


№ 店名 業種
豊川

いなり寿司 営業時間 定休日 電話
商店街
駐車券

店舗
駐車場 № 店名 業種

豊川

いなり寿司 営業時間 定休日 電話
商店街
駐車券

店舗
駐車場

1 宮地総合保険 保険 9:30～18:00 日曜日・祝日 86-2414 〇 〇 52 ホテルクラウンヒルズ豊川 ホテル 24H 無休 86-3001 ○

2 いなり前　三河屋菓子店 サンドイッチ・おにぎり 9:00～17:00 水曜日 86-3721 ○ 53 松本屋本店 和菓子製造販売 9:00～18:30 月曜日 86-2206

3 ヤマサちくわ　門前店 土産物・練り製品 8:30～17:00 無休 86-2372 ○ ○ 54 渡辺人形 人形・土産物
9:00～19:00

5/5-5/31 8/16-9/30は17：00
無休 86-4405 ○

4 EASE 豊川門前 焼き鳥 11:00～15:00 不定休 86-9289 ○ 55 サーラプラザ豊川 エネルギー・住宅・不動産 10:00〜18:00 月曜日 0120-884-800 ○

5 門前そば　山彦 うどん・そば ◎□〇 8:30～17:00 （売り切れ次第終了） 木曜日 85-6729 ○ 56
T GARDEN by A.R.T
(サーラプラザ豊川内)

レストラン 9:30～21:30 月曜日 86-0909 ○

6 創作豊川いなり寿司松屋 和食 ◎□〇 10:00～17:00
月曜日

祝日(繁忙期営業)
86-2825 ○ 57 東京庵　豊川店 うどん・そば 11:00～20:30 無休 84-3860 〇

7 カドヤ 鰻・きしめん ○
11:00～15:00

18:00～22：00（要予約）
金曜日(変更有) 86-3365 ○ 58 カルビ一丁　豊川店 焼肉 11:30～23:00 無休 83-8880 〇

8 来恩（らいおん） 創作いなり・創作うどん ◎□○ 10:00～16:00 (1月は無休) 火・水曜日 84-8148 ○ 59 うな膳 鰻料理店 11:00～14:30　17:00～20:00 無休 83-8881 〇

9 こまもの屋　ふじや 土産物（雑貨） 10:00～16:00 不定休 86-7832 ○ 60 多呂衛門 天ぷら・天丼
平日、祝前日11:00～14:30  17:00～21:00
土: 11:00～21:30 日、祝日: 11:00～21:00 無休 84-6331 〇

10 田舎料理　吉野 和食 ◎□○
月～木11:00～16:00
金～日10:30～22:00

不定休 090-2944-2886 ○ 61 洋食　Kitchen Hiro 洋食 11:00～14:00  17:30～21:00 月、火曜日 83-6070 ○

11 フォトスタジオ　アマレット 写真館 9:00～16:30 火・水曜日 56-9494 〇 62  ハーブ歯科クリニック 歯科医院
月～金　9:00～12:00　14:30～19:00
土曜日　9:00～12:00　14:00～17:00

日、木、祝日（祝日のある週の
木曜日は午前のみ） 89-5688 ○

12 門前茶屋いっぷく亭 飲食・喫茶 〇 10:30～16:30
第2木曜日

第4木・金曜日
84-0275 ○ 63

JAひまわり
グリーンセンター豊川

農産物販売 9:00～18:00
2、7月の

第３水曜日
85-8318 ○

13 喜楽・本店 まんじゅう・土産物
◎□○
要予約

8:30～17:00 （季節により変更有） 無休（変更有） 86-9044 ○ 64 暮らしの衣料三三七 衣料品 10:00～19:00 不定休 89-7577 ○

14 柏屋本店 観光土産物 8:30～17:30 不定休 86-3048 ○ 65 田中不動産 不動産 9:30～18:00 日曜10:00～17:00 無休 86-7823 ○

15 おみやげの店　もりした 土産物小売 8:30～18:00 不定休 86-4336 ○ 66 中華リキ 中華・ラーメン 11:30～14:00  17:30～22:00
無休

（不定休）
86-7833 〇

16 ヤマサちくわ　豊川店 土産物・練り製品 8:30～17:00 不定休 86-2351 ○ 67 いざかや膳 居酒屋 11:00～14:30  17:00～24:00 水曜日 95-7277 ○

17 柏屋支店 観光土産物 9:30～16:30 不定休 86-4204 ○
〇

(正月のみ) 68 喫茶　あわじ 喫茶 8:00～17:00
木曜日

(1月不定休)
86-5257 ○

18 かたなや 土産物 10:00～16:00 不定休 86-2829 ○ 69 ひょーげもん　雲仙 居酒屋 18：00～3：00 火曜日 95-3140

19 むさしや 土産物 9:00～17:00 不定休 86-7841 ○ 70 豊川印刷 印刷
9:00〜18:00

（土曜日は不定期15:00）
日曜日・祝日 86-3349 ○

20 キング堂 土産物 9:00～17:00 不定休 86-3058 ○ 71 ミタケLady's&school shop 婦人服・体操服販売 9:30～20:00 月曜日 86-3046 ○

21 いわせカバン店 かばん 10:00～16:00 不定休 86-2659 72 たねや菓子店 土産物 10:00～17:00 月・火・水曜日 86-2519 ○

22 曽我の軒 鰻料理店 □○
11:00～15:00 17:00～19:30

 (月、金は昼営業のみ）
不定休 86-2688 ○ ○ 73 玉川うどん　豊川駅前店 うどん・そば・きしめん ○ 11:00～14:30  18:00～20:00 土曜日 86-9103 ○

23 大島屋 酒類 10:00～15:00 木・金曜日 86-2069 ○ 74 ギョーザ膳 居酒屋 15:00～23:00 火曜日 83-5710 ○

24 味処　なかよし 鰻・和食 □○ 11:00～22:00 （17時以降要予約） 不定休 86-2783 ○ 75 穂の国　旭町店 菓子販売 8:00～17:00 金曜日 86-3771 ○

25 Osteria Bar a Mano イタリア料理
11:30～15:00
18:00～23:00

月曜日・第3火曜日 56-8127 ○ 76 千石寿し 豊川いなり寿司 □ 9:00～14:00 (1月のみ営業） 不定休 86-1059

26 鳥居屋神具店 神仏具・縁起物販売 10:00～16:00 （季節により変更有） 金曜日(1月無休) 86-3076 ○ 77 井上はきもの店 履物小売 9:30～17:30 月曜日 86-8325 ○

27 手焼堂 手焼煎餅 10:00～17:00 火曜日 85-0180 ○ 78
寺部食品

　いなり一番店
豆腐屋・ドーナツ製造 9:00～15:00 水曜日 86-2554

28 南恵 掛け軸絵画販売 10:00～15:00 木・金曜日 84-4120 79 常滑焼 いなり堂 常滑焼販売 10:00～15:00 不定休 86-0707 ○

29 フラワーブティックさいとう 生花園芸店 9:00～18:00 木曜日 86-4839 ○ 80 喜楽・平八茶屋 観光土産品販売 8:30～17:00 （季節により変更有） 無休（変更有） 090-6649-7859 ○

30 一年狐 ワークショップ
10:00～17:00

（土日・祝は18:00まで）
水曜日

(第1・3・5木曜日)
conkon365@
yahoo.co.jp

○ 81 むすび茶屋 喫茶・土産物 ◎□○ 11:00～17:00 木曜日・第3水曜日 95-1190 ○ ○

31 中屋書店 書店 7:00～16:00 日曜日 84-1993 82 のんちゃんのたい焼き屋 和菓子 10:00～17:00 水曜日 090-9899-0450

32 富岡屋酒店 酒類 9:00～20:00 不定休 86-2022 ○ 83 メガネのOPTイシイ メガネ・補聴器販売 9:00～19:00 水曜日 86-3724 ○

33 森田屋酒店 酒類 8:30～19:00 水曜日 86-2337 ○ 84 カフェ　ヒマワリ 喫茶店
平日7:00～17:00

土7:00～23:00　日7:00～18:00
月曜日 090-2947-5694 〇

34 鈴木紙店 文具小売 9:00～19:00 土・日曜日 85-2827 ○ ○ 85 かふぇ　こりん 喫茶店 8:00～18:00 日曜日 090-4855-3855 〇

35 宮地自転車商会 自転車販売・修理 8:00～19:00 金曜日 86-4551 ○ 86 AKI RIO 美容室
月～金 9:30～20:00
土日 9:00～19:30

火曜日
第2・3月曜日

86-6408 〇

36 カフェ・ド・Kei 喫茶 7:30～16:00 第2･4火曜日 86-4879 ○ 87 お弁当　鈴らん 弁当販売 10:00～14:00 日曜日・祝日 86-5315 〇

37 豊盛軒 とんかつ 11:00～21:00(18時以降要予約）
火曜日

月末の月曜日
85-6974 ○ 88 ピッコロ カードゲーム販売

月水木 14:30～19:30
金土日  9:30～19:30

火曜日 84-6521 〇

38 まさーる美容室 美容室 9:00～17:00 不定休 89-5277 89 小出美容室 美容室 9:00～17:00 月曜日・第3火曜日 86-3079 〇

39 おしゃれチェーン マルヤマ 化粧品専門店 8:30～20:00 無休 86-3229 〇 90 LOCAL EGG ローカルエッグ 卵かけご飯
平日　6:30～14:45

土日祝　8:00～不定時
月曜日 080-2205-0505 〇

40 イセヤ薬局 薬局 8:30～20:00 (土日時間変更有) 無休 86-2101 ○ ○ 91 イオン豊川 総合スーパー
食料品8:00～23:00
その他9:00～22:00

無休 89-6131 〇

41 鈴木屋 果物 9:00～17:00 不定休 86-2338 92 中国料理　駒 中華料理
17:00～22:00

火～金 11:30～14:00も営業
月曜日

第2・4火曜日
84-3879 〇

42 仲屋はきもの店 履き物 9:00～18:00 (11～2月は17:00) 月曜日 86-3070 ○ 93 ワタナベ企画 イベント企画・印刷 9:00～18:00 土・日曜日祝日 80-3111 〇

43 呉服の日美 呉服・こまもの・洋装品 11:00～17:00 月曜日 86-3729 ○ ○ 94 豊川ビジネスホテル ホテル 24H 無休 85-6611 〇

44 和田時計店 時計（修理・販売） 9:30～18:30 月曜日 86-3608 ○ 95 レシッズ革研究所 革製品修理 10:00～18:00 土曜日・日曜日・祝日 0120-134-939

45 遊工房 天然石展示販売 9:30～18:00 月曜日 86-3608 ○ 96 おかしのチップス豊川FC店 菓子販売
平日9：00～18：30
（日曜18：00まで）

第2・4日曜日 86-6533

46 松本屋支店 和菓子 9:00～17:00 月曜日 86-2551 97 勢川　豊川店 うどん・そば 〇
11：00～15：30　17：00～20：00

土日祝 11：00～20：00 月曜日 86-8575 〇

47 居酒屋　まるこ 居酒屋 17:00～0:00 月曜日 83-3982 98 さくら荘 旅館 24H 無休 86-2218 〇

48 稲荷ホルモン酒場炎や豊川店 焼肉・居酒屋 17:00～25:00 日曜日 95-2345 99
やまと食堂

豊川末広通り店
和食 11:30～14:30  17:00～21:30 無休（変更有） 95-8010 〇

49 Rigolo りごろ カフェ・ワインバー
カフェ8:00～12:00

ワイン18:00～23:00
カフェ月曜日他

ワイン日曜日
070-1660-2015 100 キャンドル 喫茶 8:00～22:30 無休 85-6285 〇

50 EASE 豊川駅前 焼き鳥 17:00～24:00 月曜日・第１日曜日 65-8908 ○ 101 宅配弁当　孝月 宅配弁当 9:00～21:00 無休 090-4191-9766 〇

51
ハワイアンリラクゼーション

ロミロミ Lea Lea
マッサージ 10：00～20：00 (最終受付18：30) 月曜日・第１日曜日 080-4842-6363 ○

 豊川いなり寿司 ◎…1個売り可、○…店内飲食、□…店頭販売 （季節により販売しない場合あり）　 ※商店街駐車券○… 豊川商店街駅前駐車場（三菱UFJ銀行隣り）の無料券を発行します。　

豊川市観光協会の会員のお店紹介 2021.12月作成


