
セブンイレブン
豊橋広小路2丁目店

世界の毛糸
アトリエ・マルエス

時計・宝飾品・メガネ
ＴＡＩＹＯＤＯ 太陽堂

こども服
キッズモンスター 本店

ＷＡＸＢＥＲＲＹ
ワ ッ ク ス ベ リ ー

❶ 蕎麦匠まつや

［営業時間］ 11：00～14：00（L.O.）　17：00～21：00（L.O．）
 ※日曜は20：00（L.O.）
［ 定 休日］木曜日・祝日

ときわアーケードをこど
も未来館ここにこ方面
へ通り抜け、「穴子天そ
ば」の黄色い看板が目
印。創業50周年を迎え
るそば屋です。60席あ
る座敷席で、ごゆっくり
お寛ろぎ下さい。

☎0532-52-4950／豊橋市松葉町3-63-4

チラシをお持ちの方、お食事にえび天1本トッピング
または、ソフトドリンク1杯サービスお得情報

❷ 寿司 うなぎ 羽子吾

［営業時間］ 11:00～14:30  L.O.14:20
 17:00～22:00 L.O.21:20
［ 定 休日］水曜日

ホコ天開催日に平日限
定の秋刀魚御膳ランチ
を特別価格で提供。お
得で大人気な寿司と鰻
のセットメニュー1836
円もこの機会に是非ご
賞味ください。

☎0532-52-5552／豊橋市大橋通1-95
平日・土曜限定秋刀魚御膳972円

［営業時間］ 11：00 ～ 21：30（LO21：00）
［ 定 休日］年中無休

当店自慢のあんかけスパは、地元の方から「チャオ
スパ」の愛称で親しまれています。ランチからディナ
ーまでお得なメニューをご用意しております。是非
ご利用ください。

☎0532-53-1684／豊橋市広小路１丁目４５　２F

お得情報

ワゴンセールお得情報

はねご

❺ 東京庵 ときわ店

［営業時間］ １１:００～２０:００
［ 定 休日］木曜日

ときわアーケード中央
に店舗があります。麺類
専門店！人気メニュー は
「ざるそば」。「豊橋カレ
ーうどん」も７年目突入
です。

☎0532-52-8282／豊橋市松葉町１ー９ー１

にかけうどん・たぬきうどん
通常５５０円が４００円お得情報喫茶メニュー

ブレンドコーヒー1杯￥220のところ￥200お得情報

❻

［営業時間］ 6：00～24：00　［ 定 休日］なし

ホコ天開催時は特別イベントを開催！！チラシ持参で
画像のポテトMセットを特別価格の390円で提供し
ます。ご来店をお待ちしております。

☎0532-53-1812／豊橋市広小路1-7
ホコ天開催日はマックへGOお得情報

❸ 鈴木珈琲店

［営業時間］ 月・火・木・日　 9:00～21:00(LO,20:45)
 金　・　土　  9:00～23:00(LO,22:30)
［ 定 休日］毎週水曜日・第３木曜日

香り高い炭火焙煎の
珈琲専門店。ホコ天
開催日は、お客様が
ラテアートに絵を描
ける体験型のカプチ
ーノをご用意。自分だ
けのオリジナルラテ
アートに挑戦しよう。

☎０５３２-５５-６６８９／豊橋市松葉町１丁目４

❹ ワルツ 豊橋トキワ店

［営業時間］ 日～木10：00～19：00　金・土10：00～20：00
［ 定 休日］水曜日

地元ではコーヒーのワ
ルツとして親しまれてお
り、おうちカフェをコン
セプトに手作りアイテム
も多く取り揃えている
お店です。今回は自慢
のコーヒーを特別価格
にて販売！

☎0532-53-2802／豊橋市松葉町１－１７（ときわ通りアーケード内）

体験お絵描きラテアート　　630円お得情報

マクドナルド
豊橋広小路店

❾

［営業時間］ 24時間営業
［ 定 休日］年中無休

近くて便利なセブンイ
レブン。日々の暮らしを
もっと楽しく、もっと豊
かに。セブンカフェ、セブ
ンド―ナツも大人気。ホ
コ天開催時はスペシャ
ルビックフランク１００
円セ―ル！！

☎0532-52-1507／豊橋市広小路2丁目9-1
スペシャルビックフランク 154円▶100円（税込）お得情報

鳥飯めし丼又は、
二色丼と豊橋カレーうどんセットお得情報

10 スパゲッ亭チャオ 本店

❼ 酒とお茶の三河屋

［営業時間］ 9：30～19：00
［ 定 休日］水曜日

広小路一丁目にある三
河屋は創業100余年の
酒とお茶のお店です。ホ
コ天開催日はいつでも
缶ビール200円でラム
ネを100円で販売して
います。喉が渇いたら三
河屋へ。

☎0532-52-4783／豊橋市広小路１丁目１１

❽ 玉川うどん 広小路本店

［営業時間］ 11：00　～　21：00
［ 定 休日］不定休

創業明治42年。老舗の
味を堪能できるうどん、
そばは、素材の持ち味
を充分活かした逸品。新
鮮な魚介と肉料理のし
めに豊橋カレーうどん
はいかが？

☎0532-52-5415／豊橋市広小路１丁目１３番地

缶ビール200円、ラムネ100円お得情報

［営業時間］ １１：００～１９：３０
［ 定 休日］水曜日

ハリウッドランチマーケ
ットやブルーブルーを中
心としたセレクトショッ
プ。メンズ・レディース・キ
ッズを展開しており、雑
貨アイテムも豊富に揃っ
ております。最新情報は
インスタにて。『ＷＡＸＢ
ＥＲＲＹ152』で検索。

☎0532-54-6673／豊橋市萱町22

13 クリスチャン・アーダ

［営業時間］ １０：００～１８：００
［ 定 休日］水曜日

「チラシを見ました。」
「お友達に紹介されまし
た。」を合言葉に全商品
１０%ｏｆｆとさせてもら
います。

☎0532-52-1507／豊橋市広小路1丁目４
全商品１０%ｏｆｆお得情報ジュエリー、メガネのクリーニング無料お得情報

14

11

［営業時間］ 10：00～19：00
［ 定 休日］水曜日

ＪＥＮＮＩ，ＦＯキッズ、オー
シャン＆グラウンド、グラ
グラなど・・人気のブラン
ドを揃えたかわいい子
ども服ショップです。ホ
コ天開催日には、お得な
半額ワゴンも登場しま
す！

☎0532-52-8048／豊橋市花園町77番地

12

［営業時間］ 10：00～19：00
［ 定 休日］水曜日

当 店 宝 石 鑑 定 士
G.I.A.G.G.が厳選した
ジュエリー、シチズン、カ
シオ、ハミルトンの腕時
計など数多く取り揃え
ております。時計修理や
ジュエリーのリフォーム
も承ります。ご来店お待
ちしております。

☎0532-52-8825／豊橋市松葉町1-7　ときわ通り

ワゴンセールお得情報

お買上に関係無く深視力検査＆視力検査＆
クリーニングサービスお得情報

［営業時間］ 10：00～19：20
［ 定 休日］水曜日

レンズセットフレーム￥１
２８００～超充実レンズは
日本製限定！お値段に関
係なく満足度重視し見え
方、そしてお買上後のア
フターサービスこそ重
要と心得て営業しており
ます

☎0532-53-5556／豊橋市広小路2丁目22

17 

［営業時間］ １０：００～２０：００
［ 定 休日］水曜日

イタリアやフランス、北
欧、日本の手づくり糸
「野呂英作」など、カラフ
ルで高級な糸を取り揃
えています。

☎0532-52-1507／豊橋市広小路1丁目24番地

ホコ天開催日１４：００～１６：００
全商品２０％ｏｆｆお得情報コンタクトレンズ全品10％OFF（他割引併用不可）お得情報

18 メガネの杉浦

御来店で粗品プレゼント
ご成約でミスタード―ナツプレゼントお得情報

［営業時間］ 10：00～18：30
［ 定 休日］水曜日

旅行のご相談はＨＩＳへ
お任せ下さい。世界66
カ国225拠点を持つＨＩ
Ｓならではの安心且つリ
ーズナブルな旅行を提
案致します。他社・国内商
品も多数取り揃えてい
ます。

☎0532-51-0081／豊橋市広小路2丁目9-1コンチェルトタワー豊橋１Ｆ

19 H.I.S 豊橋営業所

15 Set salon Lucia

［営業時間］ 15：00～21：00
［ 定 休日］月曜日

結婚式や二次会やイベントなど、特別な日のヘアセ
ットはお任せ下さい！時間外予約も大歓迎です。皆
様の御来店お待ちしております

☎0532-54-7725／豊橋市松葉町１－１２－１　２Ｆ

16 広小路コンタクト豊橋

［営業時間］ 10：00～19：00
［ 定 休日］水曜日

広コンは会員数地域
NO.1！ホコ天開催日は
チラシご持参で、コンタ
クトレンズが全品10％
OFF！最新のコンタクト
レンズから話題のカラ
コンまで豊富な種類か
ら選べます。

☎0532-56-0963／豊橋市広小路1-6　精文館ビル3F

［営業時間］ 10：00～18：30
［ 定 休日］不定休

ほの国百貨店は、地域に密着しお客様とともに主務
百貨店として、おもてなしの心と笑顔を第一に良質な
商品とサービスを提供し、暮らしの良きパートナーを
目指します。

☎0532-54-1211／豊橋駅前大通り２－１０

22 ベニヤふとん店

［営業時間］ １０：００～１８：００
［ 定 休日］水曜日

健やかな眠りを支えるＮＥＷ　ＬＩＦＥ　ＳＨＯＰ対面
販売中心にお客様の眠りをサポート。ご来店をお待
ちしています！

☎0532-52-3426／豊橋市広小路２丁目３１

23 株式会社 ほの国百貨店21 ヒカリ写真機店

［営業時間］ 9：００～２０：００
［ 定 休日］無し

古い写真を複製してみませんか
一枚１４０円からです

☎０５３２-５２-５４０４／豊橋市広小路一丁目３７

20 ブックオフ 豊橋駅前店

［営業時間］ 0532-57-5388
［ 定 休日］無休

小説・ビジネス書・コミック等、人気作は高価買取致し
ます。ゲーム・ブルーレイＤＶＤ・ＣＤも！★この地で１
０年★♪「まちなか」♪来たら～ブックオフ♪

☎0532-56-0963／豊橋市広小路1-37　マスヤビル1F

レシート抽選会
対象店舗

全
23店舗

歩行者天国会場周辺の対象店舗でホコ天開催日に1,000円ごとのお買い上
げで１回、外れクジ無しの抽選会に参加できます（１人１日５回まで・レシート合算不可）。
日　　程 ホコ天開催日（9月11日・25日、10月30日、11月13日）

11:30～15:45（受付締切15:30）
抽選場所 ホコ天案内所（広小路１丁目：精文館書店前）

ホコ天開催日
毎回開催

食べる ファッション その他磨く

etc
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