
ジャンルごと五十音順表記

ジャンル 店名 住所 ジャンル 店名 住所

飲食 acona bakery 豊川市松久町1-97-5 お買い物 イセヤ薬局 豊川市豊川栄町83

飲食 旭寿司 豊川市諏訪3-5-2 お買い物 いなり堂 豊川市幸町3

飲食 味処　なかよし 豊川市門前町41 お買い物 いなり前三河屋菓子店 豊川市豊川西町19番地

飲食 天の川 豊川市一宮町泉38 お買い物 エコロクル（加山興業株式会社） 豊川市南千両2-67

飲食 いざかや膳 豊川市豊川栄町3 お買い物 鳳琳堂ビジネス 豊川市末広通4丁目1-1

飲食 EJalca　Coffee 豊川市一宮町亥子角128-1 お買い物 おかしのチップス豊川FC店 豊川市末広通2丁目19-2

飲食 EASE豊川駅前 豊川市西本町NHM48-103 お買い物 おきつね本舗 豊川市門前町1

飲食 EASE豊川門前 豊川市門前町1 お買い物 おしゃれチェーンマルヤマサンヨネ店 豊川市金塚町2-1

飲食 田舎料理　吉野 豊川市門前町14-1 お買い物 おしゃれチェーンマルヤマ本店 豊川市豊川栄町77

飲食 稲荷ホルモン酒場炎や 豊川店 豊川市西本町46 お買い物 お茶の牧田園 豊川市桜木通3丁目1

飲食 一風堂　豊川店 豊川市正岡町流田494-1 お買い物 柏屋本店 豊川市旭町3

飲食 うな膳 豊川市牧野町1-25 お買い物 カリーゾーン　カルナ豊川店 豊川市小坂井町中野54-12

飲食 菟月 豊川市国府町岡本112 お買い物 木耳のお店 豊川市桜木通1-17-1

飲食 うなぎ處　吉辰 豊川市本野町西野添16 お買い物 喜楽 豊川市門前町61

飲食 うなぎ料理店 藤井屋 豊川市旭町15 お買い物 喜楽・平八茶屋 豊川市幸町12

飲食 お好み焼き・鉄板焼　いなほや 豊川市平井町小野田100 お買い物 キング堂 豊川市門前町58

飲食 お食事処角三 豊川市御津町西方松本5-5 お買い物 QUONチョコレート&DEMI－SEC豊川店 豊川市牛久保駅通3-12-1-101

飲食 海鮮料理 中村 豊川市駅前通4丁目15-1 お買い物 こざかいとらや 豊川市伊奈町縫殿26-207

飲食 かつさと豊川151号店 豊川市牛久保町高原129-6 お買い物 こまもの屋　ふじや 豊川市門前町13-2

飲食 カドヤ 豊川市門前町6 お買い物 御油おふく 豊川市御油町美世賜86

飲食 ガトーラヴィ 豊川市八幡町上宿70-2 お買い物 さかなや魚政 豊川市伊奈町縫殿26-162

飲食 かふぇ　こりん 豊川市駅前通2-89 お買い物 Sasiccoタネイ本社ショールーム 豊川市御津町西方中屋敷35

飲食 カフェ　ド　KEI 豊川市豊川栄町32 お買い物 鈴木紙店 豊川市豊川栄町56

飲食 カフェフィュージョン豊川店 豊川市正岡町西深田333-1 お買い物 鈴木屋食料品店 豊川市西本町1

飲食 カフェベーカリー pan na pan 豊川市市田町向野15-1 お買い物 うつわとギャラリーの寓 豊川市桜木通3丁目1

飲食 カルビ一丁豊川店 豊川市牧野町1-28 お買い物 soraTAS 豊川市豊川栄町17

飲食 葵生庵 豊川市御津町広石御津山11-5 お買い物 田中たばこ店 豊川市門前町59

飲食 餃子のおたふく 豊川市光陽町40 お買い物 たねや菓子店 豊川市豊川元町45

飲食 餃子の音羽 豊川市御油町東欠間1-5 お買い物 ティラミス専門店プティラ 豊川市正岡町流田508

飲食 寛ぎの珈琲　喫茶花ごころ 豊川市三蔵子町大道36 お買い物 寺部食品いなり一番店 豊川市幸町1

飲食 ギョーザ膳 豊川市豊川栄町17 お買い物 手焼堂 豊川市門前町33-1

飲食 コーヒー＆レストラン　キャンドル 豊川市桜木通3丁目15 お買い物 戸田理平商店 豊川市為当町椎木151

飲食 koro's cafe 豊川市幸町10 お買い物 富岡屋酒店 豊川市西本町22

飲食 サガミ　豊川牛久保店 豊川市牛久保町城下28-1 お買い物 豊川印刷株式会社 豊川市豊川町伊呂通25-4

飲食 さんぽ道 豊川市豊津町釜ノ口64-1 お買い物 豊川市観光案内所 豊川市旭町8

飲食 シャトン ミニョン 豊川市豊川栄町7 お買い物 豊川市観光協会 豊川市諏訪3丁目133プリオ

飲食 19番ホール キッチンカー お買い物 鳥居屋神具店 豊川市門前町33

飲食 食堂CAFÉまんざいらく 豊川市上野2丁目14-1-2 お買い物 nido by Honey Bee Project 豊川市千歳通4-18 アイラクステラス内

飲食 ショコラガーデン 豊川市蔵子5-4-14 お買い物 パティスリーラネージュ 豊川市中央通5丁目15-1

飲食 旬菜坊　味せん 豊川市諏訪１丁目71-2 お買い物 平松食品　美食倶楽部 豊橋市梅藪町字折地2-1

飲食 スパゲッ亭チャオ豊川開運通店 豊川市開運通2-27-4 お買い物 プロモンテファーム 豊川市上長山町手取8-4

飲食 炭火焼鳥・唐揚げ・釜めし 四代目鳥七庭 豊川市正岡町流田508 お買い物 ブーランジェリーガルボ 豊川市中条町広口7-4

飲食 炭焼きワイン食堂Brace 豊川市八幡町下天王98 お買い物 フラワーブティックさいとう 豊川市門前町26

飲食 勢川豊川店 豊川市末広通2丁目54-2 お買い物 ホームベーカリーハセガワ 豊川市御津町広石小前35-7 

飲食 セルフィーユ 豊川市千歳通1-15-2 お買い物 ポンポコフーズ㈱ 豊川市小坂井町八幡田37番地の１

飲食 千石寿し 豊川市中条町鴻ノ巣30-1 お買い物 三河屋製菓　国府 豊川市国府町流霞114-4

飲食 曽我の軒 豊川市門前町46 お買い物 ミタケ商店 豊川市豊川元町50

飲食 そば処寿庵 愛知県豊川市谷川町天王170 お買い物 御津　三河屋製菓 豊川市御津町西方松本1-1

飲食 そば処山科谷川店 愛知県豊川市東豊町5-30 お買い物 宮地自転車商会 豊川市旭町8

飲食 そば処山科本店 愛知県豊川市上野2-28 お買い物 三輪屋ギフト館 豊川市本野ヶ原2-45

飲食 大東園豊川店 豊川市下長山町字高畑18-1 お買い物 むさしや 豊川市旭町8

飲食 大正浪漫館 豊川市当古町西本郷58 お買い物 森田屋酒店 豊川市西本町19

飲食 玉川うどん豊川駅前店 豊川市豊川栄町7 お買い物 ヤマグチファーム 豊川市御津町上佐脇観音堂46-1

飲食 多呂衛門 豊川市牧野町1-25 お買い物 ヤマサちくわ音羽インター店 豊川市長沢町流田223-4

飲食 壺焼き芋専門店いも子 豊川市川花町1-42-2 お買い物 ヤマサちくわ豊川インター店 豊川市豊が丘町8

飲食 中華リキ 豊川市豊川元町2-3 お買い物 ヤマサちくわの里 豊川市豊が丘町８

飲食 中国料理　駒 豊川市開運通り2丁目35-3 お買い物 ヤマサちくわ門前店 豊川市門前町1

飲食 中国料理　清龍 豊川市一宮町社38 お買い物 ラヴィリエボーテ（ベルサロンとよかわ） 豊川市新桜町通2-1-2

飲食 T GARDEN by A.R.T 豊川市豊川町知通63-1　サーラプラザ１F お買い物 和田時計店 豊川市西本町12

飲食 てんとコーヒー 愛知県豊川市中条町今宮8-3 お買い物 渡辺人形 豊川市豊川町知通28

飲食 東京庵豊川店 豊川市馬場町薬師90 宿泊 キャッスルイン豊川 豊川市下長山町上アライ14-1

飲食 外山製菓 豊川市当古町本郷60 宿泊 呑龍 豊川市御津町広石御津山11-5

飲食 豊盛軒 豊川市豊川栄町34番地 宿泊 ホテルクラウンヒルズ豊川 豊川市豊川町仁保通り79-1

飲食 呑み食い処　朧 豊川市桜木通6丁目13 観光体験 おりがみ農園 豊川市平尾町郷中115

飲食 Hatake the　Niwa 豊川市平井町小野田79-1 観光体験 一年狐 豊川市門前町25

飲食 久寿し 豊川市御油町八面横38番地 観光体験 休耕地ハッピープロジェクト 豊川市一宮町大池109

飲食 ぶどうの森　豊川店 豊川市正岡町流田494-1 観光体験 コロナの湯豊川店 豊川市下長山町上アライ14-1
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ジャンル 店名 住所 ジャンル 店名 住所

飲食 保護猫カフェtormenta 豊川市大木町中曽根320-2 観光体験 トヨコンロジスティクス㈱ 豊川市大崎町上金居場53

飲食 まる屋料理店 豊川市御津町西方小貝津24 観光体験 Relaxation salon kiran 豊川市平尾町栗穴1-21

飲食 まんが館 豊川市御津町大草新田22-1 観光体験 Leon Hart 豊川市新桜町通3-28-9

飲食 むすび茶屋 豊川市幸町27

飲食 門前そば　山彦 豊川市門前町1

飲食 焼肉天下 豊川市佐土町19-1

飲食 米沢らーめん　鷹山 豊川市御油町東欠間10-3

飲食 よりん 豊川市上長山町東新屋59-7

飲食 来恩 豊川市門前町10

飲食 Rigoloりごろ 豊川市西本町48NHM48-102

飲食 ローズマリーカフェ 豊川市御油町西欠間15-2

飲食 和食処　松屋 豊川市門前町5

飲食 和な 豊川市八幡町下六光寺15-7


