
no 店舗名 住所

1 SOPHY　KAWASUMI　岩倉店 愛知県岩倉市旭1-25アピタ岩倉店1F

2 サンドラッグ岩倉店 愛知県岩倉市旭町１－１１

3 くまざわ書店岩倉店 愛知県岩倉市旭町１－２５アピタ岩倉店　2Ｆ

4 サンマルクカフェアピタ岩倉店 愛知県岩倉市旭町1-25

5 CUBE岩倉校 愛知県岩倉市旭町1-33-2SSパレス岩倉２階

6 ファミリーマート岩倉旭町一丁目 愛知県岩倉市旭町一丁目４５番地

7 Ｃｌｅａｒｇｅ 愛知県岩倉市旭町２－１９旭ヴィレッジＹＭ１Ｆ東

8 カフェルパン岩倉店 愛知県岩倉市旭町１－１８ヴィブレコンフォール１Ｆ

9 ガスト岩倉店 愛知県岩倉市旭町１丁目２５番地

10 ワントップハウス　アピタ岩倉店 愛知県岩倉市旭町１－２５

11 スズキアリーナ岩倉 愛知県岩倉市旭町１丁目２７

12 ｎａｉｌ　ｃａｒｅ　素爪 愛知県岩倉市石仏町上石川２６５番地２

13 ＳＢＫ 愛知県岩倉市石仏町西浦９０６－６

14 マインド・エー 愛知県岩倉市石仏町天王１４－１

15 ヨーヨーストアリワインド 愛知県岩倉市泉町西新溝廻間３５－１

16 トーカイ薬局岩倉店 愛知県岩倉市稲荷町高畑79

17 ＣｈｅｒｒｙＲｏｓｅＣＡＦＥ 愛知県岩倉市井上町井出北４７４

18 セブンイレブン岩倉神野町 愛知県岩倉市神野町平久田１６番地

19 学生服のモリタ　岩倉店 愛知県岩倉市神野町縄境１０エルボックスA号室

20 ニワホーム株式会社 愛知県岩倉市神野町縄境７

21 ＳＡＫＡＮＡＤＡＫＥ 愛知県岩倉市神野町又市３２１－１

22 酒ゃビック岩倉店 愛知県岩倉市川井町郷前２1

23 はま寿司　岩倉川井町 愛知県岩倉市川井町折口30

24 ミニストップ川井町店 愛知県岩倉市川井町二千町２８番

25 コメダ珈琲店　岩倉川井町店 愛知県岩倉市川井町白山２7

26 ドンユーイアジアンキッチン 愛知県岩倉市川井町白山41

27 ファミリーマート岩倉川井町 愛知県岩倉市川井町北穴田８７番地

28 ｊａｎｉｔｏｒ 愛知県岩倉市川井町寺山28-2

29 株式会社伊藤商店 愛知県岩倉市川井町折口５９－１

30 カフェポンテ 愛知県岩倉市川井町折口８１

31 ファミリーマート岩倉北島宮東 愛知県岩倉市北島町西道海戸１０番他３筆

32 ふじ蔵 愛知県岩倉市北島町２０番地の１

33 フルー 愛知県岩倉市西市町東畑田１２０

34 モランボン 愛知県岩倉市西市町西市前８１ー４

35
肉豆冨とレモンサワー大衆食堂安べゑ×からあげ
千ちゃん岩倉西口店

愛知県岩倉市栄町２－７４岩倉ＢＨＭビル１階

36 地鶏坊主　岩倉駅前店 愛知県岩倉市栄町２丁目８０番　セラビル１Ｆ－１

37 ＡＬＡＩＳＥＨＡＩＲＳＡＲＯＮ 愛知県岩倉市栄町１丁目７０－１

38 パナショップ岩倉栄 愛知県岩倉市栄町２－２７

39 バ－パナシェ 愛知県岩倉市栄町２－４６

40 魚民　岩倉西口駅前店 愛知県岩倉市栄町2-74

41 岩倉理容 愛知県岩倉市栄町２－７８ＡＳビル１Ｆ

岩倉市自治体マイナポイント事業

【au PAY】対象店舗

令和5年1月24日現在

※KDDI株式会社より把握した対象店舗を掲載しています。
※掲載店舗は決済事業者との契約時点のものであるため、現時点で当該キャッシュレス決済サービスでの決済に対応していない店
舗が掲載されている場合があります。
※店舗側の意向により一部未掲載の店舗があります。
※住所町名のあいうえお順に掲載しています。



no 店舗名 住所

42 ハニーズ薬局岩倉店 愛知県岩倉市下本町下市場１３１－１３

43 エディオンエースデンキ 愛知県岩倉市下本町燈明庵１０１－３

44 ＣＯＲＵＪＡＯ　ＢＡＲ　Ｅ　ＬＡＮＣＨＯＮＥＴＥ 愛知県岩倉市下本町燈明庵２１８番地

45 Ｍｒ．Ｃｈｕｒｒｏｓ 愛知県岩倉市下本町橙明庵２２２ー２

46 魚進 愛知県岩倉市下本町下市場１９６－２

47 花とよ 愛知県岩倉市下本町下市場１８７番地の５

48 カラオケ居酒屋きゃんどる 愛知県岩倉市下本町下市場１９４番地－２

49 きつね食堂 愛知県岩倉市下本町下市場１９４－５

50 ＳＯＬＩＤ　Ｃｕｓｔｏｍ’ｓ 愛知県岩倉市下本町下市場８２

51 郷土酒　鉄板焼きどころ　三十路 愛知県岩倉市下本町下寺廻１－２

52 綿常商店 愛知県岩倉市下本町丸之内１ー５

53 津田時計店 愛知県岩倉市下本町真光寺２２９番地

54 岩倉おこしサムライブルー 愛知県岩倉市下本町真光寺８

55 ＡＬＡＴＵＲＫＡ　ＫＥＢＡＢ 愛知県岩倉市下本町燈明庵１１３

56 あした元気になあれ 愛知県岩倉市下本町燈明庵１２２番地

57 炉ばたやじろべえ 愛知県岩倉市下本町燈明庵１３６

58 スギドラッグ岩倉団地店 愛知県岩倉市下本町燈明庵９８

59 ｃａｓｓａｖａ 愛知県岩倉市昭和町１ー７第２メゾンショーホー西号

60 ラ、ベゼ 愛知県岩倉市昭和町１-３３

61 広貫堂河上薬品グループ名古屋北 愛知県岩倉市昭和町１丁目３９番地

62 ファミリーマート岩倉新柳町 愛知県岩倉市新柳町一丁目６番地

63 中国彩菜　雁 愛知県岩倉市新柳町２丁目９６番地新柳ビル１０７号

64 リペアＢＯＸ 愛知県岩倉市新柳町３丁目６４

65 髪結い心 愛知県岩倉市新柳町１－４８－１Ｖｅｒｏｎａ１Ｆ

66 THESTUDIOlwakura 愛知県岩倉市新柳町１丁目５０番３Ｆ

67 gilet 愛知県岩倉市新柳町一丁目５０番

68 アオキーズ・ピザ岩倉店 愛知県岩倉市新柳町3-55-2コンフォート岩倉II1階

69 Ａｎｆｉｎ 愛知県岩倉市新柳町３-５６

70 Ｌａｎａ 愛知県岩倉市鈴井町中島９番地９

71 エンゼルハート 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷２－２

72 ファミリーマート岩倉鈴井町 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－1

73 かつや　愛知岩倉店 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４５－１

74 クワヤマオート 愛知県岩倉市鈴井町立切３

75 有限会社森磯 愛知県岩倉市曽野町１８番池

76 ハーモニー岩倉調剤薬局 愛知県岩倉市曽野町郷前２４－１

77 ファミリーマート岩倉曽野町 愛知県岩倉市曽野町隅田８１番地

78 メナード化粧品ルミナール岩倉代行店 愛知県岩倉市大山寺町屋敷７７７

79 ドラッグユタカ岩倉店 愛知県岩倉市大地新町１丁目７２番地

80 Ｈｉｒｏｋｏ　ロゼ 愛知県岩倉市大地新町３丁目１０４

81 ファミリーマート岩倉大地新町 愛知県岩倉市大地新町三丁目１３番地

82 Ｌａｎａ 愛知県岩倉市大地新町３－２８浅野ハイツ２０１

83 ほっともっと岩倉大地新町店 愛知県岩倉市大地新町３－７３

84 ハートレイ 愛知県岩倉市大地新町３丁目７７番地１号

85 ＦＯＯＴＳＴＡＧＥ９２ 愛知県岩倉市大地町五反田６番地

86 メガネ赤札堂岩倉店 愛知県岩倉市大地町小森30-2

87 Ｊネットレンタカー岩倉店 愛知県岩倉市大地町西町畑３－１

88 餃子の王将　愛知岩倉店 愛知県岩倉市大地町蔵本１－5

89 富良野メロンパン名古屋 愛知県岩倉市大地町長田３番地　シティハイツ大地Ａ１０１

90 セブンイレブン岩倉大地町南 愛知県岩倉市大地町長田４１番１



no 店舗名 住所

91 スギドラッグ大地店 愛知県岩倉市大地町郷前１１番

92 537ゲンキー岩倉大地店 愛知県岩倉市大地町野合23番1

93 Ｒｅ：Ｎａｉｌ 愛知県岩倉市大市場町郷廻２３２－１エスグレイシィ１０３号室

94 おそうじ本舗　岩倉中央店 愛知県岩倉市大市場町郷廻３０３番

95 シオン岩倉会館 愛知県岩倉市大市場町郷廻３７１－１

96 ローソン岩倉大市場町 愛知県岩倉市大市場町郷廻３９４

97 株式会社マイブラジルレカント 愛知県岩倉市大市場町順喜１８丁目１

98 セブンイレブン岩倉大市場町 愛知県岩倉市大市場町順喜９３－１

99 ﾛｰｿﾝｽﾄｱ100岩倉中央町 愛知県岩倉市中央町１‐１

100 SOL 愛知県岩倉市中央町１丁目２３番

101 ｇａｒｎｅｔ　ｄａｌｉ 愛知県岩倉市中央町１－７２ラフィーネ７２　Ａ－１

102 からやま愛知岩倉 愛知県岩倉市中央町３－２０

103 マーメイド 愛知県岩倉市中央町１－３６－２

104 井澤商店 愛知県岩倉市中野町142

105 ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　Ｋｏｔｉ 愛知県岩倉市中本町古市場５１ー１プリーマ千代鶴１Ｂ

106 ファミリーマート新岩倉中本町 愛知県岩倉市中本町西葭原５番地3

107 ＪＳ　ＤＲＩＩ　ＮＡＩＬＳ 愛知県岩倉市中本町葭原１６番地５

108 でん 愛知県岩倉市中本町西出口33-1

109 味処　吉宗 愛知県岩倉市中本町西出口６３番地

110 シーナ 愛知県岩倉市中本町川添１３－１イミソーレ岩倉１Ｆ

111 理容室ＧＲＡＣＩＡ 愛知県岩倉市中本町川添１３－１イミソーレ岩倉１Ｆ

112 中華亭 愛知県岩倉市中本町南加路桶１－１

113 和食にわ 愛知県岩倉市中本町南加路桶１９－１

114 セブンイレブン岩倉野寄町 愛知県岩倉市野寄町西海道２３番地

115 ブルーム 愛知県岩倉市東新町江向１番地・岩倉団地４４棟５０２号

116 ＭＡＮＧＣＯＬＡＳ　ＫＡＴＵＴＵＢＯ 愛知県岩倉市東新町釜之口１番地１岩倉団地６３－７

117 マスミ理容館 愛知県岩倉市東町長山１１４

118 ファミリーマート岩倉東町藤塚 愛知県岩倉市東町藤塚１４７番地

119 にこにこ整膚院 愛知県岩倉市東町藤塚５８番地

120 ＨＡＩＲ　ａｎｄ　ＢＥＡＵＴＹ　Ｆａｉｒｙ’ｓ　ｒｏｏｍ 愛知県岩倉市東町白山２２６ー１

121 サロン舞 愛知県岩倉市東町東市場屋敷３８

122 ファミリーマート岩倉駅前 愛知県岩倉市本町１－２７－１ルウナジェ岩倉１Ｆ　１号

123 カラオケ喫茶ぺんぎん 愛知県岩倉市本町36-1

124 キャンドゥ　岩倉駅前 愛知県岩倉市本町一丁田２７－１　ルウ・ナジェ岩倉

125 セブンイレブン岩倉駅東口 愛知県岩倉市本町一丁田２７－２

126 エディオンヤマカワ 愛知県岩倉市本町宮東１５

127 アジルオランジュ 愛知県岩倉市本町宮東８－６

128 丸岩薬局 愛知県岩倉市本町神明寺８－１２

129 バロー　岩倉店 愛知県岩倉市本町神明西２０番

130 小島金物店 愛知県岩倉市本町畑中３－１

131 がブリチキン。岩倉店 愛知県岩倉市本町神明西20サクランド岩倉1階

132 鳥勝 愛知県岩倉市本町畑中２１

133 キッチンゆうとはる 愛知県岩倉市本町門前１７－６

134 株式会社建収屋 愛知県岩倉市宮前町２丁目４６番地

135 AG 愛知県岩倉市八剱町１９

136 コメダ珈琲店　岩倉八剱店 愛知県岩倉市八剱町下り松３6

137 Ｒ．Ｋ自動車 愛知県岩倉市八剱町下り松７２

138 ＪＳ　Ｙｕｍｉ’ｓ　ｌｉｎｇｅｒｉｅｓ 愛知県岩倉市八剱町五林１０　２Ｆ

139 すき家　１５５号岩倉 愛知県岩倉市八剱町江迎18
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140 デント　パンダ 愛知県岩倉市八剱町寺山１９

141 シャフィマサオトレーディング 愛知県岩倉市八剱町赤山５

142 ファミリーマート岩倉八剱町 愛知県岩倉市八剱町大門出先１８番地5

143 ａｕショップ岩倉八剱 愛知県岩倉市八剱町長野１－１

144 Ｃａｒ　Ｃｒａｆｔ　Ｆｕｎ 愛知県岩倉市八剱町脇之本１６－１

145 井上サイクル商会 愛知県岩倉市八剱町１７

146 ｓｕｇａｒ＋ｋ 愛知県岩倉市八剱町井ノ下42

147 ガスト岩倉北店 愛知県岩倉市八剱町下り松３３－２

148 鮨処　清蔵 愛知県岩倉市八剱町下り松４６ー１

149 M＆Ggarege 愛知県岩倉市八剱町郷前10

150 ＧＬＡＭ　ＢＯＹ 実店舗なし


