2018/09/18
□岡崎おもてなしキャラバン隊登録事業者⼀覧
出店形態
No

登録事業者

担当者

住所

TEL

FAX

主商品

テント キッチンカー

グルメ部会
1

暴れん坊チキン

射り⼝和⼋

岡崎市康⽣通東2丁⽬7番地

0564-28-0018

0564-28-0018

からあげ

2

味波岩津店

⼩嶋敏彦

岡崎市東蔵前1-6-2

0564-45-5611

0564-45-7788

岡崎まぜめん

3

ミコト産業

松本光央

浜松市南区三島町1818

053-442-3631

053-442-3631

焼きそば、お好み焼き

4

OKAZAKI OLYMPIA COFFEE

鈴⽊武司

岡崎市中町7-3-2

0564-23-1261

0564-23-1261

コーヒー等飲料

5

稲垣腸詰店

稲垣雄三

岡崎市岡町字恵源前58-1

0564-54-4342

0564-54-4342

⾷⾁製品製造・販売

●

6

K＆B BOB

伊藤貴代美

弥冨市鯏浦町上本⽥30-8

090-1471-0383

0567-65-2920

ゲバブ、スィーツ

●

7

AYASHIRO屋

綾城透彦

岡崎市稲熊町6丁⽬25-4

090-2613-9748

0564-64-1497

フランクフルト・丼物

8

㈱皓介

元⼭満

刈⾕市御幸町3-92

090-8732-4411

0566-93-2928

たこ焼き、焼きそば等

9

Emmy's Ｒich

中村幸恵

岡崎市⾚渋町字蔵⻄18-1

080-5111-1178

0564-55-6117

丼物、台湾スィーツ

●

10 くれーぷやさん オレンジボックス mix

永坂成⼈

碧南市権⽥町3丁⽬12

0566-48-2612

0566-48-2612

クレープ

●

11 岡崎給⾷株式会社

井上和俊

岡崎市桑⾕町字社宮神101

0564-48-7593

0564-48-6604

弁当製造・販売

12 愛知学泉⼤学 stick GO-HEI

相原英孝

岡崎市舳越町上川成28

090-1726-7480

0564-34-1252

教育機関

●

13 磯海屋

内藤国弘

愛知県⾼浜市神明町4-3-29

090-6096-0333

0566-52-2136

フランクフルト・焼きそば

●

14 さん太

神⾕知秀

岡崎市⽻根町鰻池112-3

090-9188-5035

0564-57-9966

味噌串カツ、どて煮

●

15 株式会社三光⾷品

⽝塚光知

岡崎市⼤和町字塗御堂22-1

0564-31-1739

0564-32-9911

たこ焼き・お好み焼き等

16 Ａ＆Ｃ

岩井義和

安城市箕輪町本屋敷140

090-9901-6263

0566-74-1087

お好み焼き

17 たこ本舗

内⽥武男

蒲郡市三⾕町九舗2

090-4113-1626

0533-68-4054

たこ焼き

18 ちゃん・おかぁ

杉浦美保

岡崎市不吹町14-171

090-6612-6310

050-3737-1614

たこ焼き

19 おぎ乃

若⼥将

岡崎市井⽥新町3-8

0564-23-7655

0564-24-6437

飲⾷店

20 和⽥屋

和⽥篤憲

名古屋市守⼭区⼩幡中1-7-1

090-5035-6320

052-796-3335

岡崎まぜめん

21 もんじゃや

⽯川家義

刈⾕市板倉町3-2-10

090-2688-0022

0566-29-0219

串カツ

22 HORAIDO

杉本かず美

⻄尾市徳吹町宮廻41-6

090-6588-9891

0563-54-8690

五平餅

23 いちご屋

勝 千尋

豊⽥市⽣駒町東⼭338-1

080-5119-5491

0565-57-3054

スィーツ

24 ⻄川屋

⻄川武仁

豊明市⻄川町島原14-4ソレアード笹原Ⅱ 102

090-7301-8632

0562-51-7740

たこ焼き

25 ROUTE18

伊林勇祈

岡崎市細川町字落合8-1

080-3669-1884

0564-84-5718

ビーフシチュー、スィーツ

26 Sweets Potato 芋や

⽮⽥⿓太郎

岡崎市⼤⾨3-6-18

090-5855-0110

0564-28-1288

芋けんぴ、スイートポテト

27 常果園

⾼橋喜巨

岡崎市駒⽴町川根16-1

0564-45-7322

0564-45-7322

ぶどう・いちご狩り

28 串や ⿊丸

村上雄⼀郎

⻄尾市富⼭町⼤縄1-2

080-4674-1660

0563-58-0353

飲⾷店（焼き⿃）

●

●

29 マウンテンダイナー

⼭⽥裕司

岡崎市東本郷町字古屋敷48-5

090-3553-5530

ハンバーガー・ポテト

●

●

30 ヒマラヤ

深⾕公博

⼤府市⼤東町1丁⽬608

090-1276-9101

31 居酒屋伊蔵

松⽥智信

岡崎市福岡町新町27

090-5454-7676

飲⾷店（岡崎まぜめん）

●

●

32 咲蔵屋

酒井克彦

岡崎市⼤⻄2-3-8

090-3854-8181

飲⾷店

●

●

33 鈴村⽶穀店

鈴村充弘

岡崎市上⾥2丁⽬7-12

0564-21-2686

0564-24-0421

⽞⽶だんご・⽶穀販売

●

34 合同会社HAND

⻘⼭徹

岡崎市箱柳町川北46番地84

0564-66-6630

0564-64-0009

ダイニングバー

35 グリコクレープ

守永将

岡崎市鴨⽥町広元222 サンシティグランロード⼤樹寺501

080-2214-9627

0564-20-8178

クレープ・タピオカドリンク

36 唐揚げ専⾨店 ⼗四

坂⼊哲也

刈⾕市御幸町3-92 綿利ビル103

090-1430-0024

0566-93-1814

唐揚げ

●

37 Sakaiコーポレーション

酒井和美

刈⾕市新明町6-37-1ライオンズシティ刈⾕606

090-6367-4929

鯖寿し

●

38 中根商店

中根眞⼀

岡崎市鴨⽥町北魂場95-3鶴⽥マンション303

090-1726-5638

0564-28-1137

菓⼦製造

39 池⽥屋

⻑坂光司

岡崎市井⽥南町8-7

0564-21-1512

0564-26-0261

こんにゃく・ところ天

40 ウッド洋菓⼦店

森川晴之

岡崎市能⾒通1-83

0564-21-9990

0564-25-0755

洋菓⼦製造・販売

41 宮ザキ園

梅村篤志

岡崎市⽯原町字相野8

080-5139-0124

0564-83-2816

製茶業

42 合資会社 ⼋丁味噌

野村健治

岡崎市⼋帖町字往還通69

0564-21-0151

0564-25-0513

味噌製造・販売

43 まるや⼋丁味噌

⽯原友保

岡崎市⼋帖町字往還通52

0564-22-0222

0564-23-0172

味噌製造・販売

44 オカザえもんの会

齋藤典⼦

45 株式会社 ⾵流社

永妻光正

愛知県豊川市⼀宮町豊169

0533-79-9888

0533-79-6867

クッキー、まんじゅう

46 丸⽯醸造株式会社

東直樹

岡崎市中町6丁⽬2番地5

0564-23-3333

0564-22-0539

各種酒類製造

47 有限会社近江屋本舗

⿊⽥祥裕

岡崎市⽮作町加護畑107

0564-31-3350

0564-31-3036

和菓⼦製造・販売

●

48 アカマツコートテック株式会社

⾚松弘⼀

岡崎市⽯原町字帝⼝38

0564-83-2069

0564-83-2770

柚⼦関連商品・五平餅

●

49 有限会社五万⽯藤⾒屋

⻄⼭⾼弘

岡崎市本町通1丁⽬4番地

0564-21-0919

0564-21-0909

和菓⼦製造・販売

50 合資会社柴⽥酒造場

柴⽥⼀乃

岡崎市保久町字神⽔39番地

0564-84-2007

0564-84-2007

清酒、リキュールの製造・販売

51 ⼀般社団法⼈岡崎パブリックサービス

杉浦⻫・⼟井利勝 岡崎市朝⽇町3-17

0564-24-2204

0564-24-2247

グレート家康公「葵」武将隊

52 エフエム岡崎

新井雅都

岡崎市⽻根町字若宮30-1

0564-55-8760

0564-55-8764

放送業

53 岡陸タクシー株式会社

⾼⽊政弘

岡崎市上六名3丁⽬12-8

0564-54-6111

0564-53-2110

旅客⾃動⾞運送事業

54 イヅミ印刷所

神⾕則明

岡崎市明⼤寺町字荒井10

0564-21-2657

0564-23-5833

印刷業

55 菅⽣神社

児⽟隆司

岡崎市康⽣町630-1

0564-23-2506

0564-23-2506

神社

56 いちかわ

市川佳栄

岡崎市康⽣町515 岡崎公園内

090-7958-9091

0564-21-1280

⼋丁味噌料理店

57 岡崎市⻘年経営者団体連絡協議会

⾼⽥正男

岡崎市⼗王町2丁⽬9番地 岡崎市商⼯労政課内

090-5874-3323

0564-25-2134

異業種複合団体

58 太⽥商店（らんパーク）

原 祥雅

岡崎市福岡町字北裏25-2

090-3380-4189

0564-54-9733

飲⾷店

●

59 きわ屋

村松伸浩

豊橋市飯村北2-4-3

090-1743-7770

0532-22-8611

和菓⼦販売

●

60 いしはらファーマーズ

⽯原貴光

岡崎市保⺟町字下越地52

080-4220-4686

0564-47-2531

農業

●

61 株式会社サンクレール

下村泰広

岡崎市⼤平町⽯⻲99-98

0564-64-5660

0564-64-5661

パン製造販売

●

0562-47-8499

●

●
●
●

●
●

●

●

●

●
●

●
●
●

●
●

●

●
●

●
●

飲⾷店（カレー、丼）

●

●
●

みやげ・特産品・PR部会

070-5332-8191

●

オカザえもん

