
no 店舗名 店舗住所

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 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

4 アピタ岩倉店（専門店） 愛知県岩倉市旭町１－２５

5 サンマルクカフェアピタ岩倉店 愛知県岩倉市旭町１－２５

6 ガスト岩倉店 愛知県岩倉市旭町１丁目２５番地

7 シュ－・プラザアピタ岩倉店 愛知県岩倉市旭町１丁目２５番地

8 ワントップハウス　アピタ岩倉店 愛知県岩倉市旭町１丁目２５番地　アピタ岩倉店　１Ｆ

9 スズキアリーナ岩倉 愛知県岩倉市旭町１－２７

10 さわやか整骨院 愛知県岩倉市旭町１－３３－２

11 ＣＵＢＥ岩倉校 愛知県岩倉市旭町１－３３－２　ＳＳパレス岩倉２階

12 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

13 九州屋台居酒屋　あらお 愛知県岩倉市旭町２－５３－２

14 ｂａｒ　ｆｏＲｓ 愛知県岩倉市旭町２‐１９　旭ヴィレッジＹＭ１Ｆ

15 ＳＢＫ 愛知県岩倉市石仏町９０６‐６

16 ｓｈｅｅｐ　ｇｒａｓｓ 愛知県岩倉市石仏町長福寺１５０

17 Ｍｉｎｄ　Ａ 愛知県岩倉市石仏町天王１４－１

18 窯　ｄｅ　ｐｉｚｚａ 愛知県岩倉市稲荷町高畑５５

19 トーカイ薬局　岩倉店 愛知県岩倉市稲荷町高畑７９

20 岩倉南塾 愛知県岩倉市稲荷町半田６５８‐１

21 ＣｈｅｒｒｙＲｏｓｅＣａｆｅ 愛知県岩倉市井上町井出北４７４

22 理美容室Ｒ＆Ｇ 愛知県岩倉市神野町縄境１０

23 学生服の森田　岩倉店 愛知県岩倉市神野町縄境１０

24 ニワホーム株式会社 愛知県岩倉市神野町縄境７

25 セブン－イレブン岩倉神野町店 愛知県岩倉市神野町平久田１６番地

26 有限会社家光自動車販売 愛知県岩倉市神野町又市２５番地

27 ＳＡＫＡＮＡＤＡＫＥ 愛知県岩倉市神野町又市３２１ー１

28 マルヒデ商店 愛知県岩倉市神野町川添２３‐１　マルヒデ商店

29 ミニストップ川井町店 愛知県岩倉市川井町二千町２８番

30 ＮＥＴＷＯＲＫ 愛知県岩倉市川井町折口１１

31 はま寿司岩倉川井町店 愛知県岩倉市川井町折口３０番

32 ココス岩倉川井町店 愛知県岩倉市川井町折口４７

33 ＢＯＮ　ＰＯＩＮＴ　ＣＡＲＤＩＮ 愛知県岩倉市川井町　折口５９－１

34 丸源ラーメン　岩倉店 愛知県岩倉市川井町折口６７

35 カフェポンテ 愛知県岩倉市川井町折口８１

36 ＳＣＯＯＴＥＲＤＥＰＯ 愛知県岩倉市川井町天神東９６

37 コメダ珈琲店　岩倉川井町店 愛知県岩倉市川井町白山２７

38 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

39 中日新聞岩倉南部販売店０１ 愛知県岩倉市川井町北海戸２９番地

40 有限会社三浦自動車 愛知県岩倉市川井町北海戸８８－１

41 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

42 Ｌ‐ｐｒｏｔｅｃｔ　植手撚糸有限会社 愛知県岩倉市北島町１３１９番地の１

43 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

44 ふじ蔵 愛知県岩倉市北島町川田２０番地の１

45 岩倉食堂 愛知県岩倉市西市町松下２５－４

46 中部薬品岩倉西店 愛知県岩倉市西市町松下３３－１

47 モランボン 愛知県岩倉市西市町西市前８１－４

48 フルー 愛知県岩倉市西市町東畑田１２０

49 さかい珈琲岩倉店 愛知県岩倉市西市町東畑田１６９番地

【ｄ払い】対象店舗

岩倉市自治体マイナポイント事業

令和5年1月30日現在

※株式会社NTTドコモ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。

※住所町名のあいうえお順に掲載しています。



no 店舗名 店舗住所

50 美宝理容 愛知県岩倉市西市町無量寺３５‐１

51 キルトコ． 愛知県岩倉市栄町１ー５３サンヒルズ岩倉１階東

52 旬屋　波たの 愛知県岩倉市栄町１丁目７０　中圓ビル１階

53 ぷらむ薬局 愛知県岩倉市栄町１ー７　星山ビル１ーＡ

54 パッソ 愛知県岩倉市栄町２－１　グレース山田１階

55 エリート 愛知県岩倉市栄町２－４６

56 串天家彩 愛知県岩倉市栄町２ー４６ー１Ｆ

57 パナショップ岩倉栄 愛知県岩倉市栄町２ー７２

58 魚民　岩倉西口駅前店 愛知県岩倉市栄町２－７４岩倉Ｂ・Ｈ・Ｍビル２階

59 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

60 岩倉理容 愛知県岩倉市栄町２‐７８　ＡＳビル１Ｆ

61 リラクゼーション　ラクナル 愛知県岩倉市栄町２丁目７９番地　枝田ビル１Ｆ

62 からあげ醍醐味 愛知県岩倉市栄町２‐８０　セラビル１Ｆ

63 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

64 和風酒房どい家 愛知県岩倉市栄町２丁目９８

65 魚進 愛知県岩倉市下本町１９６－２

66 理容吉村 愛知県岩倉市下本町下市場１１５

67 八百初　和蔵　出前 愛知県岩倉市下本町下市場１２５‐４

68 ハニーズ薬局岩倉店 愛知県岩倉市下本町下市場１３１－１３

69 御食事処　京屋 愛知県岩倉市下本町下市場１７

70 花とよ 愛知県岩倉市下本町下市場１８７‐５

71 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

72 きつね食堂　出前 愛知県岩倉市下本町下市場１９４‐５

73 有限会社シバコウ 愛知県岩倉市下本町下市場２１

74 ＳＯＬＩＤ　Ｃｕｓｔｏｍｓ 愛知県岩倉市下本町下市場８２

75 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

76 津田時計店 愛知県岩倉市下本町真光寺２２９

77 岩倉まちおこしサムライブルー 愛知県岩倉市下本町真光寺８

78 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

79 ＡＬＡＴＵＲＫＡ　ＫＥＢＡＢ 愛知県岩倉市下本町燈明庵１１３‐１

80 整体堂　あした元気になあれ 愛知県岩倉市下本町燈明庵１２２

81 やじろべ 愛知県岩倉市下本町燈明庵１３６

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

83 Ｍｒ．Ｃｈｕｒｒｏｓ 愛知県岩倉市下本町燈明庵２２２‐１

84 スギ薬局岩倉団地店 愛知県岩倉市下本町燈明庵９８

85 ラベゼ 愛知県岩倉市昭和町１－３３

86 広貫堂河上薬品グループ名古屋北営業所 愛知県岩倉市昭和町１－３９

87 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

88 髪結い　心 愛知県岩倉市新柳町１－４８－１

89 セブンイレブン岩倉駅西店 愛知県岩倉市新柳町１丁目４９番地

90 ｇｉＬｅｔ 愛知県岩倉市新柳町１－５０

91 有限会社ブラット 愛知県岩倉市新柳町一丁目５０番

92 ＴＨＥＳＴＵＤＩＯｉｗａｋｕｒａ 愛知県岩倉市新柳町１－５０ー３Ｆ

93 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

94 焼肉　笑い豚ＢＡＳ 愛知県岩倉市新柳町２‐９５　新柳ビル１Ｆ

95 中国彩菜　雁 愛知県岩倉市新柳町２丁目９６番地

96 アオキーズ・ピザ岩倉店 愛知県岩倉市新柳町３－５５－２

97 Ａｎｆｉｎ 愛知県岩倉市新柳町３‐５６

98 リペアＢＯＸ 愛知県岩倉市新柳町３丁目６４番

99 クワヤマオート 愛知県岩倉市鈴井町３

100 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

101 かつや　愛知岩倉店 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４５－１

102 串焼菜膳　和み　岩倉店 愛知県岩倉市鈴井町上新田１０４ー１

103 東海近畿クボタ尾張北営業所 愛知県岩倉市鈴井町上新田１０８－３

104 田舎の高級食パンやまかわ 愛知県岩倉市鈴井町上新田５１－５

105 ｌａｎａ 愛知県岩倉市鈴井町中島９‐９

106 クワヤマオート 愛知県岩倉市鈴井町立切３

107 株式会社愛北産業 愛知県岩倉市曽野町７０９



no 店舗名 店舗住所

108 アイホク 愛知県岩倉市曽野町７０９

109 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

110 ＣＡＲ　ＳＡＬＯＮ　ＫＥＩ 愛知県岩倉市曽野町中街道６３９－２

111 炭火焼肉たけ　岩倉店 愛知県岩倉市曽野町東野１５

112 メナードフェイシャルサロン　ルミナール 愛知県岩倉市大山寺町７７７　ハールピイヒルズ７７７‐１Ｂ

113 メガケバブ＆カセリヤ岩倉店 愛知県岩倉市大地新町１－４０

114 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

115 ドコモショップ岩倉店 愛知県岩倉市大地新町３－１

116 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

117 ＺＩＧＳＯ　ｆｏｒ　ＨＡＩＲ 愛知県岩倉市大地新町３‐４７

118 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

119 ＦＯＯＴＳＴＡＧＥ９２ 愛知県岩倉市大地町五反田６番地

120 スギ薬局大地店 愛知県岩倉市大地町郷前１１番

121 ソフトバンク岩倉 愛知県岩倉市大地町小森２８－１

122 ｄｅｌｉｇｈｔ． 愛知県岩倉市大地町西町畑１－１プリンスハイツ岩倉弐番館７０５号

123 愛昇殿レクストの杜　岩倉 愛知県岩倉市大地町西町畑２０－２

124 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

125 ＢＯＯＫＯＦＦ岩倉大地店 愛知県岩倉市大地町蔵本　１－１

126 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

127 セブン－イレブン岩倉大地町南店 愛知県岩倉市大地町長田４１番１

128 生鮮館やまひこ　岩倉店 愛知県岩倉市大地町土橋２３ー１

129 Ｋｅｒｖａｎ　Ｔｕｒｋｉｓｈ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 愛知県岩倉市大地町半田２６‐１

130 後藤自動車 愛知県岩倉市大地町野合６番地

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

132 コスモ石油　岩倉セルフステーション 愛知県岩倉市大市場町郷廻３３１

133 シオン岩倉会館 愛知県岩倉市大市場町郷廻３７１－１

134 ローソン岩倉大市場町 愛知県岩倉市大市場町郷廻３９４

135 マイブラジルレカント 愛知県岩倉市大市場町順喜１８－１

136 Ｉｒｉｓ 愛知県岩倉市大市場町順喜３９‐１

137 セブン－イレブン岩倉大市場町店 愛知県岩倉市大市場町順喜９３－１

138 ローソンストア１００岩倉中央町 愛知県岩倉市中央町１‐１

139 ＳＯＬ 愛知県岩倉市中央町１－２３

140 マーメイド 愛知県岩倉市中央町１丁目３６‐２

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

142 からやま愛知岩倉 愛知県岩倉市中央町３－２０

143 美容室　ＰＡＬ　ＢＲＩＬＬＥＲ 愛知県岩倉市中本町１３－１イミソーレ岩倉１階

144 岩倉カイロプラクティック院 愛知県岩倉市中本町６４‐７

145 ｄｏｇｓａｌｏｎＫｏｔｉ 愛知県岩倉市中本町古市場５１ー１プリーマ千代鶴１Ｂ

146 クリーニング・はじめ　岩倉店 愛知県岩倉市中本町古市場５１‐１　プリーマ千代鶴１Ｆ

147 酒房でん　岩倉店 愛知県岩倉市中本町西出口３３‐１　酒房でん

148 あづき屋　マルシェ 愛知県岩倉市中本町西出口４１‐９

149 いざっく風雅　ケータリング 愛知県岩倉市中本町西出口４１‐９

150 味処　吉宗 愛知県岩倉市中本町西出口６３

151 岩倉カイロプラクティック院 愛知県岩倉市中本町西出口６４－７

152 鳥鉄 愛知県岩倉市中本町西出口７６

153 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

154 ＲＳヤマダ 愛知県岩倉市中本町西葭原７－１

155 美容室ＰＡＬＢＲＩＬＬＥＲ 愛知県岩倉市中本町川添１３‐１　１Ｆ

156 シーナ 愛知県岩倉市中本町川添１３－１イミソーレ岩倉１Ｆ

157 （有）旗屋中島屋代助商店 愛知県岩倉市中本町中市場３１番地

158 加登屋菓子舗 愛知県岩倉市中本町中市場４４番地の１

159 居酒屋しのぶ 愛知県岩倉市中本町中市場８‐１０

160 和食純系名古屋コーチン千成 愛知県岩倉市中本町東葭原３２ー３

161 中華亭 愛知県岩倉市中本町南加路桶１‐１

162 和食にわ 愛知県岩倉市中本町南加路桶１９－１

163 大喜　イベント 愛知県岩倉市野寄町五郎７‐１

164 セブン－イレブン岩倉野寄町店 愛知県岩倉市野寄町西海道２３番地

165 Ｋａｔｕｔｕｂｏ 愛知県岩倉市東新町１‐１　岩倉団地６３号棟６号室



no 店舗名 店舗住所

166 カトュトュボ 愛知県岩倉市東新町釜之口１－１　岩倉団地６３－６

167 ＢＯＮＩＴＡ　ＤＥ　ＰＡＭＩＬＹＡ 愛知県岩倉市東新町釜之口１‐１　岩倉団地６３‐６

168 マンコラスカトゥトゥボ 愛知県岩倉市東新町釜之口１－１岩倉団地６３－７

169 ＭａｎｇＣｏｌａｓＫａｔｕｔｕｂ 愛知県岩倉市東新町釜之口１－１岩倉団地６３棟７

170 花ごろも 愛知県岩倉市東町掛目１２６－２

171 ＡＮ　ＫＨＡＮＧ　ＭＡＲＴ 愛知県岩倉市東町掛目１８８‐２

172 マスミ理容館 愛知県岩倉市東町長山１１４

173 サロン舞 愛知県岩倉市東町東市場屋敷３８

174 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

175 大衆屋台居酒屋　あらお 愛知県岩倉市東町藤塚５１－１

176 石黒新聞店 愛知県岩倉市東町白山２７０番地

177 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

178 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

179 セブン－イレブン岩倉駅東口店 愛知県岩倉市本町一丁田２７－２

180 鳥貴族　岩倉店 愛知県岩倉市本町一丁田２７－２　岩倉駅東口商業施設　２０１

181 エディオンヤマカワ 愛知県岩倉市本町宮東１５

182 サロン　ド　ケイ 愛知県岩倉市本町神明西１３‐９

183 がブリチキン。岩倉店 愛知県岩倉市本町神明西２０　１階

184 鳥勝 愛知県岩倉市本町畑中２１

185 キッチンゆうとはる 愛知県岩倉市本町門前１７‐６

186 いわくら大野整体院 愛知県岩倉市本町門前１９－４

187 石田仏壇店 愛知県岩倉市宮前町２丁目７－２

188 ＩＮＯＵＥ　ＣＹＣＬＥ 愛知県岩倉市八剱町１７

189 ブルースカイランドリ―　カネスエ八剱店 愛知県岩倉市八剱町六反田３５

190 Ｏｏｐｓ！＋ 愛知県岩倉市八剱町井ノ下６５－３

191 やつるぎ接骨院　訪問 愛知県岩倉市八剱町井ノ下９‐１

192 ガスト岩倉北店 愛知県岩倉市八剱町下り松３３－２

193 コメダ珈琲店　岩倉八剱店 愛知県岩倉市八剱町下り松３６

194 鮨処清蔵 愛知県岩倉市八剱町下り松４６

195 ＲＫ自動車 愛知県岩倉市八剱町下り松７２

196 ＡＧ 愛知県岩倉市八剱町下池田８１２番地４

197 株式会社旭コーポレーション 愛知県岩倉市八剱町下池田８１２番地４

198 すき家１５５号岩倉店 愛知県岩倉市八剱町江迎１８

199 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

200 Ｇｒａｎｄ　ｊｅｔｅ 愛知県岩倉市八剱町池田６２‐２

201 エディオンａｕショップ岩倉八剱 愛知県岩倉市八剱町長野１－１

202 ＤＣＭ２１岩倉店 愛知県岩倉市八剱町長野１－１

203 ピアゴ八剱店（専門店） 愛知県岩倉市八剱町長野１－３

204 きーにょジャズピアノ教室 愛知県岩倉市八剱町道光２０－１

205 株式会社旭コーポレーション 愛知県岩倉市八剱町五林１９

206 ＧＬＡＭ　ＢＯＹ 実店舗なし


