一人でも多くの皆様に

この素晴らしさを

知って戴きたい。
豪華賞品が当たる

お問い合わせ先 / 刈谷商工会議所

〒448-8503 刈谷市新栄町 3-26

TEL.0566-21-0370
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クーポンをご利用いただけます。

食を楽しむ
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この冊子に掲載されている商品やサービスは、刈谷商工会議所の経営指導員が専門店の皆様と
一緒に考え、
「新たな視点と発想」をもって「新たな価値」を創造したもので、お客様に誇り
と自信を持ってご提案できるものばかりです。この冊子を片手に楽しみながらそれぞれの店舗
に足をお運びください。
また、今年も「共通クーポン」や「特別キャンペーン」を実施します。
「クーポン」は特典内容・使用条件・利用期間をご確認のうえ巻末のクーポン券を切り取って
ご利用ください。
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きしめん専門店

Since 2017

1

2 平打麺 いこま

とんかつ屋

御膳を注文された方

Since 2018

やわらかとんかつ

ありがたや

1杯サービス

ソフトドリンク

※注文時にクーポン券をご提示ください
2020年3/5～2020年12/27まで有効
※他サービスとの併用不可

麺はモチモチ食感
小麦は、愛知産の「きぬあ
かり」100％の自家製麺で
す。食 数 限 定 で、幅 広、細 切
り麺も選べます。

あったかおむすび

お宝情報があるかも?!

お米は「あいちのかおり」。
海苔は三河産、塩は美浜の
塩、具材も全て地元産です。

自家製のやさしいおつゆ

誰でも「マイベストとんかつ」に !

むろあじ、さば、本鰹等で
丁寧に出汁を取り、醤油は
三河産のたまり、みりんも
三河産を使い、深い味わい
です。

常に茹でたてを提供

刈谷発！ きしめん専門店

刈谷は平めん
（きしめん や ひもかわうどん）
の起源の地

☎0566-87-2475
住所

刈谷市半城土中町 1 丁目 2-1

営業時間

11:00～14:00

定休日

月曜、火曜

駐車場

共同駐車場１５台

KARIYA傑作特選集 5

永井伸仁さん

茹で置きはしません。注文
が入ったらその分だけ茹で
上げ、常に茹でたてを提供
します。

刈谷ときしめん等の平めんとは歴史的に深い繋がりがあるとされています。
その刈谷で地元食材を活かした刈谷の名物きしめんを発信したいと、きしめん専門店を
始めました。
平打麺 いこま

店長

とんかつのサイズ × ソースの種類で各メニュー 15 種類以上のバリエーション。大家族
で来ても、誰もが「マイベスト」なとんかつが食べられますよ。仕込みと揚げの技術で
実現したやわらかさとジューシーさを実感するには、ロースカツが一番おススメです。

店主

池田秀哲さん

▶SHOP INFO

手作りお揚げや椎茸入りのいろど
り(写真)や定番の玉子とじに加え、
曜日限定の人気メニュー 和だし
カレー平めん、知多牛の肉汁平
めん等、各日限定１０食のご提供
です。ぜひお早めの来店を！

おかわり自由が嬉しい

意外とヘルシー

お弁当も頼める

ごはん（白ご飯、もち麦米）、具だ

豚肉はビタミンＢが豊富で 意 外と

とんかつやエビフライが豪華な弁

くさんみそ汁、キャベツがおかわり

ヘルシー。わさびで 食べるとスッ

当（1,280円（税別）～）。電話予約

し放題。「過去にご飯を６杯食べた

キリ。女性に嬉しいもち麦米や胃

で１人前からＯＫ。会 食や集会用

学生さんも」と永井さん。

もたれしないコーン油の気遣いも。

の大口も頼めます。

やわらかとんかつ ありがたや

☎0566-35-0150

刈谷市井ヶ谷町稲葉崎 28-1
ランチ 11:00～15:00 (ラストオーダー14:30)
ディナー17:00～22:00(ラストオーダー 21:30)
定休日
水曜日
駐車場
13 台
HP
https://tonkatsu-restaurant-216.
business.site/
@tonkatuarigataya
住所
営業時間
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お客様からの口コミ！
孫の受験のゲン担ぎに、家族で
「とん勝つ」を食べに来ました。
柔らかいので食べやすかったで
す。
(70代男性)

4

ラーメン店

自家製麺

クーポン持参で

Since 2012

１００円の商品をサービス

かり屋

2020年3/5～2021年3/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

手作り一品料理・本格醸成酒

Since 1984

3 おきあがりこぼし

(予約時にクーポン使用とお伝えください)

６名以上の女子会、飲み放題付きコース料理を
（お一人様）5,000円 (税込)→4,500円 (税込)
2020年3/5～2020年5/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

お宝情報があるかも?!

魚介だしの深い味が、
ほっそり麺によく似合う
刈谷の皆さんに愛される店に

一番人気の定番は「塩ラーメン（奥、780 円）」。煮干しの濃厚スープがクセになる「濃
厚煮干しラーメン（手前、850 円）」も人気上昇中です。オープンして２年。刈谷の皆
さんに愛される店になるよう、一緒に育てていっていただけたら嬉しいです。

店主が毎日自分で製麺

意外とヘルシーに食べられます

店主

平山栄柱さん

「サラリーマン御用達の店」という印象が強いですが、女性に人気のヘルシーメニューも。
職人が目利きした新鮮美味な刺身盛りと一緒に、名物のそば寿司（500 円）
、日替わり
出し巻き玉子（380 円）
、揚げ出し豆腐（350 円／全て税別）などいかがですか。

店長

浅野健太さん

だしは海の旨みが凝縮

シメはお茶漬け

愛知の日本酒やサワー

２階をリニューアル

仕事帰りのちょい飲みに

店内の製 麺機で、店主自ら製 麺。

３種の煮干しや昆布、削り節など

ラーメンの後は、シメのお茶漬け

愛 知県の日本 酒が勢ぞろい。「醸

2019年 12 月に２階をリニューアル。

囲炉裏端のような懐かしい雰囲気

国産小麦 100％で、少し硬め。歯

を入れた天然だしが旨い！ あっさ

を。ネギ、あられ、わさびをかけ

し人九平次（800円／税別）」が人

座敷ながら椅子席で、ゆったりと

がいい１階には、カウンター席も。

切れの良い細麺なのに、しっかり

りしながらも深みがあり、最後まで

たご飯にラーメンスープをかけて。

気です。季節ごとに変わるサワー

楽しめるようになりました。20 人

お腹の空いた仕事帰り、1 人でちょ

コシがあります。

スープを飲み干す人もいます。

ランチタイムはなんと無料。

は女性に好評です。

以上で貸切も OK。

い飲みもおススメ。

自家製麺 かり屋

☎090-9906-6525
住所

刈谷市松栄町 2-10-2

営業時間

ランチ 11:30～15:00 (LO 14:30)
ディナー18:00～22:00(LO 21:30)

定休日

火曜、木曜の夜

駐車場

専用駐車場 5 台（昼は店舗前共同）

@ramenkariya
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▶SHOP INFO

こってり系ラーメンの多いこの地
域で、魚介のダシが効いたあっ
さり系ラーメンが食べられる店。
清潔感のある店内はカウンター
のみながら入りやすく、女性や
家族連れにも人気です。

おきあがりこぼし

☎0566-22-2301
住所

刈谷市桜町 2-35

営業時間

17:00～22:30

定休日

日曜日

駐車場

なし

@abn0599v
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お客様からの口コミ！
カリアンナイト(飲み歩きイベン
ト)で知って以来、何度か来てい
ます。一品一品にこだわりが感
じられ、ここに来れば美味しく
お酒が飲めます。
(30代女性)

たこ焼・お好み焼・鉄板焼

6 蛸のてこ

Since 1998

クーポンご持参の方 たこ焼全種

５０円引き

※但し、
1 注文につき 1 品に限る。

2020年3/5～2020年6/30 まで有効
※他サービスとの併用不可

5

中華料理

Since 1988

亀城飯店

カラフル野菜で栄養満点

珍しい！洋風な味わい

パプリカ、玉ねぎ、エリン
ギ、ブロッコリー、ピーマ
ンが入り、野菜充実の丼。
栄養面もバッチリです。

醤油味のベースにケチャッ
プをプラス。味がまろやか
で食べやすくなり、色合い
も美しくなりました。

鶏肉はお口にピッタリサイズ
さいの目切りにした鶏肉は、
存在感がありながらも食べ
やすいサイズ。でんぷんの
とろみで食感も◎。

11 種類目のたこ焼です

スタッフ

藤田里美さん

大阪で修行した、「ふわっ」「とろっ」食感の大きめたこ焼。カレー、キムチなどいろ
んな味があり、一番人気はチーズ味。明太チーズたこ焼（10個 600円／税別）が 11
種目です。明太子の味わいとチーズのとろ～り感で、人気者になれるか楽しみです。

ボリューム満点弁当

４人程のプチ宴会にも

つまみにいかの姿焼き

たこ焼・お好み焼・焼きそば・鉄板

宴会メニューあり（２名～）。３品

いかの身の部分まるごと１匹のぜ

焼 など 組 合 せした 弁 当 が 充 実。

選んで1,500 円と1,800 円の２コー

いたく感と、ポン酢＋マヨネーズ＋

500円～(税別)で大満足のボリュー

ス。9 0分 飲み放 題は＋1,50 0円。

トマトのあっさり味付けが酒のつま

ム感。
電話での事前予約がオススメです。

宴会も事前予約がオススメです
（全て税別）
。

みに人気。680 円（税別）

蛸のてこ

☎0566-21- 4255
住所

刈谷市広小路 4-208

営業時間

11:00～22:00(ラストオーダー 21:15)

定休日

月曜日 ( 祝日の場合は翌日休 )

駐車場

あり (８台 )
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▶SHOP INFO

名鉄刈谷市駅徒歩 1 分。明るい
雰囲気の店内でたこ焼、お好み
焼などが楽しめる店。テーブル
席では目の前に鉄板があり、料
理がいつまでも温かく食べられ
ます。テイクアウトもＯＫ。

マイルドな中華を味わえます

私自身、あまり辛いのは苦手なこともあり、「ザ・中華」な辛さではなく、マイルド
で親しみやすい味を目指しています。鶏コウ飯（770 円／税込）
以外にも、
中華の定番・
マーボ豆腐やエビチリソースも、辛すぎないので味わってみてくださいね。
亀 城 飯 店

☎0566-22-5534
住所

刈谷市新栄町 3-201

営業時間

12:00～14:00、17:00～21:00

定休日

月曜日・火曜日

駐車場

あり (6 台 )
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▶SHOP INFO

店長

杉浦正さん

ボリューム満 点の中華 料 理で、
たっぷり食べたい層のファンが多
い 店。少な め 希 望 の人 向 けに
「ハーフ」や「小盛」も。大きな
唐揚げが付いたチャーハンセッ
ト（820 円／税込）が人気。

呑めるとんかつ屋

8

とんかつ

林家

Since 1987

7

イタリア料理

Since 2018

Pizzeria Bar T’
ottimo ピッツェリア
バール トッティモ

1000円以上ご注文の方

ソフトドリンク1杯サービス
2020年3/5～2020年12/29まで有効
※クレジットカード・他割引券併用不可

！
お宝情報があるかも?!

日本酒、焼酎が充実
愛知県の蔵元から仕入れる
日本酒、こだわりの焼酎や
ビールなど。揚げ物に合う、
スッキリしたお酒が人気。

地元愛知県の豚
まさしく豚！という味わい
の田原ポーク（田原産）と、
上品な味わいのいさむぽー
く（みよし産）の２種類。

本場イタリアのピザを届けたい

体に優しい無添加油

店長・ピザ職人
戸塚健太さん

油は自家製ラードにほうろ
く菜種油をブレンド。無添
加なので体に優しく胃もた
れしにくい。

お宝情報があるかも?!

夜の呑みメニュー増加中！

店主

林英紀さん

とんかつの美味しさはもちろん、時間・空間を楽しんでもらえる店でありたいと思っ
ています。夜の呑みメニューが徐々に揃ってきました。人気はどて煮（560 円／税別）、
レバカツなど。秋頃にはカウンター席もできるので、ひとり呑みにもどうぞ。

とんかつ 林家

イタリアで学んだ伝統のナポリピザを皆さんに食べて頂くため、食材や製法にこだわっ
ています。目の前で焼き上げるピザは小麦の香りと旨味が引き立つよう仕上げていま
す。修行時代の師匠のお店のように、
食事と会話が楽しい場所にしたいと思っています。

☎0566-23-2524
住所

刈谷市高須町 1-2

営業時間

11:00～14:00
17:00～21:00 (ラストオーダー 20:30)

定休日

火曜日

駐車場

あり (１２台 )

HP

https://ja-jp.facebook.com
/Tonkatsuhayashiya
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▶SHOP INFO

無添 加油でサクッとやわらかく
揚げたとんかつが 美 味しい店。
ランチタイムはロースかつ定食
(1,000 円／税別 ) が人気。夜は
地酒を取り揃え、豚を使った一
品メニューも楽しめます。

ランチの前菜がすごい

夜は宴会メニュー充実

前菜もドルチェも手作り

人気のランチ（1,000円～）の中でも

イタリアンは品よく静かに？ いい

メインとなるピザはもちろん、前菜

おススメはCセット。その日のオス

え、楽しくノリ良く皆さんで。夜は

からドルチェまですべて手作りにこ

スメ前菜を原価度外視で沢山盛り

宴会メニューが 3,500円／人～。ワ

だわり。イタリア産の食材や地元

付けます。

インはイタリア産が勢ぞろい。

野菜を使っています。

Pizzeria Bar T'ottimo

☎0566-91-3626

刈谷市新栄町 5 丁目 3-2
藤井ビル 1 階 4 号
営 業 時 間 ランチ 11:30～15:00
ディナー 17:30～22:00
水曜日
定休日
店舗前２台、店舗裏７台
駐車場
https://pizzeria-bar-tottimo.
HP
therestaurant.jp/
@pizzeriabartottimo
住所
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▶SHOP INFO

2018 年にオープンした、イタ
リアンを楽しめるお店。ナポ
リで修行した、戸塚店長が焼
くピザは、本 場イタリアらし
さにこだわった絶品です。

洋食屋

Since 2012

10 和・洋・食・酒 MAKOTO

ランチ・ディナー時にお食事の方

ソフトドリンク 1 杯無料
2020年3/5～2020年9/30 まで有効
※他サービスとの併用不可

9

パン屋

１０％割引

Since 1989

パリーズベーカリー

2020年3/5～2020年12/31 まで有効
※クレジットカード・他割引券併用不可

お宝情報があるかも?!

洋食の美味しさを地元刈谷に

オーナーシェフ
山口 誠さん

ホール担当
ひな子さん

一流ホテルで修 行し「洋食を気 軽に食べてほしい」と刈谷でお店を始めました。
オムライスは「ハッシュドビーフのオープンオムライス（1,000 円／税込）
」
、昔懐かし
い「ケチャップオムライス（夜限定・920円／同）」が好評。食べ比べてみてください。

毎朝食べたくなる食パンを

代表

稲生房雄さん

創業時から食パンに力を入れ、今は 21 種類販売しています。毎朝の食卓にのぼるも
のなので、品質にも価格にも安心感が大切。写真の「ホテルエンペラー
（１斤 300 円
／税抜）
」は、生クリームの割合が 25％。クリーミーでふんわりとした口溶けです。

夜は気楽に本格洋食を

コース料理で貸切ＯＫ

弁当・オードブルあり

パンの種類は100種以上

日替わりランチセット

受験生には「頭脳パン」

夜は季節に応じてメニューが変わ

室内は全18 席。コース料理（料理

弁当やオードブルも頼めます（要予

食パン以外も菓子パンや調理パン

毎日中身が変わるハンバーガー＋サ

北陸の人には懐かしい？頭脳パン。

り、鴨や鹿の肉も。本格派ながら

2,500 円、飲み放題付き（90分）
＋

約）。予算に合わせ、当日の仕入れ

が所狭しと並ぶ店内。100 種類以

ンドイッチにサラダとデザートが付

糖質をエネルギーに変えるビタミン

お値 段は良心的で 1,000～ 1,500

1,500 円）は２時間制で、12人以上

でオリジナルを作るのが得意だそ

上はあるそうです。子どもはくじも

いたランチセット。これで 500 円
（税

Ｂ１を多く含みます。仕事や勉強の

円前後。洋食に合うお酒も多数。

で貸切利用ＯＫ。記念日にいかが。

う。多数の際は事前注文を。

引けますよ。

抜）とはお得！

前にいかが。

和・洋・食・酒 M A K O T O

☎0566-87-5995
住所

刈谷市小垣江町中伊勢山 22-1

営業時間

ランチ 11:00～14:00 ( LO 13:30)
ディナー18:00～23:00( LO 22:00)

定休日

火曜、第 3 水曜休

駐車場

駐車場店前に 3 台
他 共同駐車スペース

お客様からの口コミ！
肉や魚をしっかりと楽しめる美
味しい洋食を食べられると聞
き、高く付くかな…と思ったの
ですが、お値打ちでビックリし
ました。
(30代女性)

パリーズベーカリー

☎0566-23-8470
住所
営業時間
定休日
駐車場
HP

刈谷市池田町 2-226
7:00 ～ 19:00
日曜日
あり (8 台 )
https://ameblo.jp/parisbakery1989/

@parisbakery1989

@parisbakery1

@parisbakery1989
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▶SHOP INFO

パンのおいしさや品揃えはもちろ
ん、明るい接客や楽しいサービ
スで地域から愛される店。2019
年でオープン３０周年に。毎週
金曜日は食パン 200 円の日（通
常 250 円～ 300 円）。

12

和菓子

御菓子所

Since 1930

1,000円 (税込) 以上お買い上げの方

かつなりくんサブレ１枚をプレゼント

みづ乃

2020年3/5～2021年3/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

あられ屋

Since 1945

クーポン持参で 1,000円 (税込) 以上お買い上げの方

粗品プレゼント

11 松下米華堂

2020年3/5～2020年6/30 まで有効
※他サービスとの併用不可

美味しく食べてほしいから
賞味期限が短いので、ご進物
よりも自宅使いや手土産
にオススメです。

皆に愛される逸品です
平 成 ２ ７ 年 に 「 刈谷産業
まつり・あなたが選ぶ逸品
大賞」
を受賞したくろまるくん
が、サイズ UP して新登場。
（１個１２０円（税抜）
）

北海道小豆の優しい味
厳選した北海道産小豆を使用。
さらっとした舌触りで、
優しい
味わいです。

皮の食感モッチモチ
国産の黒砂糖をたっぷり使い、
香ばしくモッチモチの皮に。
焦がしキャラメルでほんのり
と苦味をプラス。

想いと時間をかけて、美味しい米菓子を作っています

お店の隣にある自社工場で、あられやおかきを製造しています。気温や湿度で、生地
の固さは微妙に変化します。それを手のひらで感じ取り、
ベストな食感になるよう調整。
出来上がるまでは、もち米を洗ってから最低でも10日以上かかっています。

お宝情報があるかも?!

日常に笑顔を生むお菓子を

店主

水野浩司さん

御菓子所

「おいしい」は笑顔を生みます。菓子作りの日々の苦悩や努力は、すべてそのために
あるものだと思います。お客様の顔がパッと明るくなるような、お菓子を作っていき
たいです。新しくなった「くろまるくん」も、
皆さんに気に入ってもらえたら嬉しいです。
みづ乃

☎0566-21-0517
住所
営業時間
定休日
駐車場
HP

刈谷市御幸町 4-105
9:00～18:00
（日曜日のみ～17:00まで）
木曜日
あり ( 西側２台 )
http://a-wagashi.co.jp/

@lrt6395f

@miduno210517
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刈谷の亀城がモチーフ

ひな祭りや春のお祝いに

お子様のおやつに最適

刈谷の亀城から着想した、亀の甲

ピンクや緑の華やかさが美しい「オ

少量ずつ買える「テトラ」シリーズ。

羅を模したおかきの柄が印象的な

ヘギ」と「ボロ」は、冬から春の

各種買って味比べはいかが。歯も

「亀甲かき」。手土産・卒業・入学

人気商品。お雛菓子としてどうぞ。

丈夫になりそうな米菓子、お子さ

などのお祝いに最適。

▶SHOP INFO

創業 90 年余りの老舗和菓子店。
伝統を大切にしながらも柔軟な
発想で、新しいお菓子の開発に
も意欲的。「刈谷ならでは」とい
える商品も多く、市外への手土
産を探すのにも最適です。

松下米華堂

☎0566-21-0900
住所

刈谷市御幸町１丁目 56

営業時間

9:00～18:00

定休日

日曜、第３月曜

駐車場

あり
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んのおやつにもおススメ。

▶SHOP INFO

昭和 20 年の創業から３代目の現
在まで「刈 谷 のあられ 屋さん」
として変わらぬ味を守り続ける
店。自社ですべての商品を手作
りして頑張っています。

14

呉服

5,000 円（税抜）以上
お買い上げの方

Since 1871

きものの里

市川呉服店

５００円引き

2020年3/5～2021年3/31 まで有効
※１回１枚のみ使用可 他サービスとの併用不可

13

洋菓子・カフェ

Since 2016

Patisserie Lazry（パティスリーラズリー）

シュークリーム５個以上の購入の方
1,000円 (税抜)で
お買い求めいただけます

合計 1,100円 (税抜) のところを

2020年3/5～2020年6/30 まで有効
※他サービスとの併用不可

お客さんの口コミで大人気商品に
口コミで昨年ごろから人気
で、売り切れ続出のシュー
クリーム。１個 220円
（税抜）

カリカリ食感のシュー皮
「ガリッ」っとしたシュー皮
は食べ応えのあるクセにな
る食感！

大切な着物のお手入れは
きものアフターケア診断士にお任せ！

おいしいと評判のクリーム
コクのあるカスタード
クリームと当店オリジナル
ブレンドの生クリームを
合わせた濃厚な味わい。

お宝情報があるかも?!

長く美しく着られるお手伝いを

若女将

市川 智 美 さん

着物は買ったら終わりではありません。美しく着続けていただくためのお手伝いも
大切にしています。市川には
「きものアフターケア診断士」
が常時在籍。的確なお手入れ
やお直しを提案できる体制で、皆様の着物との暮らしを応援しています。

Before

After

クリームのボリューム満点
シュー皮の中にクリーム
がたっぷり詰まっていて
大満足！！

着物のシミ抜き

お手持ちの着物を現代風に

着物の寸法直し

シミの周辺を一度色抜きし、新た

色を染め変える「染め替え」、柄を

着物は着る人が変わっても、背丈

に染 めたり柄 置きしたりします 。

足す 「 柄 足し 」、 金 の 糸で 彩 る

や腕の長さに合わせて寸法を直せ

一緒に丸洗いを依頼すれば、より

「金 彩加 工」などの技 術で 眠って

ば着られます。寸法直しがご入用

綺麗になります。
きものの里 市川呉服店

いた着物が新たに蘇ります。

☎0566-21-5050
住所

刈谷市広小路 5-25

営業時間

9:30～19:00

定休日

水曜日（祝日の場合は営業）

駐車場

あり (２０台 )

HP

https://kimononosato.co.jp/
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でしたら相談ください。

▶SHOP INFO

明 治４年 創 業 の 老 舗 呉 服 店 。
常時 500 点を超える振袖や訪問
着などの品揃えと、長年培って
きた確かな知識、技術に定評あ
り。販売やレンタルはもちろん、
アフターケアにも力を入れています。

お宝情報があるかも?!

ケーキとカフェで至福の時間を

オーナーパティシエ
村松閲造さん

当店は「お客様に至福の時間を」をコンセプトに常時３０種類を超える色とりどりの
プチガトー、
焼き菓子などを提供しています。明るくナチュラルな店内にはカフェスペー
スもありますので、
当店自慢のケーキとドリンクで“幸せなひと時”をお過ごしください。

Patisserie Lazry

☎0566-28-6778
住所
営業時間
定休日
駐車場
HP

刈谷市半城土中町 2-28-17
10:00～19:00
第１・第３月曜日、毎週火曜日
（祝日の場合は変更あり）
あり (７台 )
http://www.razry.co.jp/

@patisserie_lazry
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お客様からの口コミ！
甘さ控えめのかわいいケーキが
沢山あるので、自分用や友人へ
の手土産用でよく利用します。
美味しいコーヒーのテイクアウ
トもできるのでオススメです。
(20代女性)

映画館

Since 1954

→

( サービスデーは使用不可 )

16 刈谷日劇

一般料金

1,700 円

1,200 円

2020年3/5～2020年9/30 まで有効
※他サービスとの併用不可

美容室

新規来店に限り、カットまたはカラー施術の方

Since 2019

システムトリートメント 通常 1,500円→800円に

15 美容室かのん

2020年3/5～2021年3/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

まちの小さな映画館は
世界へと続く扉

お宝情報があるかも?!
お宝情報があるかも?!

お宝情報があるかも?!

加齢とともに髪もケアが大切に

映画から世界の「今」を知って

60 席ほどある２つのスクリーンで年間約 150 本、世界各国の映画を上映しています。
ここは大きな映画館とは違う「まちの映画館」
。刈谷周辺の人たちが世界の多様な考え
や文化に触れられるよう、ドキュメンタリーからコメディーまで幅広く揃えています。

支配人

堀部昭広さん

スタイリスト
相川佳奈さん

カラーの染料や施術法を工夫し、10 年先も健康な髪を保つための、頼れる美容室を目指
しています。写真の「チューニングオンカラー」は、グレーカラーと髪のうねり直しがプ
ラス 30分でできるメニュー。髪への負担が少なく、短時間、自然な仕上がりで人気です。

映画で世界一周しよう

狙い目は「３」の日

懐かしのフィルム映写機

香草カラー

ウィッグは美容室で

システムトリートメント

映 画は世界 各 国から。10 ヶ国の

通常の一般料金 1,700 円がお値打

デジタル全盛の今ではほとんどの

カラーの種類が豊富な同店の中で

フォンテーヌのウィッグ取扱店（試

美 容 師 歴 の 長 い 相 川 さんで も

映画を観ると無料招待チケットが

ちになる日も。一番お得なのは３日、

映画館から姿を消したフィルム映

も、髪が傷んでしまった人にお勧

着可、３万円程度～）。ウィッグの

「このツヤとサラサラ感はすごい」

もらえる「刈谷日劇で映画を観て、

１３日、２３日、３０日、３１日の

写 機。まだまだ 働けるぞ！と出 番

め。ヘナ、ハーブ、漢方植物の染

お手入れや、ウィッグ色に合わせ

と驚いた、感 動レベルのトリート

世界一周しよう」キャンペーン中。

３が付く日で、1,000 円に。

を待っています。

料で、髪を自然に元気にします。

た自分の髪染めができます。

メント。1,500 円（税込）。

刈谷日劇

☎0566-23-0624

刈谷市御幸町 4-208
愛三ビル 5F
営 業 時 間 10:00～22:00
なし
定休日
あり (100台 )
駐車場
https://kariyanichigeki.com/new
HP
/index.html
@kariyanichigeki
@kariyanichigeki
住所
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▶SHOP INFO

名鉄 刈谷市 駅 徒 歩１分。
「県内
ではここでしか見られない」とい
う映 画もあり、出演 者や監 督、
原作者が舞台挨 拶に訪れたり、
映画ファンが遠くから足を運んだ
りもする、文化の発信地。

美容室かのん

☎0566-66-8328
住所

刈谷市今川町山ノ神 154-2

営業時間

9:00～19:00

定休日

毎週火曜日

駐車場

２台

その他

予約優先
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お客様からの口コミ！
白髪が気になり始め、グレーカ
ラーが得意な美容室を探してい
ました。明るい色に染めました
が色もちが良く気に入りました。
(40代女性)

ジュエリー・婚約指輪・結婚指輪

18 ジュエリー伊藤

Since 1961

ご成約いただいた婚約指輪・結婚指輪に

１石をプレゼント

ブルーサファイヤ、ルビー、
ピンクサファイヤのうち

2020年3/5～2021年3/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

婦人服・ネイルサービス

Since 1989

17 くろーどプレステージ

初来店で店内商品をお買い上げの方には、

当店

5,000円分 商品券をプレゼント！

2020年3/5～2021年3/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

大人の女性らしい上質感を

フラッと立ち寄れる
気軽さが喜ばれています

40 代からの女性の美しさを表現する服を揃え
ています。大切なのは「上質感」「着心地の
良さ」
「シルエットの美しさ」
。写真は、気品と
透明感を感じさせるＰＬＡＴＩＮＥの
ワンピース。季節ごとにジャケットや
コートと合わせて楽しめます。

「相談しやすい居心地のいいお店」を目指して
います。１週間納品もできるので、プロポーズ
を考える男性もぜひ！

店長

店長

杉浦優子さん

伊藤了太さん

世界で二人だけの指輪

新ブランド・ＰＩＮＥＴＡ

ブライダルリン グクリ

新ブランドが 登 場。日

エーター・藤 原 真介氏

本 製でカジュアルな中

が、目の前 で デザイン

にも美しさと大 胆な遊

画を起こしてくれるイベ

び ゴコ ロ を 感 じ る 服。

ントを、３か月に１度程

写真はスカート 22,000

度開催。TEL にて相談。

円（税別）。

かわいいベビーリング

有名ブランド服が充実

ベビーリングが人気！夫

店内はカジュアルからプ

婦の結婚指輪とお揃い

レタポルテまで 幅 広く

で作ることができます。

品 揃 え。ミラショーン

と に か くか わ い い と

やマックスマーラなど、

評 判！

有名ブランド服が揃って
います。

メンテナンスはお気軽に

購入後のお直しで安心

指 輪 の サイズ 直しや、

美しく見 えるに は、服

お念珠の修 理、パール

のシルエットやバランス

の糸替えや、ジュエリー

感 が大 切。ピッタリに

のメンテナンスはお気
軽に。時計の電池交換

直してもらえるのは、洋

お宝情報があるかも?!

服 の 仕 立てをしてきた
同店だからこそ。

もしています。

ジュエリー伊藤 Jewelry Ito

☎0566-21-3124
住所

刈谷市広小路 4-209

営業時間

10:00～19:00

定休日

火曜日・水曜日（祝日は営業）

駐車場

４台

HP

http://www.j-ito.jp/
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お宝情報があるかも?!

▶SHOP INFO

約60年の歴史を誇る宝石店。婚
約指輪、結婚指輪以外にも、冠
婚葬祭に必要な真珠や親から受
け継いだ宝石のリフォームなど、
生 涯にわたり寄り添ってくれま
す。宝石で人生をより豊かに。

くろーどプレステージ

☎0566-21-0054

刈谷市高津波町 7-702
10:00～18:00
水曜休
３台
https://kariya-shop.com/author
/cld-ps/
@yuko225_prestige

住所
営業時間
定休日
駐車場
HP

KARIYA傑作特選集 20

お客様からの口コミ！
友達にアドバイスをもらうよう
な感じで似合う服の提案はもち
ろん、時には新たな発見もあり
わくわくさせてもらえる素敵な
お店です。
(50代女性)

生花・造花

Since 1999

20 ミルフルーリストＲ155 店

お持ち帰り商品

( 配達はできません )

10％OFF

2020年3/5～2020年12/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

ヘアーサロン・ネイル・脱毛

19 SPIC 東刈谷

Since 1974

初回利用の方のみ

トリートメントアンジュまたは
bubbled O3 どちらか

3０％OFF

2020年3/5～2020年6/30 まで有効
※他券との併用不可 ( 要予約 )

お宝情報があるかも?!

お宝情報があるかも?!

アレンジはいつもオンリーワン

代表取締役

石川友美 さん

場をパッと華やかにするフラワーアレンジメント。お客様の希望や雰囲気、用途に合わ
せ、花の仕入れからアレンジまで１週間以上かけてオンリーワンの作品に仕上げます。
インスタで作品紹介をしているので、希望に近い作品を伝えていただくとスムーズです。

「明日はもっとキレイな私」
を
実現させる、
ミラクルサポーター
O3（オゾン）の泡から出たら、春。

O3 の細胞活性作用を応用したサロンサービス bubbled O3（バブルドオースリー）
が新
登場。自ら抗酸化に向かうスイッチを細胞にインストール。施術の後、
すぐにわかる違い、
翌朝の変化をご体感ください。ご興味のある方はサロンにお問い合わせください。

トータルスタイリスト
山内夏生さん

ブーケを永久保存加工

ギフト選びが楽しい店

花キューピット加盟店

まつ毛パーマ

結婚式のブーケなどの永久保存加

店内にはプリザーブドフラワーや

「即花」（当日のご注文、その日の

人気 No.1メニュー。トリートメント

毛先のパサつき、広がりやくせ毛が

デトックスで血流を良くして、自律

工ができます。持ち込みも受付け

ハーバリウムなど贈り物にピッタリ

うちにお届けする）は花キューピッ

をしな がらパ ーマ をか ける の で

気になるけど、ストレートパーマはイ

神経のバランスを整えます。疲れ

ています。

の商品多数。スタッフ独自のセン

トの加盟店へご来店のお申込のみ

まつ毛が傷まずハリのある仕上が

ヤな方必見！驚きの艶とまとまり♥

も取れ、小顔、リフトアップが期待

スが光るオリジナルギフトも。

可能です。

りに。3,800 円（税別）

6,000 円（税別）～

できます。5,000 円（税別）～

ミルフルーリストＲ１５５店

☎0566-23-1187
住所
営業時間
定休日
駐車場
HP

刈谷市池田町 2-216
月～土 10:00～19:00
日 9:00～18:00
正月７日間休
８台
https://mille-fleuriste.hanatown.net

ミルフルーリストR155 店

#ミルフルーリスト
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▶SHOP INFO

国道 155 号沿いにある花の専門
店。花を贈る楽しさや贈られる
幸せを感じさせるアイデア作品の
数々には、男 性ファンも多 数。
リピーターも多いです。教室や
ワークショップも開催。

SPIC 東刈谷

トリートメント『アンジュ』

☎0566-22-6326

刈谷市板倉町 2-7-13
水～土曜日 9:30～17:00
日曜日 9:00～16:00
毎週月曜、第一・三火曜
定休日
あり (８台 )
駐車場
http://www.cosme.net/ispot/s
HP
/spic-salon/
@kaede812nachi
住所
受付時間
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デトックス

お客様からの口コミ！
分からないことや不安なことを
聞くと、何でも答えてくれるの
がすごい！ 楽しいし、ためにな
る場所です。
(30代女性)

墓石建立・メンテナンス

22 いづか石材店

ノベルティ製作・福祉用具販売レンタル

Since 1809

21 市川商事株式会社

お墓のことは分からない
だからこそ地域の専門店へ

お宝情報があるかも?!

お墓の「どうしよう？」はお任せ

お墓という存在は、家とかなり似ています。新築もリフォームも、間違いなくやりたい
けれど誰もがほぼ素人。特にお墓は宗派などもあり、不安も大きいですよね。お墓の
ことは全てどーんとお任せください。いつでも、どんな小さなことでも、力になります！

Since 1969

車椅子が人力車に変身！

お宝情報があるかも?!

私たちの仕事は笑顔を生むこと

六代目

猪塚有彩 さん

一見別物に見える「ノベルティ製作」と「福祉用具販売・レンタル」という私たちの業
務内容は、
「地域の人の笑顔を生む」という点でつながっています。
「じんりきクイックツー」
も「災害時にこれがあれば、地域で助け合いができる」という思いで販売を決めました。

じんりきクイックツー

代表取締役
市川晶也さん

国産・国内加工の墓石

戒名・法名の追加彫り

ＩＴを使い現代らしく

普段の車椅子

商品装着した車椅子

中国産・海外加工の墓石が増えて

戒名・法名が陰影を伴って美しく

ipad 片手にＬＩＮＥでお客さんとや

一般的な車椅子なら取付可。災害時

後ろに車 椅 子を押す人 がいても、

テコの原理によって、楽に前輪が

いる中、厳 選した国 産 材を使い、

見えるよう「深 彫り」を採用。同

り取りする六代目。ＣＡＤを使って

にはこれを使い、元気な学生が被災

たった１ｃｍの段差さえ前輪を浮か

国内で加工した墓石 100％。遠い

時に 墓 石 専用に開 発された免 震

墓石の立体イメージを見せるなど現

者を運んだりも。日本発明振興協会

せるのが難しいという現状です。

未来まで品質が保たれる墓石です。

パットを取り付けます。

代的で分かりやすく。

いづか石材店

☎0566-21-0953

（スタッフ不在の場合も電話は転送で繋がります）

住所

刈谷市司町 7-47

営業時間

9:00～21:00

定休日

不定休

HP

https://www.izuka-sekizaiten.co.jp/
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▶SHOP INFO

江戸時代から続く石材店。現在
は五代目・高章さんと六代目・有
彩さんが、墓石の新築やリフォー
ム、メンテナンスを実施。歴史の
長さと地域密着のフットワークの
軽さで頼りがい抜群です。

「発明大賞」受賞。
（49,800 円／税別）

市川商事株式会社

☎0566-22-2112
住所

刈谷市広小路 5-59

営業時間

9:00～18:00

定休日

日曜日

駐車場

あり (20台 )

HP

https://www.ichikawa.biz/
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浮 いた状 態 に。車 椅 子 を前から
「引っ張る」形で、力のない方 で
も簡単に段差を越えられます。

▶SHOP INFO

明治４年創業の市川グループの
一員。福祉用具の販売やレンタル、
ケアプラン作成などの在宅介護
事 業 や、旗 やＴシ ャ ツ な ど の
ノベルティ製作。地域に密着した
アイデ アと対 応 力が 光ります。

24

輸入車販売・整備

株式会社

Since 2015

テイラー

カーエアコンクリーニングをご注文
頂いた方に、5,000 円 引きします。
2020年3/5～2021年3/31 まで有効
※他サービスとの併用不可

介護タクシー

Since 2015

23 こうしん介護タクシー

お宝情報があるかも?!

「車内の臭いが取れないな…」
それ、
エアコンのカビやホコリのせいかも

マグネット贈呈

2020年3/5～2021年3/31 まで有効

※先着 300 名様

お宝情報があるかも?!

頼りになる介護タクシー

車のエアコンにもクリーニング

家庭のエアコン同様、車のエアコンにもゴミや埃がたまり、カビが発生、空気を悪く
します。車内は密室、エアコンを掃除して、きれいな空気で満たしませんか。クリーニ
ング１台につき１～２時間、
２～３万円です。気軽にお電話を。お宅に出張もできます。

初めてのお客様

お困りごとは、ございませんか？

代表

近藤礼履さん

福祉課課長・ドライバー

吉田千秋 さん

困っている方の「力になりたい」と始めた介護タクシーも 4 年が経過し、お客様から
の「ありがとう」の言葉が何よりの励みです。スタッフ全員が親切・丁寧を心がけ、
常にお客様をサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。

専用洗剤がパワー抜群

エアコンだけじゃない

カッコいい輸入車多数

刈谷で47年、弘伸運輸

車椅子のままで乗れる

知識を深め、寄り添う

近藤さんが何度も試行錯誤してた

「クリーニングの時に車周りをざっ

輸入車の販売やメンテナンスが事

自動車部品及び食料品を中心とし

車 椅 子 や 寝 台 の 移 動 可 能なタク

ご利用者様一人一人に寄り添う仕

どり着いた洗剤は、人体や環境に

と見てあげることも」と近藤さん。

業の中心なので、テイラーにはカッ

た貨物運送に携わり 47 年「㈱弘

シーを配備。自立歩行や車椅子で

事だから、身体的な苦痛や気持ち

優しい自然由来成分なのに、殺菌

専門家だから、車のことが良く分

コいい輸入車がいっぱい。好きな

伸 運 輸」の 介 護タクシーだから、

の移動が困難な方には、ストレッ

を学ぶため、研修や勉強会に積極

効果抜群、持続性ピカイチ。

からない素人には強い味方。

人は要チェック！

安心と信頼性抜群です。

チャーもご利用頂けます。

的に参加しています。

株式会社テイラー

☎0566-91-2600
住所

刈谷市井ヶ谷町西石根 1-73

営業時間

10:30～19:00

定休日

不定休

駐車場

有

HP

http://www.taylor.jp/
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お客様からの口コミ！
車に乗ると子どものくしゃみが
激しかったのですが、クリーニ
ング後、ピタッとおさまり驚き
ました。
(30代男性)

こうしん介護タクシー

☎0120- 47-1148

刈谷市東新町 5-209
【㈱弘伸運輸内】
営 業 時 間 8:00～17:00
土日は応相談
定休日
あり
駐車場
http://www.katch.ne.jp/̃koshin/
HP
住所
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お客様からの口コミ！
私の自宅は、エレベーターの無
い４階です。寝たきり状態で移
動が大変困難なのに快く乗せて
下さいました。大変感謝してい
ます。
(70代女性)

通信業

Since 2019

リノベート・クルー
25 （一般社団法人
日本自由化事業協会
家計の節約から

抽選で商品券をゲット！
刈谷市商店街連盟の加盟店でご利用できる♪

ペンギンモバイル正規代理店）

権利収入へ

「スマホによる家計の負担を減らしたい」とい
うペンギンモバイルの考え方に共感して代理
店になりました。わが家は成人した子どもも
含め６人 家 族 で すが 、 年 間で
50 万円以上も安くなりました。
費用のシミュレーションだけでも
お気軽にどうぞ！
代表

白崎浩三さん

払う側からもらう側へ
ただ 今、ユーザー・代
理店・FC（スマホ修理・
SIM 販売）募集中！
詳しくは説明会にて。

ペンギンひかり登場‼
次 世 代 IPv6 テクノロ
ジーで最大１Gbps の光
インターネットに接続！
業 界 初 の「オーバード

キャンペーン応募期間
2020年 ３月５日 〜 ６月３０日
参加方法
および
応募のルール
について

当選発表
について
2020. 月下旬
予定

７

ライブオ プション」も
採用‼

未来は５Ｇがひらく
スマホの機能や通信業

本誌の掲載店 (２５店 ) で、キャンペーン期間中に発行された税込３,０００円以上のレシート又は、
領収書 ( 複数店・複数枚の合算も可 ) を応募用紙 ( 本誌の P３０に掲載 ) に添付し、必要事項を
ご記入の上ご応募ください。応募の宛先は本誌の掲載店 (２５店 ) の店頭に直接お持ちください。
※郵送、メールなどの電信ではご応募いただけません。

界を取り巻く環 境など
の知識を深める勉強会
でスマホのプ ロに。サ
ポート体 制も充実で 安

キャンペーン期間中に本誌の掲載店 (２５店 ) で発行のレシートまたは領収書に限り有効です。
上記の賞品は応募締め切り後、厳正なる抽選の上で当選者を決定し、結果発表
( 抽選結果 ) は、賞品の発送または刈谷商工会議所のキャンペーン特設 Web
サイトで発表いたします。
http://wakuwaku.kariya-cci.or.jp

※Web サイトでの当選発表を希望されない方はご応募いただけません。
※応募用紙に記入漏れがある場合は無効となります。
【お問合せ先】刈谷商工会議所 TEL.０５６６ 21 ０
３７０(電話受付時間は平日8:30～17:30)
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心。

リノベート・クルー

ちょっと待って‼
ケータイ代
一生払い続ける
おつもりですか⁉

☎090-4183-8089
住所

営業時間
定休日
駐車場
HP

刈谷市半城土町大湫 99-3
悠遊舎 3 階
10:00～19:00
土曜日・日曜日・祝日
有
https://ameblo.jp/kokorishirayama/
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お宝情報があるかも?!

お客様からの口コミ！
これまで大手携帯会社で契約し
ていたので、正直不安も。でも
ちゃんとサポートいただけまし
た。
(40代女性)

ワクワクキャンペーン応 募用紙

クーポンのご利用方法およびご注意

●
「KARIYA 傑作選特集 2020」でクーポン内
容が記載された店舗のみで利用可。
●提示条件・提示方法は各店にご確認ください。
●有効期限、特典内容は各店舗の特典記載事項
をご確認ください。
●他サービスとの併用不可。

KARIYA傑作特選集 2020

レシート(または領収書) はここに添付してください。

応募方法

最大有効期限2021年3月末日

※特典内容・使用条件・ご利用期間は店舗によって異なります。

クーポンのご利用方法およびご注意

●
「KARIYA 傑作選特集 2020」でクーポン内
容が記載された店舗のみで利用可。
●提示条件・提示方法は各店にご確認ください。
●有効期限、特典内容は各店舗の特典記載事項
をご確認ください。
●他サービスとの併用不可。

応募用紙のコピー利用可

●本誌の掲載店 (２５店 ) で、キャンペーン期間中に発行
された税込３,０００円以上のレシート ( 領収書 ) を
応募用紙 ( 本誌の P３０に掲載 ) に貼付し、必要事項を
ご記入の上、本誌の掲載店 (２５店) の店頭に直接ご応募

本誌の掲載店で
キャンペーン期間中に
発行された
税込３,０００円以上の
レシート(または領収書 )
を添付してください。
※複数店・複数枚の合算可

ください。
※複数店・複数枚の合算も可

ふりが な

※郵便、メールなどの電信ではご応募いただけません。

お名前

⬅セロハンテープや糊 ( のり) で
しっかりと貼り付けてください。
お 一人 様 何口でもご応 募いただけますが、応募用紙１枚に
つき１口とさせていただきます。レシート(または領収書 ) は、
店舗名・領収日・金額がはっきりとわかるものを添付しご
応募ください。なおコピーでのご応募は無効といたします。
※当選者への賞品の発送は応募用紙に
ご記入いただいたご住所にお送りいたします。

姓

●お一人様何口でもご応募いただけます。応募用紙１枚

KARIYA傑作特選集 2020

につき１口とさせていただきます。
●クレジットカードでお買い上げのレシート ( 領収書 ) の
場合は、個人情報保護のため、カード番号・お名前部分

最大有効期限2021年3月末日

※特典内容・使用条件・ご利用期間は店舗によって異なります。

クーポンのご利用方法およびご注意

●
「KARIYA 傑作選特集 2020」でクーポン内
容が記載された店舗のみで利用可。
●提示条件・提示方法は各店にご確認ください。
●有効期限、特典内容は各店舗の特典記載事項
をご確認ください。
●他サービスとの併用不可。
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を切り取るか、塗りつぶしてご応募ください。
●レシート ( 領収書 ) のコピーでのご応募は、無効となり
ますのでご注意ください。
●酒・タバコ類の購入によるご応募は２０歳以上の方に
限らせていただきます。
●応募用紙に添付されたレシート ( 領収書 ) は、いかな
る理由があっても返却はできません。ご了承ください。
●レシート ( 領収書 ) の印字の上にテープを貼ると印字
が消える場合があります。印字部分を避けてテープをお
貼りください。
●お客様にご記入戴いた個人情報は、主催者が当選者

最大有効期限2021年3月末日

※特典内容・使用条件・ご利用期間は店舗によって異なります。

の発表及び賞品の発送に限り使用いたします。お客様の
同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供する
ことはございません。( 法令により開示・提供を認めら

刈谷商工会議所は、

れた場合を除きます )

地区内における商工業の総合的な改善発達
を図るとともに、社会一般の福祉の増進に
資することを目的としています。

●ご記入いただきました個人情報は、キャンペーン終了
後６ヶ月をもって破棄します。
KARIYA傑作特選集 31

性別

名

女
市 区

愛知県

ご住所

男

郡

電話番号

アンケート用紙

Q. このキャンペーンは何でお知りになりましたか？ ( 該当するところを◯で囲んでください )
本誌

ウェブ検索

刈谷ホームニュース広告

回覧板チラシ
SNS

配布のティッシュペーパー
口コミ・紹介

その他 (

）

【注意事項】

※Web サイトでの当選発表を希望されない方及びアンケート用紙にご記入のない場合は
ご応募いただけません。また、ご応募は愛知県内にお住まいの方に限らせていただきます。

レシート有 効 期 限

２０20 年３月５日 (木) ～６月３０日(火)まで

応募締切日 ２０20 年６月３０日(火)※当日お持込みまで有効
当選発 表 ２０20 年７月下旬 ( 予定 ) 発 表。賞品の発送または刈谷 商工会 議 所の
キャンペーン特設 Webサイトで発表をいたします。
必 要事 項をご明 記の上、本 誌掲載 店 (25店) の店頭へ直接お持ちください。
●当選賞品が住所不定等により返送された場合は、刈谷市社会福祉協議会に寄付いたします。
●応募用紙に誤記・記入漏れがある場合は無効となり、応募用紙は刈谷商工会議所が適切に管理いたします。

お問合せ先 刈谷商工会議所 〒４４８ 8503 刈谷市新栄町3 26
TEL.０５６６21 ０３７０(電話受付時間は平日8:30～17:30)
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最大有効期限2021年3月末日

ご利用方法は、右記のクーポン券を切り取って下記
の店舗にてご利用ください。
クーポン券の特典内容・使用条件・ご利用期間は店舗
によって異なります。各店舗の詳細ページをご確認
ください。

店名

詳細ページ

食を楽しむ

P4
P6
P7
P9
P10
P12
P13
P14
P15
P16

やわらかとんかつありがたや
おきあがりこぼし
自家製麺 かり屋

蛸のてこ

Pizzeria Bar T’ottimo(トッティモ)
パリーズベーカリー
和・洋・食・酒 MAKOTO

松下米華堂
御菓子所みづ乃

Patisserie Lazry (ラズリー)
生活を楽しむ

市川呉服店

P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

美容室かのん
刈谷日劇
くろーどプレステージ
ジュエリー伊藤
SPIC東刈谷

ミルフルーリストR155店
生活に役立つ

こうしん介護タクシー
株式会社テイラー

P26
P27

※特典内容・使用条件・ご利用期間は店舗によって異なります。

クーポンのご利用方法およびご注意

●
「KARIYA 傑作選特集 2020」でクーポン内
容が記載された店舗のみで利用可。
●提示条件・提示方法は各店にご確認ください。
●有効期限、特典内容は各店舗の特典記載事項
をご確認ください。
●他サービスとの併用不可。
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最大有効期限2021年3月末日

※特典内容・使用条件・ご利用期間は店舗によって異なります。

クーポンのご利用方法およびご注意

●
「KARIYA 傑作選特集 2020」でクーポン内
容が記載された店舗のみで利用可。
●提示条件・提示方法は各店にご確認ください。
●有効期限、特典内容は各店舗の特典記載事項
をご確認ください。
●他サービスとの併用不可。
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最大有効期限2021年3月末日

※特典内容・使用条件・ご利用期間は店舗によって異なります。

クーポンのご利用方法およびご注意

●
「KARIYA 傑作選特集 2020」でクーポン内
容が記載された店舗のみで利用可。
●提示条件・提示方法は各店にご確認ください。
●有効期限、特典内容は各店舗の特典記載事項
をご確認ください。
●他サービスとの併用不可。

２０２０年３月５日発行

編集・発行 / 刈谷商工会議所・刈谷市
本誌についてのお問い合わせ先 / 刈谷商工会議所
〒448-8503 刈谷市新栄町 3-26

人が輝く
安心快適な
産業文化都市

（ 平日 8：30～17：30）
TEL.0566-21-0370
電話受付時間は

