
店名 住所 ジャンル

Irish Pub　GREEN　HILLS 明大寺本町4-11 3F 居酒屋

あおい珈琲 岡崎本店 百々西町6-10 喫茶店

アオキーズ・ピザ 岡崎店 羽根東町2丁目8-5 福舛ビル1F 外食業その他

赤レンガ喫茶PECO 洞町的場24-1 外食業その他

安芸路 明大寺本町4-57 外食業その他

朝獲れ鮮魚と天婦羅の飯場処　壱松 日名中町4-11 和食

麻布茶房 イオンタウン岡崎美合店 美合町つむぎ南1-1（イオンタウン岡崎美合） 喫茶店

味韓 中町字屋敷裏9-17 外食業その他

味くりげ 葵町1番地17 洋食

ajito 梅園町3-5-4 長坂ビル1F 居酒屋

味処 長誉 明大寺本町4丁目70 岡ビル百貨店2F 外食業その他

味波 岩津店 東蔵前1-6-2 和食

味波 農遊館 東阿知和町乗越12 和食

味の集会場　魚信 稲熊町字山神戸6-6 外食業その他

味大 南明大寺3-20 外食業その他

厚切りステーキBBQガーデン　岡フォルニア 牧御堂町油田32 焼肉

厚岸水産 東岡崎駅前店 明大寺町川端6 大関ビル2F 居酒屋

亜津佐 欠町字清水田27-5 且座2F 和食

暴れん坊チキン 康生通東2丁目7番地 外食業その他

串かつとホルモン味噌焼肉　アホヤネン 牧御堂町油田32 居酒屋

あみやき亭 岡崎北店 伊賀新町3-1 焼肉

あみやき亭 岡崎店 天白町郷西26-1 焼肉

泡盛･琉球料理　いちゃりばちょーでー 柱町上荒子8ｰ3 NSビル3C 外食業その他

あんだんて 康生通東2-51 喫茶店

アンフュージョン 大西町南ヶ原12-193 洋食

伊賀　大正庵 伊賀町東郷中82-1 麺類

いきなりステーキ 岡崎上和田店 上和田町南天白21-2 洋食

郁李 山綱町2丁目3ｰ3 居酒屋

生簀炉ばた源喜 明大寺町西郷中34 早川ビル1F 居酒屋

いこい 藤川町字西川向16-1 喫茶店

居酒屋 三絃 明大寺本町1-8三絃 居酒屋

Izakaya Ja Nai!! 明大寺本町4-69-1 居酒屋

居酒屋やったぁ家 柱1-1-2 ナカノビル1F 居酒屋

居酒屋憂 上地町5丁目1番地9 居酒屋

居酒屋よしの 中園町字忠田22-1 外食業その他

居食家たぬき 羽根町東荒子68-20 居酒屋

居食屋　横綱や 日名南町19-1 居酒屋

泉七八 岡崎店 美合町五反田45 麺類

イタリアンキッチン DICO &田中果実店 フルウツ ト トモダチ 上明大寺町二丁目14-1 外食業その他

いちかわ 515岡崎公園内 和食

154 材木町1-54 外食業その他

一隆堂喫茶室 連尺通3-18 一隆堂ビル1F 喫茶店

一喜 石神町3-20 居酒屋

一刻魁堂　岡崎石工団地店 東牧内町日久13-1 中華

和泉屋 康生通西2-6 外食業その他

いまづ 羽根北町5丁目7-5 居酒屋

イルソーレ 岡町字東野々宮12-7 洋食

いろどり珈琲 上地1丁目38-2 喫茶店

いわしのや平 上三ﾂ木町字後開道61 和食

いわなみ 美合町生田259 居酒屋

魚頭六 欠町金谷26ｰ1 和食

魚清 十王町1ｰ14 和食

魚民 岡崎東口駅前店 羽根町東荒子57番地 居酒屋



店名 住所 ジャンル

うおのぶ食堂 井田南町10-14 外食業その他

魚佳 国道1号線沿い 栄町3-14 和食

歌まつり 天白町字東池36-1 イエロービル201 居酒屋

uchi coffee 稲熊町1丁目47-1 外食業その他

うなぎの兼光 東岡崎店 上明大寺町二丁目14-1 オトリバーサイドテラスN203 和食

うなぎの三河屋 若松東1-1-6 和食

鰻家 日名南町20-5 和食

うな秀 井田町池田9-13 和食

うを勝 康生通南3丁目19番池 和食

EGO☆ROCK 康生通東2-50 外食業その他

江戸屋 岩津町字生平4 麺類

欧風家庭料理プチオニオン 上和田町北屋敷89-1 洋食

大戸屋 岡崎店 井田西町1-11 外食業その他

大戸屋 岡崎南店 法性寺町猿待54 外食業その他

岡崎高原カントリークラブ　レストラン部 駒立町ノボリ10 外食業その他

岡崎高原ファミリーゴルフ内食堂 駒立町石神82 外食業その他

岡崎甲羅本店 中町6丁目2-5 和食

岡崎ニューグランドホテル　スカイレストランパリ 康生町515番地33 洋食

岡崎ニューグランドホテル　ラウンジルポー 康生町515番地33 喫茶店

岡崎ニューグランドホテル　料亭おとがわ 康生町515番地33 和食

岡崎法性寺食堂 法性寺町猿待80 外食業その他

おぎ乃 井田新町3-8 和食

奥殿陣屋　金鳳亭 奥殿町雑谷下10番地 和食

お好み焼本舗 岡崎羽根店 羽根北町5丁目5-3 焼肉

OSHINOび岡崎店 井田南町1-9 201ビル2F 居酒屋

お食事処なまずや 牧平町下モ田36-1 和食

お食事処　楽然（楽の湯） 庄司田1丁目14-14 和食

乙川屋 伝馬通3丁目39 和食

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎井田店 井田新町3-1 寿司

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎百々西店 百々西町6-9 寿司

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎中島店 中島町井ﾉ上5-1 寿司

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎若松店 若松町字山田下40-1 寿司

お持ち帰り寿司 マルマサ 正名町字前川田1-3 寿司

御料理　魚繁 六供町字3-16 和食

オレンジカウンティ 上地3丁目7番地10 外食業その他

オレンジカウンティ イオンタウン岡崎美合店 美合町つむぎ南1-1（イオンタウン岡崎美合） 喫茶店

温炊き さんずい 東岡崎店 明大寺本町4-36 居酒屋

海鮮和食　うお翔 上和田町北天白23番地2 居酒屋

海族鮮 本町通3-49 居酒屋

回転寿司 大漁亭 岡崎北店 井田新町3-26 寿司

回転寿司 大漁亭 岡崎南店 牧御堂町水洗43-1 寿司

カクキュー八丁村　食事処　休右衛門 八帖町往還通69 和食

かしやま 樫山町字月秋78 和食

カズオフーズ 大西3丁目2-17 外食業その他

GASTRO SIX 六名一丁目3-2 洋食

かつさと 岡崎店 大樹寺3丁目1-13 和食

かつや 岡崎インター店 大平町字新寺25 外食業その他

かつや 岡崎北店 井ﾉ口町字河原西15 外食業その他

香の兎うどん 井田町4-209 麺類

cafe cachette 稲熊町8丁目116-1 喫茶店

カフェ　ド　アニバーサリー 赤渋町字寺前12-2 喫茶店

Cafe＆dining POLCA 橋目町字柳ヶ坪24 MIKIスクエア101 外食業その他

Cafe&Restaurant  TOYBOX 洞町宮の腰19-4 洋食



店名 住所 ジャンル

Cafe&restaurant bar FaNaKa 明大寺町川端12番池 丘ビル2F 居酒屋

カフェ葵水 鴨田本町7-2 喫茶店

cafe航路 上地5丁目1-20 喫茶店

CAFE Suginoki 牧御堂町炭焼24 喫茶店

カフェドボー・うま吉 六名本町7 1階食堂 外食業その他

cafe hugs 井内町字上堤11-1 グレフューレ壱番館103 喫茶店

Cafeふらっと 丸山町字奥ﾉ畑6番2 喫茶店

カフェ柚子木 石原町帝口38 喫茶店

カフェレストいのうえ 中島町明生池3-1 喫茶店

カフェレストオリーブ 在家町東浦6-4 喫茶店

カフェレストラン待夢里 北本郷町神明12-1 洋食

かみ谷すしダイニング 本宿茜1丁目2番地1 寿司

カラオケ居酒屋　izack 羽根町字東荒子41-8 マイステーション岡崎7F 居酒屋

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎インター店 大平町杉本4-1 外食業その他

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎上地店 上地3丁目51-6 外食業その他

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎牧御堂店 牧御堂町字溝畔12-1 外食業その他

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎矢作店 西大友町字杭穴89-1 外食業その他

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 北岡崎店 広幡町1-2 外食業その他

瓦そば　シガ食堂 小美町入山手98 麺類

かわりや　竹竹 鴨田南町5-13 外食業その他

がんこ親父 明大寺本町2-21-2 麺類

韓国家庭料理　青山 菅生町菅生47 外食業その他

韓国料理韓サラン 上和田町城前53-3 焼肉

元祖三河味噌ラーメン　おかざき商店 小呂町4ｰ50 麺類

Kiora(キオラ) 井田新町5-1 洋食

喜久鮨 羽根町東荒子67-7 寿司

きさらぎ 岡町字東野々宮34ｰ1 和食

木曽路 岡崎店 柿田町1番6号 和食

キタムラーメン 康生通西2丁目24番地 杉坂ビル1F 麺類

喫茶アン 明大寺町沢田24番地 喫茶店

喫茶去 いろはにほへと 美合町西屋敷111-3 喫茶店

喫茶店ヒロ 鴨田町田起64ﾉ20 喫茶店

喫茶NOA 仁木町字年重107-2 外食業その他

喫茶ピープル 六名1-1-18 喫茶店

吉左右 明大寺町字寺東7-7 居酒屋

キッチンいまもり 竜美中2丁目3-15 洋食

キッチンはなあかり 日名西町1-2 ヴィオラ日名1F 居酒屋

絹珈琲 六供町1-54-3 喫茶店

キャナリィ・ロウ 岡崎店 竜美北2-1-8 外食業その他

キャナリィ・ロウ 日名橋店 森越町郷前73 外食業その他

九州沖縄料理　芋んちゅ 東岡崎店 明大寺本町4-18 居酒屋

喜楽家　和 羽根西1丁目2-1 居酒屋

くいしん坊 明大寺町川端13番地 東海ビル1F 和食

ぐいチキ 大樹寺3ｰ7ｰ19 居酒屋

KUJIRA 美合町字中新田72-3 マンションシーダー101 洋食

グランクレール 日名 日名南町18-3 喫茶店

グランクレール 六ツ美 赤渋町田中31-1 喫茶店

ケーキ空間 カントリークリスマス 明大寺町大圦1-35 喫茶店

ケンタッキーフライドチキン 岡崎北店 井ﾉ口新町3-21 ファストフード

ケンタッキーフライドチキン 竜美ケ丘店 竜美南1丁目1-33 ファストフード

小粋 井田南町3-19 居酒屋

紅茶の館 源 美合町入込95-1 喫茶店

コーヒー＆フーズバレンシアー 西本郷町字社口54-1 喫茶店



店名 住所 ジャンル

珈琲園　亀屋 康生通西1-4 喫茶店

珈琲工房ナナ 上和田町切戸7-2 喫茶店

珈琲通　豆蔵 細川町字長根38番地４ 喫茶店

珈琲亭　はんなり 若宮町二丁目1番地1 喫茶店

珈琲屋かれんと 岡崎店 竜美南2丁目1-2 喫茶店

珈琲家暖香 岡崎筒針店 筒針町字下川田6-1 喫茶店

珈琲家暖香 岡崎福岡店 福岡町字下高須82-1 喫茶店

珈琲家牧歌 美合店 美合町入込8-2 喫茶店

珈琲屋らんぷ 岡崎店 中島町字鮫田31番地 喫茶店

氷工房　粋 柱5丁目2-1 外食業その他

コーリンベール 緑丘2丁目6番地4 アクセスストリート1F 外食業その他

心の休憩室　Ｍａｈａｌ 羽根町字東荒子41-8 マイステーション岡崎6F 洋食

コジマトペ 大平町瓦屋前54-18 喫茶店

こだわりとんかつ壱番屋 上明大寺町2丁目14番地1 和食

古都鮨 久右ｴ門町1-8 寿司

寿苑 東大友町字松花78番地 和食

こなもん屋 明大寺町字大圦58-1 居酒屋

CONNESSO okazaki 上明大寺町2-14-1 N304 洋食

虎白 明大寺本町3-5,2F 居酒屋

古風茶屋おたふく 美合町字中長根36-174 喫茶店

五味八珍 百々店 百々町川田15 中華

コメダ珈琲店 岡崎大西店 大西2丁目1-6 喫茶店

コメダ珈琲店 岡崎上和田店 天白町東池25-1 喫茶店

コメダ珈琲店 岡崎大樹寺店 大樹寺2-7-1 喫茶店

コメダ珈琲店 岡崎橋目店 小針町字神田57-1 喫茶店

コメダ珈琲店 岡崎矢作店 矢作町字桜海道14-1 喫茶店

コメダ珈琲店 岡崎若松店 若松町字横手16-1 喫茶店

こも 明大寺本町4-70 洋食

御用鮨 明大寺本町4-19 寿司

五郎丸 東牧内町日久111-1 和食

サーティワン アピタ岡崎北店 日名北町4ー46 ファストフード

サーティワン 岡崎竜美ケ丘店 竜美南1丁目1-33 ファストフード

サーティワン 北岡崎店 井田西町1-8 ファストフード

魚菜屋　樞 井田新町5-16 居酒屋

酒肴菜や　粋楽 羽根町東ﾉ郷1-6 居酒屋

さかな八百弥 康生通南2-31 和食

サグーン　アジアン　ダイニング 美合町字五反田8-5 外食業その他

咲蔵屋 大西2-3-8 居酒屋

札幌かに本家 岡崎店 康生通西3-26 外食業その他

ザトラ 矢作町桜海道18-1 外食業その他

讃岐製麺 岡崎上地店 上地3-50-2 外食業その他

SABOぶう 樫山町字半木沢40-3 喫茶店

ザめしや 岡崎葵店 葵町4-7 和食

ZARAME CLASSIC 中田町6-19 外食業その他

三九餃子 法性寺町字荒子54-1 中華

Cinq 日名中町11-24 喫茶店

三国志 美合新町6-15 中華

サンターオ 上地4丁目27-10 喫茶店

Santo Spirito 東明大寺町13-11 洋食

さんびょうしソウルカルビ葵湯はなれ 戸崎新町2-1 スーパー銭湯葵湯内 焼肉

シェ ツジムラ 上地5丁目21-13 喫茶店

ＣｈｅｚＴＯＭＯ 六名3-1-12 洋食

シェ　ミヤチ 美合町字本郷254-2 洋食



店名 住所 ジャンル

汐風 牧御堂町字溝畔33-1(パチンコ店敷地内入り口別) 和食

四季 能見町269 外食業その他

重の家 井田新町3-5 和食

四国郷土活性化藁家８８ 東岡崎店 明大寺本町4-1-2 居酒屋

自然食レストラン山水苑 中之郷町字屋外7 外食業その他

下町料理やまむら 樫山町字欠ﾉ上1 和食

SHI-TAN 伊賀町字東郷中79-22 洋食

シャスール 福岡店 福岡町岩ｹ崎 21-1 喫茶店

蛇の目鮨 明大寺本町1-8 寿司

しゃぶしゃぶステーキ桂 井田南町1-9.201ビル3F 外食業その他

シャングリラ 梅園町3丁目11-1 喫茶店

趣庵 洞町白羽根53-3 和食

十楽 滝町十楽8-3 和食

酒肴菜飯さくら 能見町240-1 和食

城下町のイタリアン　マゴトラ 吹矢町68 プランドール東岡崎1F 洋食

昭和モダン珈琲　茶楽音。 向山町5番地20 喫茶店

昭和モダン珈琲　茶楽音。　伝馬通店 伝馬通2丁目7番地 喫茶店

食・酒彩ダイニングぶんこや 河原町1-18 居酒屋

食彩館　麺工房 上地1-12-4 麺類

食事処ごん 暮戸町元社口12-1 和食

食事処 すぎ原 井田南町12-6 和食

食堂こなん 康生通東2-41 和食

食処　多咲き 北野町字高塚42番地1 居酒屋

ジンギスカンバル北海道マルシェ岡崎北店 井田南町7-13 外食業その他

新小嶋 能見町254番地 外食業その他

新時代 岡崎羽根店 羽根町若宮7-7 外食業その他

新時代 北岡崎店 錦町8-9 外食業その他

新時代 東岡崎駅前店 明大寺本町4-37 花笑ビルミラノ1F 外食業その他

新時代４４ 岡崎六名店 南明大寺町3-16 外食業その他

真福寺 真福寺町字薬師山6番地 和食

Sweets＆Cafeブランシェ 康生通東2-37 サンライズ康生2F 喫茶店

スイートコーンズキッチン 若松東1丁目5-18 喫茶店

スイッチバック 柱町上荒子8-3 洋食

寿司　和食　すぎの木 新堀町字東小平田27-8 寿司

寿司割烹　仙岳 茅原沢町梁野1-12 寿司

寿し孝 六名本町9番地22 寿司

すし道楽　海斗 井田新町7ｰ27 寿司

 鮨の松由 梅園町2-3-2 寿司

すしりき 西蔵前町1丁目8-7 寿司

ステーキハウスアクア 大門3-20-15 洋食

ステーキハウス彩 八帖北町27-2 洋食

ステーキハウス　ペッパーミル 鴨田町末広23ｰ1 洋食

ステーキ宮 岡崎店 欠町字地蔵前25-1 外食業その他

スバカマナ 岡崎本店 材木町1丁目18 外食業その他

スバカマナ 岡崎南店 上和田町南天白25 外食業その他

スペイン料理店　タンボラーダ 竜美南4-8-10 洋食

炭火焼き鳥 ととや本店 明大寺町字耳取68-1 居酒屋

炭火焼鳥 鶴と熊 羽根町東荒子83 居酒屋

炭火焼肉 牛角 岡崎羽根店 羽根北町2丁目5-5 焼肉

炭火焼肉しょうえん 南明大寺町7-6 焼肉

炭焼きと天ぷら　陽なの 明大寺本町2-8 居酒屋

炭焼き豚丼とんがり 石原町牧原日影1-1 外食業その他

炭焼炉ばた源喜 東岡崎店 明大寺本町4-48 グロリアウエストビル2F 居酒屋



店名 住所 ジャンル

蒸籠 大西2丁目15-8 中華

世界の山ちゃん 東岡崎駅前店 明大寺本町4-11 えきまえPENビル2F 居酒屋

善雅 下青野町字花ﾉ木81-1 和食

膳カフェ 牧御堂町字溝畔14番地1 喫茶店

創菜旬肴さいか-佐伊家- 柱町上荒子8-3 NSビル1F-A 居酒屋

創作鶏料理　さくら 柱町上荒子8-3 NSビル2F 居酒屋

創作焼肉　炎宴 美合新町15-3 焼肉

創作焼肉　炎宴2号店 上地4丁目1-23 焼肉

ソウルカルビ本店 六名東町5-1 焼肉

そば処　やぶ福 羽根町字鰻池109番池 麺類

大衆酒場きりん 明大寺町耳取17-6 居酒屋

大衆酒場どんちゃん 材木町2-66 居酒屋

大正庵釜春本店 中岡崎町6-9 麺類

大正庵釜春南店 若松東一丁目3番地1 麺類

第二　三嶋寿司　昭和店 昭和町字薬師6-1 寿司

DINING6-むつ- 南明大寺町4-1 外食業その他

大漁丼家 岡崎中央店 伝馬通2-6 尾崎第1ビル1F 寿司

台湾料理 台北園 若松町字丸山田9-1 中華

台湾料理 友楽軒 岩津町字市場74-2 中華

炊き餃子とベジとんぐるぐる ここのつ食堂 明大寺本町4-36 1F 居酒屋

宅配センター魚魚丸 岡崎店 朝日町4-14 寿司

蛸家くるり フィールNews店 不吹町1-2 フィール NEWS店2F 外食業その他

竜美丘会館レストランローレライ 東明大寺町5-1 外食業その他

タルタルーガ 北岡崎店 井田西町2-16 洋食

団欒食堂　あいそ家大樹寺店 大樹寺1丁目1-21 和食

馳走ちゃぼうず 上地2-15-2 居酒屋

ちゃのまのごちそう 城南町2-6-2 洋食

茶店やま乃 滝町河原ｹ19-4 喫茶店

中華・焼肉　水月 矢作町字尊所18 中華

中華料理同源 羽根店 羽根北町2-5-5 中華

中華料理同源 本店 昭和町字落合14-4 中華

中華レストラン　地久 矢作町馬乗21番地6 中華

中国四川料理海鮮料理　城北飯店 材木町82番地 中華

中国料理　香来 欠町地蔵前20-4 中華

中国料理　翔園 稲熊町1-65-1 中華

中國料理　天華 広幡1-2 中華

司寿司 北野町高塚76-2 寿司

つか本 明大寺本町4-1 居酒屋

つまりね。だから 伊賀新町3-23 外食業その他

手打ちうどん和食　はたの 上和田町南屋敷66-1 麺類

鉄板DINING花厘 上六名4-6-3 居酒屋

鉄板焼じゅじゅ 上里2丁目20-10 洋食

でら餃子 東岡崎店 明大寺本町4-18 芋んちゅ東岡崎店隣 居酒屋

天和 井ﾉ口新町4-5 和食

天空のビアガーデン　Stargate 羽根町字東荒子41-8 マイステーション岡崎8F 外食業その他

デンバー 唐沢町2番地 洋食

天プラ伊ト 竜美中2-3-15 チェリータウン2F 和食

とうふや豆蔵　岡崎エルエルタウン店 上和田町南天白23 外食業その他

得得うどん　緑丘店 緑丘3丁目8ｰ6 麺類

魚魚丸 岡崎中央店　※店舗名の表記変更 上六名町字林14-1 寿司

TOMOE 若松町宮前34-3 居酒屋

豊本料理店 柱町上荒子55-1 外食業その他

トラットリア　アランチョ 岡町下井46 洋食



店名 住所 ジャンル

とらヤーや 宇頭町後久18-8 居酒屋

鶏ざんまい十四郎　東岡崎店 明大寺本町4-27 居酒屋

ドルチェ 洞町字下荒田6-1 喫茶店

とろ～り卵のオムライス　さん太　羽根店 羽根町鰻池112-3 洋食

とろ～り卵のオムライス　さん太カクキュー八丁村店 八帖町字往還通69 洋食

とんかつ高和 小呂町2丁目84番地 和食

トンガリアーノJR岡崎駅前店 羽根町字東荒子41-8 マイステーション岡崎 居酒屋

とんちゃん・ホルモン焼き 石川屋 美合店 美合町字一ﾉ久保1-89 焼肉

中村屋 樫山町字河瀬31-2 外食業その他

和ダイニング 洞町字西五位原6-1 外食業その他

名代とんかつ一休 真伝町字前田18-2 和食

にぎりの徳兵衛 岡崎欠町店 欠町字石ヶ崎下夕通り3-1 寿司

肉菜割烹 能 羽根町小豆坂47 和食

二重橋 イオンタウン岡崎美合店 美合町つむぎ南1-1（イオンタウン岡崎美合） 外食業その他

Nippon食の森　あざれあ 欠町栗宿1-1 外食業その他

229 八幡町2-29 喫茶店

日本酒バー桂 上明大寺町2丁目8番地 居酒屋

日本料理 温石 井内町西浦42-1 ディアコート西浦101 和食

日本料理みなみ 南明大寺町7-2 和食

New Pork コハチ 明大寺本町4-19-2 居酒屋

ヌーベル中華陸羽 稲熊町5-39 中華

ノーブルドア 明大寺町2-9 花笑ビルローマ1F 洋食

のぼり寿司 上地1丁目43-8 寿司

バードスペース 東岡崎北口店 明大寺町川端10-1 居酒屋

BARメガネ 康生通東1丁目24 外食業その他

包子 大平町西上野107(プラザヒラク内) 中華

Hug-cafe 井ﾉ口新町3-10 ラフビル101 喫茶店

はせ川 岡崎本店 明大寺本町4-9 米津ビル1F 和食

パタプフ 鴨田南町5ー1 喫茶店

バディカフェ 細川町字窪地77-207 喫茶店

花咲か食堂 若松東1-7-21 1号 外食業その他

はなのき村 宇頭町字東側12 喫茶店

はなの舞 東岡崎駅前店 明大寺本町4-41 居酒屋

浜木綿 岡崎北店 井ﾉ口新町6-1 中華

浜木綿 岡崎南店 法性寺町字柳之内58番1 中華

はむらや 本宿町一里山19-3 外食業その他

ハリーさんのチーズケーキ 美合町下長根25-1 喫茶店

春亭 材木町1-28 吉野ビル2F 和食

はるみの 藤川町字西沖田9-1 麺類

BeerStand Vigor 明大寺町東5-3 鈴熊ビル1F 外食業その他

BEEF HUNTER 2019. 明大寺本町4-10 外食業その他

東岡崎　明月 明大寺本町4-27 居酒屋

東岡崎　炉端屋どんぱち 明大寺本町4-48 居酒屋

ビクトワール 上地3-18-10 外食業その他

bistrot Ao 材木町1-22 アクロスビルB1 洋食

ビストロ　プペ 材木町3-12 洋食

Bistro un Son 材木町1-18 第一高木ビルB1 洋食

ビストロカフェ北海道マルシェ シビコ店 康生通西2-20-2 岡崎シビコ1F 喫茶店

bistroMAOLUCE 渡町新田西3-1 洋食

びっくりドンキー 岡崎店 上里1丁目1-6 外食業その他

VIVA cafe'sta 上里2-7-14 サンパティーク岡崎1F 外食業その他

美味鮮 薮田2-10-8 中華

food studio ah-shu 元欠町2丁目6番地2 喫茶店



店名 住所 ジャンル

ふーふー 下三ツ木町字薬師2-1 ファストフード

風来坊 東岡崎駅前店 明大寺本町4-37 花笑ビル3F 外食業その他

フェリーチェ 伝馬通3-35 洋食

深谷商店 羽根町東ノ郷18番地 外食業その他

富貴良 末広町3-4 外食業その他

ふぐ　四季料理　しばた 稲熊町字6丁目55番地 和食

福虎 菅生町字蟹沢12-1 三旺マンション東岡崎1 居酒屋

ふぐ料理和食 みひろ 六名新町1番地12 和食

フジヤマ55 東岡崎駅前店 明大寺町川端6 大関ビル1F 麺類

BUCHI casquette 明大寺町川端8-1 YHビル1F 居酒屋

フランス料理　ビストロポーレット 上地町西田8-20 洋食

British Pub QUARTERS 明大寺本町4-29 SPビル1F 外食業その他

BLUE BLUE CAFE 昭和町北浦37-1 外食業その他

ブルーベリー農園ベルウッド 生平町字岩倉45-2 喫茶店

べーぐる庵 鍛埜町字下切5番地2 喫茶店

べこまん 百々西町19-19 焼肉

ベニス洋菓子店 大和町沓市場89 喫茶店

Bel cont（岡崎オーワホテル） 中岡崎町3番地7 外食業その他

ベルン洋菓子店 籠田町19番地 外食業その他

房や 緑丘2-6-4 アクセスストリート1F 居酒屋

北欧の焼菓子コンディトリ 岩津町2-2-1 喫茶店

ほっかほっか亭 岡崎西大友店 西大友町字諏訪8-1 外食業その他

発知商店　角打ちリカーホッチ 柱曙1-3-5 居酒屋

ぼてこ 岡崎北店 西蔵前町岩鼻6-7 外食業その他

穂波大喰堂 コムタウン岡崎店 上六名町字宮前1 コムタウン岡崎1F 外食業その他

洞町スペイン酒場ジュゲム 洞町西五位原1-1 居酒屋

milestone 野菜ト肉ト燻製ト 明大寺本町2-9 花笑ビルローマ2F 居酒屋

牧御堂ごはん処　幸㐂 牧御堂町字郷中85-1 和食

まさ家 井田町茨坪34-350 居酒屋

街かど屋岡崎矢作店 東大友町並木側112 外食業その他

街屋豚串専門とんとん 南明大寺町2-19 山新ビル101ビルB1F中室 外食業その他

松屋菓子舗 中島町字本町29 喫茶店

丸源ラーメン 岡崎鴨田店 鴨田南町1番地13 麺類

丸源ラーメン 岡崎羽根店 羽根東町2丁目7-5 麺類

漫画喫茶　ログキャビン 岡崎店 若松東1-6-8 喫茶店

萬珍軒本店 康生通東2丁目53番地 中華

萬珍軒南店 牧御堂町字郷前13 中華

満福 元能見町174 和食

万力家　上里店 上里2-6-19 焼肉

万力家　緑丘店 緑丘3-8-8 山本ビル1F 焼肉

meat and bar Ghetto 羽根町字東荒子41-8 マイステーション岡崎1F 洋食

ミート高橋 東岡崎店 明大寺本町4-8 かつらぎビル3F 居酒屋

ミールカフェ 下佐々木町字宮畑51-7 喫茶店

三国寿司 矢作町字馬場9番地 寿司

三嶋寿司総本店 伝馬町1-5 寿司

味鶏屋 上和田町南天白27-1 居酒屋

美濃路岡崎店 天白町郷西24-1 外食業その他

蒸し焼き ぶち 明大寺町川端8-1 YHビル 2F～3F 居酒屋

むつみ 中島町新町31 喫茶店

むつ味 法性寺町字猿待69番地1 和食

目利きの銀次 東岡崎駅前店 明大寺本町4-33 居酒屋

MELLOWS 上明大寺町2-14-1 オトリバーサイドテラスN301 外食業その他

麺菜館　楽屋 六名南1丁目5ｰ3 外食業その他



店名 住所 ジャンル

モスバーガー岡崎稲熊店 稲熊町2-56-1 ファストフード

モスバーガー岡崎大西店 大西1丁目16-7 ファストフード

モスバーガー西岡崎店 昭和町神郷41-1 ファストフード

森のちいさな喫茶店カフェ・ド・モモ 片寄町上萩沢17-2 喫茶店

焼肉IZURE東岡崎 明大寺本町3-5　1F 焼肉

焼肉一番カルビ 羽根店 中田町1-3 焼肉

焼肉うしの家 岡崎店 大西町奥長入2-3 焼肉

焼肉おいでん 福岡町字新町27 焼肉

焼肉吉粋亭 柱曙3-7-12 焼肉

焼肉きんぐ 鴨田店 鴨田町所屋敷43‐1 焼肉

焼肉けんたま家 洞町字西五位原6－1 焼肉

焼肉酒房やきまる 岡崎南店 赤渋町田中33-1 焼肉

焼肉 ぜんり 六名本町16-17 焼肉

焼肉泰 稲熊町1丁目113番地 焼肉

焼肉ダイニングぼうや 岡崎店 上地2丁目17-2 焼肉

焼肉 南平 法性寺町字荒子8番地 焼肉

焼肉はな博 羽根西本店 羽根西3-1-2 焼肉

焼肉はな博 若松店 若松町横手9-1 焼肉

焼肉まるえん 井田新町3-29 焼肉

焼肉山 小呂町マヤシリ32-31 焼肉

焼肉レストラン末広 井田西町1-10 焼肉

焼肉　和吟 八帖北町32番地9 焼肉

や台ずし岡崎駅西口町 羽根西新町7-6 居酒屋

八千代本店 康生町561-1 和食

やよい軒 岡崎岩津店 岩津町於御所194-1 外食業その他

Youbing ユウピン 上六名3丁目8-13 喫茶店

Yughino Yugo 本宿町字南中町10-4 洋食

ゆず庵岡崎店 井ノ口新町2-1 和食

ユニオンジャック 堂前町2丁目2-12 喫茶店

百合家 鴨田本町5ー2 中華

洋食ビストロ　TOYBOX 蓑川町字入メキ10-5 洋食

洋食もりい 柱3-6-17 洋食

洋風懐石料理ROPPONGI 中町六丁目1番地7 洋食

熱烈食堂らーめん一国堂 岡崎本店 伊賀町7丁目69-78 麺類

らーめん工房　暖だん 若松東1-8-26 麺類

ラーメンふじ美 河原町1-18 中華

ラーメン屋ばーばら 美合店 美合新町1-1 麺類

LightCafe　RiversideGarden　（東岡崎店） 上明大寺町2丁目14番1, OTORIVERSIDETERACE N201 外食業その他

Life is sharing. 向山町5-17 喫茶店

楽食家ほろほろ 本宿町沢渡12 居酒屋

らんパーク　R.O.shop 福岡町北裏25の2 外食業その他

らんパーク　tamahime kitchinうふ 福岡町北裏25の2 喫茶店

Ristorantino La Tina 中村町字西浦24-2 洋食

Little Village りとる 上里2丁目6-15 居酒屋

Ryu　Café 大西町棚田25番地 喫茶店

琉球キッチンかりゆし 錦町4-3 居酒屋

琉球そばカフェ ちゅらる 庄司田1-8-9 外食業その他

料理亭さか本 滝町長坂48-4 和食

レストラン満里古 庄司田2丁目10番地5 洋食

れすとらんReiwa 井ﾉ口町字和田屋3 外食業その他

レタしゃぶ豚吟 東岡崎店 明大寺本町3-5,3F 居酒屋

炉端　駅 稲熊町8丁目111-1 居酒屋

炉ばた風割烹たぬき 明大寺本町2-17 居酒屋



店名 住所 ジャンル

炉ばたや維新 小呂町2-13-2 居酒屋

和音 柱町字東荒子245 エスポアマンション朝日1F 和食

和牛焼肉　わ 伊賀新町3-23 焼肉

和ごころ　ろじもん 上和田町南天白27-3 和食

和食　こやす 井ﾉ口町河原西32 和食

和食・御肉処　かごの屋　NEOPASA岡崎店 宮石町字六ﾂ田10ｰ4 NEOPASA岡崎(新東名高速道路) 和食

和食いしかわ 明大寺町字耳取96-4 和食

和食さと 岡崎店 上里2-1-11 和食

和風創作料理ダイニング颯々 明大寺町川端12 居酒屋

和食麺処サガミ 岡崎羽根店 羽根町字小豆坂123-1 和食

和食麺処サガミ ルビットパーク岡崎店 岡崎駅南土地区画整理52街区1番 和食

和暖 柱曙3丁目7-12 居酒屋

和亭やなぎ 連尺通3丁目13番地 和食

和風料理やはぎ川 矢作町中道53 和食

王府井 戸崎新町3-9 中華

大正庵釜春　NEOPASA岡崎店 宮石町字六ﾂ田10-4 麺類

竹生 柱曙3丁目10番地5 和食

四川料理　味鮮 岩津町字市場74-2 中華

寿司市場 魚魚丸 岡崎店 朝日町4-14 寿司

カフェグリーンハウス 羽根町貴登野15 喫茶店

麺茶屋 八帖北町25-2 外食業その他

ラーメン末広 庄司田2-1-7 中華

※2021年1月19日（火）現在

【登録の取り消し店舗】

2021年1月11日(月)付　【登録の取り消し店舗】


