
ユニー株式会社ピアゴ八剱店 八剱町長野1-3 DCMカーマ21岩倉店 八剱町長野1-1

ピアゴ八剱店専門店会 ニワホーム株式会社 神野町縄境7

         洋菓子のタカラブネ 河口畳店 中本町中北裏17

         麺・丼　ほなみ 小島金物店 本町畑中3-1

         サンリフォーム エディオンヤマカワ 本町宮東15

         ＢＯＯＫＳ　えみたす （資）服部電機 新柳町三丁目61

         クリーニング青山 パナショップ岩倉栄　マスノ電気 栄町二丁目72

アピタ岩倉店 旭町一丁目25 有限会社シバコウ 下本町下市場21

アピタ岩倉店専門店街 ㈱エースデンキ 下本町燈明庵101-3

         くまざわ書店 ㈲森磯 曽野町18

         キクチメガネ Cherry Rose Café 井上町井出北474

         シュープラザ めん処　丸加 八剱町字大塚198-1

         スガキヤ 鮨処　清蔵 八剱町下り松46

         Ｓｅｒｉａ（セリア） くらんべりー 八剱町野間78-1

         お茶の新楽園 喫茶メイソオ 鈴井町観音寺38-1

         グレース 喫茶軽食　亜朱羅 東町長山103

         ソフィ川スミ 食事処　東乃里 東町長山68-2

         さくら屋 いいかふぇ 東町東市場屋敷128

         サンマルクカフェ Café くるり 東町東市場屋敷263-2

         グリーンパークストピック なまずや岩倉分店 中本町出口白山15-1

         ママのリフォーム Café＆Foods とみ 中本町東葭原22

         SENTiR(センティア) 純系名古屋コーチン料理千成 中本町東葭原32-3

         わくわく広場 和食にわ 中本町南加路桶19-1

         クリーニングのサンワ 焼肉ダールフルット 本町一丁田27-2

         SUIT SELECT 焼肉モランボン 西市町西市前81-4

         風フラワー 和食さと岩倉店 新柳町三丁目26

         美濃味匠 串揚専門店一元 栄町一丁目54

         パリクロアッサン 旬屋波たの 栄町一丁目70　中圓ビル1F

ナフコ不二屋岩倉店 東新町南江向24-5 パンと珈琲の店　アミー 栄町一丁目70　中圓ビル1F

バロー岩倉店 本町神明西20 味噌おでん　くろさわ 栄町一丁目94-1　みそのビル1F

コープいわくら 大地新町三丁目44 居酒屋バー　エリート 栄町二丁目46　2F

丸岩薬局 本町神明西8-12 和らぎ酒房　隠家 栄町二丁目80セラビル1F

Ｖドラッグ岩倉西店 西市町松下33-1 八百初・和蔵 下本町下市場125

スギドラッグ岩倉団地店 下本町燈明庵98 ダールフルット岩倉本店 下本町下市場125-3

サンドラッグ岩倉店 旭町一丁目11 御食事処京屋 下本町下市場17

ライオン薬局 大地新町一丁目52 朝太郎 昭和町二丁目18　ブランチPS

ドラッグユタカ岩倉店 大地新町一丁目72 美濃路　岩倉店 旭町一丁目30

スギドラッグ大地店 大地町郷前11 うなぎ亭不二 旭町一丁目29

スズキ薬局 旭町2-51 ハートレイ 大地新町三丁目77-1

ファミリーマート岩倉八剱町店 八剱町18-5 きみひろ 大地町野辺5

セブンイレブン岩倉神野町店 神野町平久田16 喫茶大喜 野寄町五郎7-1

ファミリーマート岩倉東町藤塚店 東町藤塚147 みっちゃんの店 大地新町一丁目53

ファミリーマート新岩倉中本町店 中本町西葭原5-3 ADOOR 野寄町西浦36-2

セブンイレブン岩倉大市場町 大市場町順喜93-1 天ぷらの里　天 川井町村西3

セブンイレブン岩倉駅東口店 本町一丁田27-2 焼肉　縁 新柳町2-96

セブンイレブン岩倉駅西 新柳町一丁目49 BON POINT CARDIN 川井町折口59-1

ファミリーマート岩倉新柳町店 新柳町一丁目6 三丁目の米乃家 下本町下市場111

ファミリーマート岩倉旭町一丁目店 旭町一丁目45 hair shop hori 石仏町天王8-1

ローソンストア100岩倉中央町店 中央町一丁目1 M's hair higuchi 八剱町2126-1

ファミリーマート岩倉大地新町店 大地新町三丁目13 Salon･舞 東町東市場屋敷38

セブンイレブン岩倉大地町南 大地町長田41-1 HAIR＆BEAUTY Fairy's room 中本町東葭原32-7　水野ﾊｲﾂ1F

セブンイレブン岩倉野寄町店 野寄町西海道23 Ease 中本町古市場51-1

ほのパン 神野町縄境34 HAIR'S MASUDA ヘアーズマスダ 中本町南加路桶21-8

あけぼの堂 中本町中市場15-4 髪工房ヒロミ 新柳町一丁目9

やおつね 中本町中市場3 アレイズヘアー 栄町一丁目70　中圓ビル1F

加登屋　菓子舗 中本町中市場44-1 岩倉理容 栄町二丁目78　ASビル1F

鳥鉄 中本町西出口76-1　SHALOM1階 理容吉村 下本町下市場115

名古屋コーチンの店　鳥勝 本町畑中21 美容室コサージュ 下本町下寺廻72-4

（資）米常商店 本町宮東15 美容サロン・サニー 下本町城址142-27

御菓子所かめや 本町宮東38 ビューティサロンいとうLa.B/s 昭和町一丁目33

㈱魚初 栄町二丁目15 ノザキ理容 曽野町38

㈲ステファン・ペペ 栄町二丁目80 セラビル1F メナード化粧品フェイシャルサロン･ルミナール 大山寺町777 ﾊｰﾙﾋﾟｨﾋﾙｽﾞ777-1B

宇治香園 栄町二丁目99 小島モータース 本町上郷前19-2

㈱リカーマウンテン岩倉大地店 大地新町一丁目25 Car care コロンブス 西市町竹の宮32-11

プチアマンド 大地新町二丁目45 有限会社関戸自動車 西市町稗原1

ほっともっと岩倉大地新町店 大地新町三丁目73 ㈱関戸鈑金 西市町稗原1

角善 曽野町40 オートプラザ大野自動車 新柳町二丁目9

米の大和屋 大山寺本町16-9 スズキアリーナ岩倉岩栄自動車 旭町一丁目27

ケーキとカフェ　アンジュール 川井町1403-1 後藤自動車 大地町野合6

酒やビック岩倉店 川井町郷前21 有限会社三浦自動車 川井町北海戸88-1

米乃家　岩倉弐ノ丸店 本町神明西20サクランド1Ｆ 合資会社井上サイクル商会 八剱町17

sheep grass 石仏町長福寺161-4 いとうサイクル 本町畑中21-2

学生服のモリタ岩倉店（旧スクールSHOPいしかわ）神野町縄境10　エルボックスA 横定サイクル 下本町城址19

洋服と雑貨シーナ 中本町川添13-1 ｲﾐｿｰﾚ岩倉1F ブライトンサイクリー 下本町燈明庵136-6

おしゃれ店　おがわ 本町上郷49 岩倉北給油所（有限会社北尾） 石仏町桝杁西1310-1

い～わくんSHOP 栄町一丁目66　岩倉市役所1F 櫻井石油㈱ 大地新町三丁目65

あうん美鈴 下本町下市場126-1 やわらぎ針灸院 鈴井町蔵前20-4

洋品のスミダ 下本町下市場129-3 いわくら大野整体院 本町門前19-4

やまねこ亭 下本町下市場134-1 整体堂あした元気になあれ。 下本町燈明庵122

㈲花とよ生花店 下本町下市場187-5 さわやか整骨院 旭町一丁目33-2

東栄印章 下本町下市場200-2 東洋医学大幸堂 大地新町二丁目53

花小径 下本町真光寺247 タカケンクリーニング本町マルブン 本町上郷前18-1

婦人衣料洋服直しのカタヤマ 下本町燈明庵113-1 JA愛知北岩倉支店営農生活課 本町神明西11-2

ワタツネ 下本町丸之内1-5 JA愛知北産直センター岩倉店 大地町西町畑5

おさや糸店 昭和町一丁目23 あかつきアニマルクリニック 石仏町長福寺150-1

メガネ赤札堂 大地町小森30-2 千秋テント商会 中本町中市場36-1

株式会社和広堂 大地町小森39 ぷらっとほーむカフェ 栄町二丁目91かねまつビル1F

㈱サワセイ岩倉店 大地町野合22 いわくら印刷 曽野町東野29
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