
商店街商店街商店街
● クーポンの使用は特に指定がない場合は、1日 1回お一人様限りと
させていただきます。 ● 原則、注文時にクーポンをご提示ください。
● 有効期限は 2021年 1月 31日です。

各店の情
報欄を

切り取っ
て

ご使用く
ださい。 各店の地図は

こちらから→

安城まちなか

〔主催・お問い合わせ〕（株）安城スタイル　TEL：0566-73-9511

T’s  gallery
全商品８％OFF 

 InstagramかFacebookフォローで10％OFF

【 住　所 】御幸本町 8-5　
　　　　　  T’sビルディング１F
【ＴＥＬ】７７－０８１１
【営業時間】11:00 ～ 19:00
【定 休 日】火、第 2月曜

アロハ！ハワイアンショップのT’s ギャラリーです。人気のオリジナルパウスカートや、オーナー
自ら買い付けた直輸入商品など、毎日にハワイを取り入れてみませんか？

辛家厨坊 (ｼﾝﾁｬﾁｭｳﾎﾞｳ）
火鍋ご飲食で

生ビール一杯サービス

【 住　所 】朝日町 14-6
【ＴＥＬ】７６－０２０２
【営業時間】18:00 ～ 22:00
【定 休 日】月曜

本格中華火鍋が安城の辛家厨坊にてお楽しみいただけます！お待ちしております。
火鍋セット1980円 /お１人様、2名様よりご予約承ります。

南朝日町 1丁目　花れ

生ビール一杯サービス

【 住　所 】朝日町 1-1
   英昌ビル 1Ｆ
【ＴＥＬ】７２－７８００
【営業時間】15:00 ～ 22:00
【定 休 日】日曜

昭和の演歌・歌謡曲が流れる昔懐かしの雰囲気で新鮮な三河の海の幸をお楽しみください。
お酒好きにはたまらない逸品、当店ならではの逸品を多数ご用意しております。

Wine&Kitchen vegetoruno
ご飲食代金より８％OFF
(コース料理・他券併用不可)

【 住　所 】御幸本町 7-5
【ＴＥＬ】７４－１６６８
【営業時間】16:30 ～ 24:00
【定 休 日】日曜

安城契約農家直送の新鮮野菜をふんだんに使った 欧風料理とそれに合うお値打ちワインを揃
えたお店。今宵も 食べて 飲んで 愉しむ良き時間をお過ごしください。

からだの恵み
女性限定

ＹＯＧＡ　無料体験

【 住　所 】日の出町 7-1
【ＴＥＬ】７４－１７１５
【営業時間】10:00～20:00 月火木
   10:00～18:30 水金土
【定 休 日】日曜

「インド由来のヨガやヘナ、自然の力で美しく健やかに」ヨガは女性限定 & 少人数で女性特有
のお悩みをサポート。キラキラした毎日を送りましょう。

師崎茶屋 太っ腹
3名様以上 店内飲食にて

1,000円割引(飲み放題、他券との割引併用不可）

【 住　所 】日の出町 12-17
【ＴＥＬ】７７－３３５３
【営業時間】11:30 ～ 14:00
   17:30 ～ 22:30
【定 休 日】不定休

定番メニュー居酒屋。和食や創作料理、新鮮な魚介類などの抜群な品揃えと、ボリューム満点
の太っ腹な料理を提供します。お得なランチセット、定食、飲み放題等もあります。

㈱東海石油 朝日町 SS
現金・クレジットのみ 

ガソリン/軽油 10円/ℓ引き！

【 住　所 】朝日町 3-20
【ＴＥＬ】７６－５５４７
【営業時間】7:30 ～ 20:00月～土
   8:00 ～ 19:00日祝日
【定 休 日】なし

こんにちは！ 東海石油朝日町SSです！「職場は人生道場」をモットーにスタッフが日々少しずつ
成長していくお店です。セルフには無いコミュニケーションがウリです♪

精文堂印刷
年賀状のご注文で

卓上カレンダープレゼント

【 住　所 】朝日町 22-2
【ＴＥＬ】７６－２５２２
【営業時間】9:00 ～ 19:00 月～金
   9:00 ～ 18:00 土
【定 休 日】日、祝日、土曜（不定）

デザイン、データ作成から印刷、納品まで迅速・丁寧に対応いたします。今年は年賀状を出し
てみませんか？  喪中はがきや寒中見舞いのご注文でも卓上カレンダー差し上げます。

広瀬酒店
500円以上お買い上げの方に

お茶500ペット１本差し上げます！

【 住　所 】御幸本町 14-11
【ＴＥＬ】７５－５３３１
【営業時間】8:30 ～ 19:30
【定 休 日】日曜

当店は創業明治 43年、安城で100 年以上続いている酒屋です。安城の地酒上杉はじめ県内、
県外の清酒、本格焼酎などなどを取り揃えています。消毒用アルコールもあります。

笑かしや
おひとり様１杯ずつドリンクサービス
(生ビール、ハイボール、ソフトドリンクから）

【 住　所 】御幸本町 7-4　
【ＴＥＬ】７６－８０１８
【営業時間】17:00 ～ 0:00
   17:00 ～ 1:00 金土
【定 休 日】火、第１月曜

九州焼酎や泡盛と相性の良い、現地から仕入れる食材で作る、九州・沖縄料理が楽しめるお店です。
オススメは大将秘伝のちゃんこダシを使用した「博多もつ鍋」や熊本直送「馬刺し３点盛り」です。

本場韓国料理 うり食堂

アイスクリーム1品サービス

【 住　所 】御幸本町 6-8
   築山ビル１F
【ＴＥＬ】９５－３８８５
【営業時間】11:00 ～ 14:00
   17:30 ～ 22:30
【定 休 日】水曜

本場韓国料理のうり食堂です。韓国人が作っている本物の韓国料理です。
是非みんなで食べに来てください。お待ちしています。

両口屋菓匠
500円以上お買い上げの方
鼓やき１個プレゼント

【 住　所 】御幸本町 2-1
【ＴＥＬ】７６－２７７８
【営業時間】8:30 ～ 19:00
【定 休 日】火曜

鼓やきは、十勝産小豆のつぶ餡にやわらかい栗を入れ、甘さを抑えた和菓子です。
小豆の風味が美味しいどら焼きをどうぞご賞味ください。

安城メガネ
安城プレミアム商品券1000円を
 1200円でご使用できます

【 住　所 】朝日町 24-5
   アルファビル 1Ｆ
【ＴＥＬ】７４－３８３１
【営業時間】10:00 ～ 19:30
【定 休 日】火、第 2・４水曜

愛知県眼科医会指定店。この道４０年のベテラン眼鏡士が、細かいニーズに合わせたレンズを
ご提案します。フレーム、レンズとも信頼度の高い国産品中心です。

パニーノ
Coffee(Hot/アイス)・酵素ジュース

50円引き

【 住　所 】御幸本町 18-10
【ＴＥＬ】７２－４８４８
【営業時間】7:00 ～ 18:00 平日
   7:00 ～ 17:00 土日祝
【定 休 日】不定休

手づくりサンドイッチ専門店。（４０種類以上）１個からでも電話予約ＯＫです！ あなたのお好み
のサンドイッチが見つかるかも！ お待ちしています。

cafe angora

ランチメニュー50円OFF

【 住　所 】花ノ木町 8-6
【ＴＥＬ】５５－７８７８
【営業時間】11:00 ～ 19:00
【定 休 日】月、第 2・4日曜

ヘアーサロン野々山
Men’s お顔剃り

2000円を500円割引

【 住　所 】朝日町 1-4
【ＴＥＬ】７６－５６２０
【営業時間】8:30 ～ 19:00
【定 休 日】火、第 2・3月曜

日頃ヘアーサロンでお顔剃りをされない方もこの機会にいかがですか？プロの技術で産毛も
さっぱりきれいに剃るとツルツル美肌に！ お気軽にどうぞ！【男性のお顔剃りのみ】

博文堂
文房具２割引き！
(一部除外品あり）

【 住　所 】御幸本町 8-8
【ＴＥＬ】７５－８６１１
【営業時間】9 :30 ～ 19:00月～金
   10:00 ～ 18:00 土
【定 休 日】日曜

御幸本町で文房具屋をやっています。たくさん種類がありますので、きっとあなたにあった文房
具が見つかると思います。是非お立ち寄りください。

野菜たっぷりのランチが人気のカフェです。おすすめは、自家製トマトソースがかかったオムライ
スです。食後にうさぎクッキー付きのミニパフェもどうぞ。

フルーツの金魚屋
商品代金より

5％OFF （一部除外品あり）

【 住　所 】朝日町 25-7
【ＴＥＬ】７５－３３１１
【営業時間】9:00 ～ 19:00
【定 休 日】火曜日
   年始（1月1、2日）

川べりにある果物と贈答品の店です。初代が果物と菓子の店として創業、店先で金魚を売っていた
ので金魚屋と呼ばれるようになりました。創業より１１０年、お客様に愛されるお店を目指しています。

サンクスクーポンサンクスクーポンサンクスクーポン

コロナに負けじと頑張る商店街から、日頃の感謝を込めて

●飲食（アルコール有）　●飲食（アルコール無）　●飲食店以外


