
豊山町プレミアム付商品券取扱店一覧豊山町プレミアム付商品券取扱店一覧

店 舗 名 所 在 地 電話番号 取扱商品等
エアポートウォーク名古屋
アピタ　名古屋空港店
エアポートウォーク名古屋
専門店　（一部、除外店舗あり）

クリエイトSD 愛知豊山店

林先1- 8 ２８－６９１１

林先1- 8 ２８－６９１１

冨士156 ３９－０３１５

ショッピング
センター
ショッピング
センター

ドラッグストア

店 舗 名 所 在 地 電話番号 取扱商品等

キッチンくま 若宮118 ２８－２０９８ レストラン

店 舗 名 所 在 地 電話番号 取扱商品等

サンドラッグ 豊山店 下戸36 ３９－１５７５ ドラッグストア

ヨシヅヤ 豊山テラス 幸田197-1 ２８－４１１１ スーパーマーケット

カフェ プロスペール 豊山店 ヨシヅヤ
豊山テラス1F ２８－０４４４ カフェ

店 舗 名 所 在 地 電話番号 取扱商品等

㈱秋田製麺所 下戸41 ２８－１８４４

愛知県産品
アンテナショップ

宅配用
牛乳・乳製品

名古屋コーチン料理・釜めし
河　良 金剛6-1 ２８－６００６ コーチン料理

メグミルク 豊山販売店 大門16 ２８－０５３０

麺類
製造・直売

あいそ家  豊山店 大山128 ２９－３８８３ 和食 麺類

セブンイレブン 豊山町青山店 金剛90-3 ２９－２６６０

カレーハウスCOCO壱番屋
豊山店 金剛89-1 ２８－４８９８ カレー

まるッと！あいち 名古屋空港
ターミナルビル１F ２９－３６３３

東海三県
お土産スカイショップ翼 名古屋空港

ターミナルビル１F ２８－６６６８

インド・ネパール料理
シャクティ　豊山店 冨士137 ２８－５６１０ インド・

ネパール料理

浜 木 綿  豊山店 流川129-1 ２９－２２００ 中国料理

ポンチャン 神戸116-1 ２９－１２２２ 長崎ちゃんぽん

ベビー用品

パスタデココ  愛知豊山店 高前33 ３９－０３００ パスタ

赤ちゃんデパート水谷 名古屋北店 高前18 ３９－００１０

薬　局

手打ち石挽き蕎麦 おがわ 伊勢山249-1 ２７－７７２７ そば

伊藤薬局 高前188 ２８－００１７

薬　局

み の や 流川189 ２８－２８５７

うどん・そば

新栄薬局 新栄95-1 ２８－３３６８

理　容

八右衛門 流川155 ２８－２２１６

うどん・そば

コアフィール・ドゥ・ ハヤシ 東栄160-1 ２８－１５４３

理 美 容

まぐろの家  心 神戸195 ５５－２５７８ 海鮮料理

ヘアモード フーガ 冨士14 ２８－１３９６

美　容

馬上豊寿司 金剛26-1 ２８－３２８２ 寿司

しょうじ美容室 諏訪94 ２８－０３６３

美　容美容室アフィーユ 下戸126-1 ２８－０８０７

美　容美容室トキノ 新栄182 ２８－０６１８

学校用品・
スポーツ用品

しゃぶ亭ふふふ  豊山店 山方70-1 ２９－０００５ しゃぶしゃぶ

プラザ オガワ 高前60 ２８－００６４

学校用品・
衣　料

焼肉・韓国料理　ぼく亭 神戸4-1 ２８－５７２９ 焼肉韓国料理

ま る か 諏訪114 ２８－００５５

衣料・小物

TORI BARATIE
諏訪1-1
柴田ビルα１A ０７０-１６４５-３９３９ 唐揚げ

ブティック マリリン 新栄229-2 ２８－５５１０

ハンドメイド
アクセサリーシフォン＆ベーグル ごえんや。 大門43 ２８－５０５５ シフォン

ベーグル R工房 高前91
貴前ビル205 ６４－５１７９

オーダーメイド
ゴルフクラブ㈱メヴァエル 高前157 ２８－２５０２

寝具
手芸用品山田ふとん店 中之町65-4 ２８－１６８４大 竹 屋

食味家  たらち根

中之町86-1 ２８－０６１２ 居酒屋

うまいもんや　えん 諏訪224
OTビル1F ０９０-９１２８-６６６０ 居酒屋

居酒屋あかり 伊勢山5 ２８－３８０６ 居酒屋

フラット7 名古屋北店
有限会社 トワイライト 新栄94-1 ３９－１８１１

冨士10 ２９－１５８８ 居酒屋・喫茶

ツボイオートサービス 神明5-1 ２８－６６９９

コーヒーハウス マルシャン

尾野自動車 諏訪299-1 ２８－１８９４

喫茶 メルシー

高前195-2 ２８－２２２１ 喫茶・軽食 丹羽自動車株式会社 青山2128 ２８－１０８９

ベジカフェ

諏訪3-12 ２８－５２９０ 喫茶・軽食 松本車体整備㈱ 幸田188 ２８－１１６８

車タイヤ

倉庫カフェ スマイリードッグス

冨士67-2 ５４－１２６７ カフェ ㈱竹島タイヤ商会 沢口32-1 ２８－１８６９

車タイヤ河村タイヤ商会
タイヤショップ河村 青山2431 ２８－１８５０

高倉町珈琲 名古屋豊山店

野田27A棟 ０９０-９１９３-７７０２ カフェ

サイクルショップ高桑 四面堂66 ２８－０２２１

秀 清 堂

冨士142 ５４－３０００ カフェ

Comule( コミュール） 西之町141-1 ５４－１１５５ カフェ

㈲電化のキモト 空港店 伊勢山185 ２８－６１２７

福 寿 堂

冨士76 ２８－１５５３ 和菓子

カイロ・エステ

ブランシール

高前182 ２８－２０４１ 和菓子

カイロ＆エステ ROCCO 金剛22
エスペランサ302 ０９０-２９２２-６２５２

習字教室

小野正酒店

伊勢山280 ２９－０３００ 洋菓子

松山習字教室 諏訪235-2 ２９－２８５２

新　聞

アンカネ酒店

冨士60 ２８－１５５５ 酒・食品

中日新聞 
豊場北専売店　野原新聞店 諏訪132-6 ２８－６４２５

新　聞

大安商店

高前200 ２８－０６０４ 酒・食品

中日新聞 
豊場専売所　加藤新聞店 下戸109-2 ２８－１３８６

和合133-1 ２８－０１２０ 酒・食品

あいち航空ミュージアム 県営名古屋空港内 ３９－０２８３ ミュージアム

自動車
修理・販売
自動車
修理・販売
自動車
修理・販売
自動車
修理・販売
自動車
修理・販売

自転車
販売・修理
家 電
販売・修理

豊光金物店 流川192 ２８－１６６４ 左官道具
大工道具

マスダ 高前181 ２８－０３３３ 時計、メガネ
修理・販売

㈱サトー電化 
デンキ館トヨヤマ 冨士35-1-2 ２８－５０９０ 家 電

販売・修理

コンビニ

ファミリーマート 名古屋空港店 県営
名古屋空港内 ３９－２７１０ コンビニ

大型店 （共通券のみ使用できます）

中小店 （共通券・専用券とも使用できます）

お問い合せ：豊山町商工会　☎0568-28-3800

※取扱店は随時募集しています。最新情報は商工会HP等でご確認下さい。
※今回からドラッグストアの取扱が変わりましたのでご注意ください。

令和4年6月15日現在


