイット） DIG IT（ディグイット）
98 安藤治療院 安藤治療院
99 個人事業主 さんびきのこぶた
100 樒 樒
101 えがお元気整体 えがお元気整体
102 株式会社フットジョグ フットジョグ
103 川合酒店 川合酒店
104 匠や 匠や
105 株式会社パナドーム NEKKO OKAZAKI
106 (株)山田農園 山田農園
107 テレプシコラアカデミー テレプシコラアカデミー
108 株式会社プログレス キャナリィロウ 岡崎店
109 株式会社プログレス キャナリィロウ 日名橋店
110 株式会社テレプシコラ ヘルスケアサロン・ミネルヴァ
111 暴れん坊チキン 暴れん坊チキン



112 有限会社ビッグ・ワン企画 フォトステーション ビッグワン
113 株式会社花徳 花のデパート花徳
114 株式会社建築設計稲吉 株式会社建築設計稲吉
115 株式会社すぎた 酒のすぎた 岡崎店
116 株式会社すぎた 酒のすぎた 美合店
117 株式会社すぎた 酒のすぎた 土井店
118 株式会社すぎた 酒のすぎた 酒中楽店
119 マジカル マジカル
120 ステーキハウスアクア ステーキハウスアクア
121 有限会社 佐野花火店 佐野花火店
122 サイクルぴっとイノウエ岡崎店 サイクルぴっとイノウエ岡崎店
123 株式会社元気屋 スパイスレンタカー岡崎店
124 株式会社 エイム Will～ウィル～
125 株式会社ヘルシーメイト 自然食品店ヘルシーメイト
126 ナガサカ家具 ナガサカ家具
127 株式会社タカキ薬局 漢方相談タカキ薬局
128 株式会社幸文堂 一人前のたこぼうず
129 TAC-MATE ヤマダイ センガ タックメイト センガ
130 株式会社フカツ リサイクルフカツ岡崎南店
131 株式会社フカツ リサイクルフカツ大樹寺店
132 ㈱愛知屋仏壇本舗 愛知屋仏壇本舗
133 Life is sharing. Life is sharing.
134 とんかつ高和 とんかつ高和
135 ふじ家 ふじ家
136 株式会社FUJIパレット Dog Salon polepole
137 アーキテックス株式会社（カナルリフォーム） キッチンリフォームラボ(カナルリフォーム)
138 有限会社アップス ザトラ
139 株式会社山田屋呉服店 山田屋庄九郎
140 株式会社 岡崎ニューグランドホテル 岡崎ニューグランドホテル
141 株式会社岡崎花き卸売市場 岡崎花き地方卸売市場 岡崎花き卸売市場
142 coffee & space み園 coffee & space み園
143 山幸不動産 山幸不動産
144 株式会社悠伸堂薬局 悠伸堂薬局
145 公文六名小前書写教室 公文六名小前書写教室
146 三嶋寿司総本店 三嶋寿司総本店
147 株式会社スイッチ 串焼・串揚げバードスペース東岡崎北口店
148 旭軒元直 旭軒元直
149 株式会社ディープ・ジャパン Global Studies Cafe
150 有限会社 中田屋 ありがとうかりんとう
151 株式会社 味くりげ 味くりげ
152 スギ製菓株式会社 えびせん家族 岡崎南店
153 合名会社備前屋 備前屋本店
154 土屋商店有限会社 土屋商店有限会社
155 株式会社AHA 認定補聴器専門店あいち補聴器センター
156 株式会社渡辺米穀店 株式会社渡辺米穀店
157 有限会社 豆蔵 珈琲通 豆蔵
158 合資会社くすや呉服店 合資会社くすや呉服店
159 小野玉川堂 小野玉川堂
160 ハートフルフレンズ ハートフルフレンズ
161 株式会社サンクレール 石窯パン工房グランクレール日名店
162 株式会社サンクレール サンクレール洞店
163 株式会社サンクレール つきとうさぎ六ツ美店
164 株式会社サンクレール 幸せマルシェ Table
165 パティスリー アルチザン パティスリー アルチザン
166 和ごころ ろじもん 和ごころ ろじもん
167 白雪乳業有限会社 Camezza -カメッツァ-
168 株式会社肉の横山 肉の横山
169 スパイスカレーかいらす スパイスカレーかいらす
170 株式会社城北飯店 中国四川料理 海鮮料理 城北飯店



171 Cafe&Restaurant TOYBOX Cafe&Restaurant TOYBOX
172 洋食ビストロTOYBOX 洋食ビストロTOYBOX
173 oka-d-art oka-d-art
174 （株）ポスナグローバルサービス スバカマナ 岡崎本店
175 株式会社時麺 株式会社時麺
176 株式会社深瀬畜産 株式会社深瀬畜産
177 株式会社三光食品 蛸家くるり洞店
178 株式会社 宝金堂 宝金堂
179 株式会社三光食品 蛸家くるり 若松店
180 株式会社三光食品 蛸家くるり ニュース店
181 株式会社三光食品 蛸家くるり 矢作店
182 有限会社ときや小林呉服店 ときや
183 有限会社メガネのナイトウ メガネのナイトウ
184 株式会社A-quality Swag Okazaki
185 ㈱かど屋 スタジオ アミ
186 UEKO株 岡フォルニアアホヤネン
187 AUJASbodyworks STUDIO ALMA
188 AUJASbodyworks DAY FOREST Nukata
189 ウッド洋菓子店 ウッド洋菓子店
190 ベルン洋菓子店 ベルン洋菓子店
191 有限会社ムーンライト リーガルシューズ岡崎店
192 有限会社ムーンライト 厳選屋
193 神尾印房 神尾印房
194 有限会社かんや さん太
195 一般社団法人岡崎パブリックサービス 道の駅 藤川宿
196 株式会社まごころ こだわりとんかつ壱番屋
197 辰子綿工合資会社 ふとんのタツネ
198 Wonder Stage Communications株式会社 Wonder Stage Communications株式会社
199 株式会社たけうち PEN'S ALLEY takeuchi
200 株式会社千賀 竜美丘テニスクラブ
201 有限会社善雅 和食 善雅
202 お休み処 桜茶屋 お休み処 桜茶屋
203 正文館書店 正文館書店
204 株式会社コットンテール オレンジカウンティ
205 上田軒 上田軒
206 和泉屋 和泉屋
207 おとぎの蔵 豆の樹（和泉屋） おとぎの蔵 豆の樹
208 Sweets potato 芋や Sweets potato芋や
209 株式会社ナカシロ おかざき楽の湯
210 有限会社タキコウ縫製 ハナロロ
211 有限会社梅金 味工房うめきん
212 小原木材株式会社 小原木材株式会社
213 パブ F パブ Ｆ
214 株式会社大岡屋 株式会社大岡屋
215 八千代本店 八千代本店
216 株式会社岡田印刷 株式会社岡田印刷
217 uchi coffee uchi coffee
218 プラザ観光株式会社 スーパー銭湯ふろ屋
219 プラザ観光株式会社 焼肉けんたま家
220 株式会社愛健酵素 株式会社愛健酵素
221 合同会社EOT.edu .room(ドットルーム)
222 E.o.T. ココロとカラダのインナーケア boood(ボード)
223 株式会社A.I 創作鶏料理 さくら
224 株式会社A.I meat and bar Ghetto
225 株式会社A.I 居.酒.屋.ほだら～
226 株式会社A.I カラオケ居酒屋 izack
227 株式会社A.I 天空のビアガーデン Stargate
228 マルサンアイ マルサンアイ
229 合資会社エンドー 時計宝石のエンドー



230 魚菜屋樞 魚菜屋樞
231 有限会社アライ 焼肉三八248支店
232 株式会社カクキュー八丁味噌 カクキュー八丁味噌の郷
233 株式会社カクキュー八丁味噌 食事処 休右衛門
234 （株）バワナ・インターナショナル スバカマナ 岡崎南店
235 （株）バワナ・インターナショナル スバカマナ・ミニ アピタ岡崎北店
236 王美堂 王美堂
237 伊賀 大正庵 伊賀 大正庵
238 和食・会席 寿苑 和食・会席 寿苑
239 有限会社オフィス・ソウイチ 余香殿なおらい
240 サウンドクラフトワルツ サウンドクラフトワルツ
241 株式会社エフエム岡崎 エフエムEGAO
242 服部工業株式会社 服部工業株式会社
243 株式会社アーテック 株式会社アーテック
244 公益財団法人服部公益財団 公益財団法人服部公益財団
245 公益財団法人服部公益財団 暮らしの学校 岡崎校
246 学校法人服部学園 YAMASA言語文化学院
247 学校法人服部学園 めぐみ幼稚園
248 株式会社ヤマサ 株式会社ヤマサ
249 株式会社さくら 天然石sakura
250 株式会社杉田石材店 株式会社杉田石材店
251 株式会社ハットリマーキング 株式会社ハットリマーキング
252 六ツ美養鶏加工協同組合 六ツ美養鶏加工協同組合
253 株式会社 三徳屋菓子舗 三徳屋菓子舗
254 創菜旬肴さいか-佐伊家- 創菜旬肴さいか-佐伊家-
255 いわしのや平 いわしのや平
256 株式会社ヨシノ印刷 株式会社ヨシノ印刷
257 伊藤農園 伊藤農園
258 美容室502 マルニキッチン
259 株式会社トカク PC堂 ウイングタウン岡崎店
260 株式会社トカク PC堂 大樹寺店
261 タイヤショップ ナイスマーク タイヤショップ ナイスマーク
262 株式会社うなぎの兼光 うなぎの兼光 東岡崎店
263 有限会社 スギウラメガネ スギウラメガネ
264 かもめ交通株式会社 かもめタクシー
265 ソノ コンテンタ ソノ コンテンタ
266 キッチンいまもり キッチンいまもり
267 大衆酒場どんちゃん 大衆酒場どんちゃん
268 ただいま合同会社 ただいまカフェ&フォトスタジオ
269 株式会社 八百弥 さかな八百弥
270 株式会社 丸豊住宅 リファイン緑丘
271 菓匠 彩京 菓匠 彩京
272 Kiora(キオラ) Kiora(キオラ)
273 サントスピリト サントスピリト
274 株式会社うを勝 株式会社うを勝
275 ツバメと茶畑 ツバメと茶畑
276 株式会社 Kaginaly 麺処 日向山
277 株式会社吉川住建 吉川住建
278 鰻屋 古今 鰻屋 古今
279 cafe cachette cafe cachette カフェ カシェット
280 癒しカフェバーこもれび 癒しカフェバーこもれび
281 有限会社睦美 不動産仲介のムツミ
282 嶋田嘉人防災士事務所 SYBOアーバンサバイバルスクール
283 杉本歯科 杉本歯科
284 有限会社 大正庵釜春 大正庵釜春本店
285 有限会社 大正庵釜春 大正庵釜春古民家カフェ
286 フランス料理 アンフュージョン アンフュージョン
287 株式会社サンエン カーテンのサンエン
288 (有)矢田石材店 (有)矢田石材店 岡崎本店



289 温戸ライフ株式会社 なつカフェ
290 つるや呉服店 つるや呉服店
291 東海労働金庫岡崎支店 東海労働金庫岡崎支店
292 合資会社呉服のいちこし 呉服のいちこし
293 株式会社ネイブレイン 株式会社ネイブレイン／ＣＡＧＩＡＮＡ
294 有限会社 天和 天和
295 株式会社アイピーシー IPCわんわん動物園
296 株式会社アイピーシー ペットコミュニティプラザこいぬこねこ館岡崎本部店
297 悠伸堂薬局 悠伸堂薬局
298 株式会社 絆 熟成焼き芋専門店 やきいも絆
299 株式会社石原精密 株式会社石原精密
300 ミールカフェ ミールカフェ
301 合資会社 八丁味噌（カクキュー） 合資会社 八丁味噌（カクキュー）
302 有限会社 ホンダ自動車整備工場 有限会社 ホンダ自動車整備工場
303 宇野米穀店 宇野米穀店
304 吉田屋琴三味線店 吉田屋琴三味線店
305 オートサービス ウイングマーク オートサービス ウイングマーク
306 株式会社すずや すずや
307 有限会社ひまわり La Himawari
308 株式会社ボンシック アトリエ グラース
309 税理士法人エスペランサ 税理士法人エスペランサ 岡崎オフィス
310 あらら's あらら's
311 新美時計店 新美時計店
312 愛知県立岡崎商業高等学校 OKASHOP
313 (有)H&LL大西屋薬局緑丘 大西屋薬局緑丘
315 株式会社アンビシャス TEASTAND ROB籠田店
316 天毬 天毬
317 株式会社 アイ・ステージ 株式会社 アイ・ステージ 岡崎オフィス
318 岡崎石工業株式会社 岡崎石工業株式会社
319 平井農園 平井農園
320 いわなみ いわなみ
321 葵クローバー蜂蜜園 葵クローバー蜂蜜園
322 株式会社永田屋 永田や仏壇店岡崎康生店
323 株式会社永田屋 永田や仏壇店岡崎総本店
324 株式会社はな博 焼肉 はな博 本店
325 株式会社はな博 焼肉 はな博 若松店
326 株式会社池田事務器 イケジム
327 Nippon食の森 あざれあ Nippon食の森 あざれあ
328 株式会社森乳東海 森永パワーミルク宅配センター
329 渡辺石材店 渡辺石材店
330 寺子屋 鈴木教室 寺子屋 鈴木教室
331 株式会社中町 餡茶古珈琲 TiP TOP
332 株式会社中町 麻布茶房 イオンタウン岡崎美合店
333 株式会社中町 茶楽音。伝馬通店
334 株式会社中町 茶楽音。本店
335 愛知県立農業大学校 愛知県立農業大学校
336 高山農園 高山農園
337 鳥居酒店 鳥居酒店
338 株式会社花のかわさきや 花のかわさきや
339 喫茶むつみ 喫茶むつみ
340 株式会社アラウズ 株式会社アラウズ
341 有限会社レマン 洋菓子レマン
342 郁季 郁季
343 萬珍軒 南店 萬珍軒 南店
344 株式会社ダイナプランニング ケーキ空間カントリークリスマス
345 千賀落花生店 千賀落花生店
346 タツキ興業株式会社 タツキ興業株式会社
347 ムツミフーズ ムツミフーズ
348 有限会社五万石藤見屋 五万石藤見屋



349 大島組 大島組石覚館
350 金山歯科医院 金山歯科医院
351 有限会社野沢生花店 花ばたけのざわ
352 アイ・ケイ・ケイ株式会社 ララシャンスOKAZAKI迎賓館
353 株式会社いづみ おかざきかき氷街道 いづみ
354 株式会社ダランド ダカフェ
355 株式会社大和 ダイワスーパー
356 プチジャルダン プチジャルダン
357 一喜 ぶつだん工房一喜
358 BOUTIQUE・MASAKO BOUTIQUE・MASAKO
359 岡崎駒立ぶどう狩り組合 岡崎駒立ぶどう狩り組合
360 株式会社エージェントジャパン 株式会社エージェントジャパン
361 株式会社エージェントジャパン 轟ラーメン
362 ａｂｕｎｄａｎｔｉｓｍ ａｂｕｎｄａｎｔｉｓｍ アバンダンティズム
363 岡崎ぎゃざ 岡崎ぎゃざ
364 株式会社マルサ 株式会社マルサ
365 株式会社コットンテール オレンジカウンティ イオンタウン岡崎美合店
366 株式会社サンクレール 石窯パン工房グランクレール六ツ美店
367 有限会社魚よし Kichi
368 有限会社ヒッツ タイヤショップヒッツ 岡崎店
369 楠名石材商店 楠名石材商店
370 合同会社 JEM’S construction 寺角コーヒー
371 (株)レインボー ホテル平成 ホテル平成
372 東洋システム株式会社 東洋システム株式会社
373 一般社団法人 家康と四天王の会 一般社団法人 家康と四天王の会
374 モアイデザイン モアイデザイン
375 有限会社近江屋本舗 近江屋本舗
376 整体院浅井 整体院浅井
377 ヒサコー観光有限会社 岡崎第一ホテル
378 ヒサコー観光有限会社 岡崎第一ホテルイースト館
379 かしやま かしやま
380 岡崎魚株式会社 岡崎魚株式会社
381 岐阜屋物産有限会社 岐阜屋物産有限会社
382 馳走ちゃぼうず 馳走ちゃぼうず
383 株式会社太陽社 株式会社太陽社
384 BEES HIGH BEES HIGH
385 38とん 38とん
386 株式会社デンソーパーラー デンソーパーラー事務センター
387 有限会社ウイポップ 有限会社ウイポップ
388 シェ・カズ シェ・カズ
389 株式会社 小野ふとん店 小野ふとん店
390 ガレージクラフトデザインワークス ガレージクラフト
391 四季彩食 あぐら 四季彩食 あぐら
392 セイワ商事 株式会社 ステーキハウス ペッパーミル
393 中部電力ミライズ株式会社 カテエネショップ
394 CAFE Suginoki CAFE Suginoki
395 株式会社六ッ美ライスセンター 六ッ美ライスセンター
396 オカウレ株式会社 オカウレ株式会社
397 （株）卵小屋 卵小屋
398 株式会社リードル 株式会社リードル
399 一般社団法人Project INTEGRA Project INTEGRA
400 food studio ah-shu food studio ah-shu(フードスタジオ アーシュ)
401 木村硝子株式会社 木村硝子株式会社
402 稲垣腸詰店 稲垣腸詰店
403 株式会社Wonder Future Wonder Future
404 和菓子処もんや 和菓子処もんや
405 株式会社TDS 韓国屋台ポックンパネネチキン
406 一般社団法人日本メモリアル・アルターフラワー協会 Flower&Green HANAMICHI洞店舗
407 有限会社一隆堂 一隆堂



408 PASSERELLE（パスレル） PASSERELLE（パスレル）
409 株式会社麩屋万 麩屋万商店
410 徳川園株式会社 グリーンホテル徳川園
411 有限会社ビジネス旅館 友栄 ビジネス旅館 友栄
412 株式会社電波堂 電波堂
413 ケンズ Ken'S
414 ビジネス大黒屋旅館 ビジネス大黒屋旅館
415 ますだ家製菓有限会社 ますだ家本店
416 ますだ家製菓有限会社 ますだ家土井店
417 ますだ家製菓有限会社 ますだ家鴨田店
418 宮ザキ園 宮ザキ園
419 合同会社ELEMUS 合同会社ELEMUS
420 有限会社トップジミー TOP JIMMY
421 愛知三河農業協同組合 道の駅 藤川宿（JA）
422 愛知三河農業協同組合 おかざき農遊館
423 愛知三河農業協同組合 ふれあいドーム岡崎
424 愛知三河農業協同組合 はいらっせぬかた
425 アンリュクス Pâtisserie Chocolaterie AN LUXE
426 日本司法支援センター 愛知地方事務所三河支部 日本司法支援センター 愛知地方事務所三河支部
427 株式会社ヤクルト東海 株式会社ヤクルト東海 岡崎事業所 岡崎オフィス
428 合資会社丸安製パン工場 丸安製パン工場
429 blau blau
430 藤川まちづくり協議会 スリジエ
431 食事処ごん 食事処ごん
432 Bakery Hachi Bakery Hachi
433 パン工房ありが10 パン工房ありが10
434 （株）アカマツコートテック カフェ柚子木
436 オカザキ製パン（株） オカザキ製パン（株）
437 （株）K＆Kコーポレーション つけめん舎 一輝
438 （株）萬珍軒本店 萬珍軒本店
439 （株）幸田紡績 ばーばらラーメン屋 美合店
440 岡崎給食（株） 岡崎給食（株）
441 シャスール福岡店 シャスール福岡店
442 らーめん工房 暖だん らーめん工房 暖だん
443 手打ちうどん 香の兎 手打ちうどん 香の兎
444 BAKU BAKU
445 （株）HKホールディングス フジヤマ55東岡崎駅前店
446 （株）エムキュービック 居酒屋伊蔵
447 （株）ラフェスタ まんぷく家 東岡崎駅前店
448 （一社）caféあすなろ caféあすなろ
449 うさぎとかめ壽屋 うさぎとかめ壽屋
450 カメラのヤマモト PHOTO STUDIO Shin.
451 NPO全日本ダウンヒルダービー協会 NPO全日本ダウンヒルダービー協会
452 SHI-TAN SHI-TAN
453 合同会社 ピーチェリーノ ピーチェリーノ
454 岡崎高原開発株式会社 岡崎高原ファミリーゴルフ
455 カフェジュエ カフェジュエ
456 チケットNavi チケットNavi
457 味の杉浦 味の杉浦
458 めし☆がお めし☆がお
459 松應寺横丁まちづくり発展会 松應寺横丁まちづくり発展会
460 LOGcafé LOGcafé
461 瓦そば シガ食堂 瓦そば シガ食堂
462 てるてる Kids Club TKC Dance＆Fitness Studio
463 株式会社 ブルーベリーファームおかざき ブルーベリーファームおかざき
464 有限会社エーシーマインズ エーシーマインズ
465 イエローバードカフェ イエローバードカフェ
466 美顔の店たけうち 美顔の店たけうち
467 株式会社カラベル チーズ菓子専門店カラベル 岡崎南店



468 リーライフスタイル株式会社 レストランローレライ
469 有限会社コトブキ工芸 iebito
470 Ｍusic cafe 花音 Music cafe 花音
471 澤田繊維産業株式会社 澤田繊維産業株式会社
472 ガロチャ ガロチャ
473 the STAR the STAR
474 petitpois petitpois
475 カルム株式会社 Photostudio sai
476 cajimo cajimo(カジモ)
477 鴨n 鴨n
478 有限会社寿屋岡崎昆布 寿屋岡崎昆布
479 heal.the.mind
480 いち吾 いち吾
481 株式会社 アイテス GARDENS GARDEN 岡崎東
482 （株）MYA みゃーずキッチンスタジオ
483 ARCHE COFFEE ARCHE COFFEE(アルケーコーヒー)
484 株式会社Lif 株式会社Lif
485 株式会社トラスト 株式会社トラスト
486 いやし処 笑顔 いやし処 笑顔
487 キラリ キラリ
488 有限会社ライフ・ルネッサンス 有限会社ライフ・ルネッサンス
489 株式会社中條総合保険 株式会社中條総合保険
490 NPO法人 Face face
491 平成ペット有限会社 アロハ動物病院
492 カーショップりちゃめろ カーショップりちゃめろ
493 葵園菓子舗 葵園菓子舗篭田店
494 葵園菓子舗 葵園菓子舗本宿店
495 おmochiや 匠や おmochiや 匠や
496 株式会社アートデザイン建築設計 株式会社アートデザイン建築設計
497 株式会社グッドハウス・プロ 株式会社グッドハウス・プロ
498 有限会社アート・トラスト 有限会社アート・トラスト
499 株式会社MT.CAKE Macohaha Tomiti Design Cake
500 有限会社ダイテック まちこうばFuFu
501 たてがみ東岡崎店（株式会社アゲーラ） たてがみ 東岡崎店
502 株式会社 星媽 媽媽や 離宮
503 炭火でほっこり ゆげや 炭火でほっこり ゆげや
504 ゆげや別館 ゆげや別館
505 合同会社ciel 唐じゅ
506 シーソー seesaw（シーソー）
507 oneroots nico（ニコ）
508 Nyanの甘酒 Nyan（にゃん）の甘酒
509 株式会社 コンプリートサークル CAFE DAYS 東岡崎駅前
510 まるみつ本店 まるみつ本店
511 日本料理 且座 且座
512 ガストロシックス GASTRO SIX
513 有限会社 ジャム STEAK HOUSE jam （ジャム）
514 有限会社ジャージャ Ja-Ja
515 ロワ・ドゥ・ラ・ナチュール Lois de la nature
516 本場ビビンバ 栄香苑 本場ビビンバ 栄香苑
517 KCL（株） 韓サラン
518 イル・フォルノ pizza&pasta il Forno（イルフォルノ）
519 (株)京倫トラスト 咲ら珈琲
520 趣庵 趣庵
521 RinRin庵 RinRin庵
522 炭火焼鳥 鶴と熊 岡崎駅西店 鶴と熊 岡崎駅西店
523 すぎの木 すぎの木
524 城下町のイタリアン マゴトラ マゴトラ
525 手羽先や 新
526 和音 和音－WAON－



527 プチオニオン プチオニオン
528 グルマン リキ Gourmand RIKI
529 麺菜館 楽屋 麺菜館 楽屋
530 居食屋 横綱や 居食屋 横綱や
531 株式会社アクト 岡崎きく工房
532 株式会社COARSE STARS ZARAME CLASSIC
533 ヤマト運輸株式会社 岡崎光ヶ丘営業所
534 ヤマト運輸株式会社 岡崎稲熊営業所
535 ヤマト運輸株式会社 岡崎大樹寺営業所
536 ヤマト運輸株式会社 岡崎岩津営業所
537 ヤマト運輸株式会社 岡崎牧御堂営業所
538 ヤマト運輸株式会社 岡崎土井営業所
539 ヤマト運輸株式会社 額田営業所
540 丸石醸造株式会社 丸石醸造株式会社
541 骨盤ケアサロンことりのうち 骨盤ケアサロンことりのうち
542 鳥川ホタル保存会 鳥川ホタル保存会
543 有限会社三井トラクター 有限会社三井トラクター
544 美食家ほろほろ 岡崎大和店 美食家ほろほろ 岡崎大和店
545 ちゃのまのごちそう ちゃのまのごちそう
546 morineko coffee morineko coffee
547 花咲か食堂 花咲か食堂
548 いしぐろ在宅診療所 いしぐろ在宅診療所
549 株式会社ティシュラー ナチュラル家具工房ティシュラー
550 三河まんぷくファーム 三河まんぷくファーム
551 27café 27café
552 メナードフェイシャルサロン ilacero ilacero(イルアーチェロ)
553 株式会社R-LAB. R COFFEE STAND
554 Bland New チーズとお肉の研究所 岡崎チーズラボ
555 美工房 美工房
556 刺・酒 魚-KOKORO- 刺・酒 魚-KOKORO-
557 株式会社肉力 肉力
558 本宮山自然休養村 男川やな 本宮山自然休養村 男川やな
559 朝獲れ鮮魚と天婦羅の飯場処 壱松 壱松
560 ウッタムカレー
561 (有)亀泉 きせん
562 鉄板焼 じゅじゅ じゅじゅ
563 パフェテリア BLANCO パフェテリア BLANCO
564 (株)ビルトゥア オムライスエッグボード EGG BOARD 岡崎南店
565 焼肉ぜんり 焼肉ぜんり
566 d' Arc d' Arc（ダルク）
567 プロジエ株式会社 千賀
568 プロジエ株式会社 クロネコパティスリー 本店
569 ふわこっぺ岡崎店 ふわこっぺ 岡崎店
570 Sumikko -すみっコ-
571 韓国家庭料理 青山 青山
572 古都鮨 古都鮨
573 カイロプラクティックToshi Toshi カイロプラクティックToshi Toshi
574 フクプロ株式会社 フクプロ株式会社
575 株式会社 中根佛壇店 中根佛壇店
576 株式会社みどりや みどりや本店
577 株式会社 パイン・クリエイト 株式会社 パイン・クリエイト
578 株式会社BLUE BLUE BLUE BLUE CAFE
579 ブルーベリー農園ベルウッド ブルーベリー農園ベルウッド
580 株式会社ジェイインプレッション 北海道マルシェシビコ店
581 株式会社ジェイインプレッション Sweets&Cafeブランシェ☓隠れ家バルどさんこクラブ
582 株式会社ジェイインプレッション 岡崎ジンギスカンバル 北海道マルシェ北岡崎店
583 Cloud Nine Clothing&Gear Cloud Nine Clothing&Gear
584 TROC株式会社 元祖三河味噌ラーメン おかざき商店
585 株式会社BECK MELLOWS



586 岡崎ビール株式会社 岡崎ビール
587 寿司割烹仙岳 寿司割烹仙岳
588 アグリ松井 アグリ松井
589 合資会社柴田酒造場 柴田酒造場
590 （株）ファーストダイニング らーめん一国堂
591 近代和食牡蠣 しみず 近代和食 牡蠣 しみず
592 若やぎ 若やぎ
593 旬家旬菜 野武士 旬家旬菜 野武士
594 chez TOMO chez TOMO
595 三河屋ガーデン(株) garden+cafe ミドリル
596 炭火焼肉しょうえん 炭火焼肉しょうえん
597 (株)SOTEN 三河ラーメン 日本晴れ
598 ライブズクリエイト株式会社 文一 岡崎上里店
599 ももや ももや
600 ウッドデザインパーク株式会社 ウッドデザインパーク岡崎
601 株式会社バックスペース 六華亭
602 懐石 亜津佐 懐石 亜津佐
603 MOMOTARO MOMOTARO
604 株式会社AAAsupport りんごの王様
605 Youbing ユウピン ユウピン
606 つけ麺 丸和岡崎分店 つけ麺 丸和岡崎分店
607 カフェデリプレッソ カフェデリプレッソ
608 喜竹 喜竹 岡崎店
609 麵屋こはる 麺屋こはる
610 合資会社 柴田酒造場 蔵cafe 一合
611 (有)山七商店 山七商店
612 株式会社やぶ福 そば処やぶ福
613 株式会社日長屋 かつ丼専門店かつひこ
614 だい整体院 だい整体院
615 Ristrantino La Tina Ristrantino La Tina
616 YOUART beauty（ユアートビューティー） YOUART beauty （ユアート ビューティー）
617 株式会社カレント Boon(ブーーン)
618 株式会社メランザーネ 珈琲屋かれんと 岡崎店
619 salon La chou chou salon La chou chou
620 グリコクレープ グリコクレープ
621 有限会社 蛇の目鮨 居酒屋 三絃
622 radyk 上里ラーメン358
623 心和技建 まみ屋こころ
624 株式会社サンクレール THE CUSTAR
625 （株）成田モータース （株）成田モータース


