
商店街 店名 住所 電話番号
青山時計店 能見町140番地 24-2392
あまざけ屋 能見町114番地 23-1258
学生の店　シバジ 能見町132番地 21-0945
竹本薬局 能見町95番地 24-1224
㈱山田屋　庄九郎 能見町127番地 21-1156
吉田屋琴三味線店 能見町111番地 22-6005
(有)美濃屋呉服店 能見町97番地 22-1008
ろうそくや 能見町143番地 21-3955
五万石家具総本店 能見町5 23-2528
酒肴菜飯　さくら 能見町240 25-3133
尾梅堂印房 能見町235 24-3652
阿知波屋酒店 能見町234 22-2330
新小嶋 能見町254 21-1047
ヤオフサ 能見町255 22-6734
プラスでんきイトウ 能見町257 21-3081
モップアップ 能見町266 21-3290
カラオケふかみ 能見町269 22-4416
落合商会 能見町270 24-2410
㈱愛知屋仏壇本舗 能見通1-81 21-3341
ウッド洋菓子店 能見通1-83 21-9990
(有)オケイ商店 能見通1-9 22-3461
河すみ屋 能見通1-16 21-2500
(有)中田屋 能見通1-44 21-3057
ヘアーサロン ハナフサ 能見通1-68 21-6616
(有)マチイコーヒー 能見通1-68-1 21-6621
三趣園 真野茶舗 能見通1-74 21-1863
Hair Salon F～style 能見通1-97 21-0895
びさん仏壇店 本町通り3-6 21-3399
ナチュラルアート 本町通り3-13 21-2964
吉田時計店 本町通り3-14 21-2664
メガネのナイトウ 本町通り3-17 22-6398
ポップアート岡崎 本町通り3-28 22-6191
あんかけスパからめ亭 本町通り3-41 26-4772
美容室far 本町通り3-44 21-2078
リーガルシューズ 本町通り1-10 23-9261
(有)五万石藤見屋 本町通り1-4 21-0919
ROSINANTE　川口ぼうし 康生通南1-33 24-2318
北海道マルシェ　シビコ１F 本町通り1 47-7587
ブティック キフィー　シビコ１F 本町通り1 23-3012
ビズ　シビコ１F 本町通り1 21-4292
小田薬局 本町通り2-17 21-0808
ジュエル足立 康生通南1-35-2 21-3069

※各店舗の営業日、営業時間をご確認の上、お出かけください。

「商店街共通商品券」利用可能店舗一覧

能
見
北
発
展
会

能
見
中
発
展
会

能
見
通
一
丁
目
発
展
会

本
町
晴
明

ス
ト
リ
ー
ト

銀
座
商
店
街



和泉屋 西康生通2丁目6番地 23-3941
八百和 西康生通2丁目13番地 24-1700
リリー美容院 西康生通2丁目33番地 22-2247
美容室BE-CRAFF 西康生通2丁目30番地 22-3256
内藤鍼条院 西康生通2丁目29番地 22-3194
うぐいす美容院 西康生通2丁目27番地 24-2907
アニョユ 西康生通2丁目25番地 21-3323
キタムラーメン 西康生通2丁目24番地 83-5127
桐屋 西康生通2丁目23番地 21-1144
岡田メガネ 西康生通2丁目4番地 21-3065
合資会社　旭軒元直 康生通東1-2 22-0414
アメリカンドリーム岡崎 康生通東1-7 65-2555
ギャラリーアミ 康生通東1-8 23-2278
ロケッティアトイズ 康生通東1-9 080-9494-4347
hiro．Cafe’ 康生通東1-9駐車場 090-8860-6878
株式会社　宝金堂 康生通東1-18 21-2015
さくらや本店 康生通東1-19 21-0809
みどりや本店 康生通東1-21 21-0985
株式会社　小野印房 康生通東1-22 23-5389
パリジャンヌ 康生通東2-2 24-4466
暴れん坊チキン 康生通東2-7 28-0018
スギウラメガネ 康生通東2-15 21-1072
STITCH 康生通東2-37サンライズ康生1F 25-7722
Pasta＆Cafe Baku 康生通東2-37サンライズ康生2F 24-8760
IMAMURA COFFEE 康生通東2-37サンライズ康生2F 20-8323
山田カバン店 康生通東2-40 22-1226
TOP　JIMMY 康生通東2-42 26-1881
Ego★Rock 康生通東2-50 77-5377
萬珍軒本店 康生通東2-53 21-1740
山中商店 岡崎市籠田町17 21-0812
三徳屋 岡崎市籠田町15 21-2558
万年堂 岡崎市籠田町1 22-4170
電波堂 岡崎市籠田町3 22-2281
マルショウ 岡崎市籠田町5 23-1521
柴田洋品店 岡崎市籠田町7 21-1163
葵園菓子舗 岡崎市籠田町8 22-2222
クリップアミュ― 岡崎市籠田町12 21-7475
だんらん 岡崎市籠田町12 090-4401-5575
ベルン洋菓子店 岡崎市籠田町19 21-9100
一二三薬局 岡崎市籠田町20 21-1557
ブティック中屋 岡崎市籠田町17 22-2246
美容室やまだ 岡崎市籠田町15 24-2207
アインスアンドツゥバイ 岡崎市籠田町22 64-2612
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