
▼あま市 ▼みよし市 ▼一宮市

▼丹羽郡大口町 ▼丹羽郡扶桑町 ▼刈谷市

▼北名古屋市 ▼北設楽郡設楽町 ▼半田市

▼名古屋市中区 ▼名古屋市中川区 ▼名古屋市中村区

▼名古屋市北区 ▼名古屋市千種区 ▼名古屋市南区

▼名古屋市名東区 ▼名古屋市天白区 ▼名古屋市守山区

▼名古屋市昭和区 ▼名古屋市東区 ▼名古屋市港区

▼名古屋市熱田区 ▼名古屋市瑞穂区 ▼名古屋市緑区

▼名古屋市西区 ▼大府市 ▼安城市

▼小牧市 ▼尾張旭市 ▼岡崎市

▼岩倉市 ▼常滑市 ▼弥富市

▼愛知郡東郷町 ▼愛知郡長久手町 ▼愛西市

▼新城市 ▼日進市 ▼春日井市

▼東海市 ▼江南市 ▼津島市

▼津島市江西町 ▼海部郡大治町 ▼海部郡蟹江町

▼海部郡飛島村 ▼清須市 ▼瀬戸市

▼犬山市 ▼田原市 ▼知多市

▼知多郡南知多町 ▼知多郡東浦町 ▼知多郡武豊町

▼知多郡美浜町 ▼知多郡阿久比町 ▼知立市

▼碧南市 ▼稲沢市 ▼蒲郡市

▼西尾市 ▼西春日井郡春日町 ▼西春日井郡豊山町

[愛知県愛知県]
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▼豊川市 ▼豊明市 ▼豊橋市

▼豊田市 ▼長久手市 ▼額田郡幸田町

▼高浜市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

有限会社サケハウス あま市 七宝町下田西長代１３３５－１ ショッピング

酒やビック七宝店 あま市 七宝町桂築込３７ ショッピング

日本料理マルイ あま市 七宝町桂薮之内７ 飲食店

炭火焼肉 すぎ乃くら あま市 七宝町沖之島九之坪１１２ 飲食店

ワークマート七宝店 あま市 七宝町沖之島九之坪１１３ ショッピング

黒毛和牛食べ放題 Z あま市 七宝町沖之島十八８３ 飲食店

大沢屋 あま市 七宝町秋竹西屋敷６８５ 飲食店

焼肉ダイニング 秀作 あま市 坂牧北浦６５－１ 飲食店

BOOKSえみたす甚目寺店 あま市 坂牧坂塩１３９ ショッピング

エマ スピリット 甚目寺店 あま市 小路２－１１－７ サービス

グランマルシェ あま市 新居屋又屋敷１２－１ 飲食店

スーパーうおた あま市 木田東屋敷北切１８－１ ショッピング

ミストラル あま市 篠田長堀７ 飲食店

Aguhairmay三好ヶ丘 みよし市 ひばりヶ丘２－１－５ サービス

soy みよし市 三好丘旭３－２－２ サービス

あみやき亭 三好店 みよし市 三好町上２１９ 飲食店

おさかなダイニング ゆうじん 三好店 みよし市 三好町上２５１－１ 飲食店

富士家具ショールーム みよし市 三好町上砂後１ ショッピング

グリーンセンター 三好店 みよし市 三好町上砂後１６－１ ショッピング

フィットハウス 三好店 みよし市 三好町上砂後８－１４ ショッピング

備長炭ひつまぶしうお茂 みよし市 三好町中鯰ヶ池７８－１ 飲食店

一刻魁堂 みよし店 みよし市 三好町夕田２４－１ 飲食店

groundbranche みよし市 三好町大坪７６－１ サービス

リカーマウンテンみよし店 みよし市 三好町小坂９６ ショッピング

楽一楽座　三好店 みよし市 三好町弁財天４４－１ 飲食店

UNI－BOX イシカワ みよし市 三好町池守田４６－５ ショッピング

ホビーオフ 三好店 みよし市 三好町油田２４－２ ショッピング

ハードオフ 三好店 みよし市 三好町油田２４－２ ショッピング

オフハウス 三好店 みよし市 三好町油田２４－２ ショッピング

かつや愛知みよし店 みよし市 三好町西荒田９３－１ 飲食店

サロン・ド・テ名古屋ふらんす みよし市 明知町立山１５－１ 飲食店

Ybondhair みよし市 東陣取山２０７－１ サービス

Bio－Top MIYOSHI みよし市 根浦町３－１－１３ サービス

alex reco みよし市 福谷町最中３－１ サービス
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中国料理 九龍居 三好店 みよし市 黒笹１－４－６ 飲食店

DーFLAT 一宮市 せんい２－４－１４ ショッピング

なかなか はなれ家 一宮市 せんい４－４－１４ 飲食店

尾張一宮香物 三井 宮蔵 一宮市 三ツ井１－１０－８ ショッピング

TJ天気予報 3mm 一宮市 三条墓北２９－１ サービス

産直広場 尾西店 一宮市 三条墓北５ ショッピング

スーパー三心 三条店 一宮市 三条田畑１５ ショッピング

からやま一宮三条店 一宮市 三条郷東藤３－１ 飲食店

松福一宮店 一宮市 下田２－２－１ 飲食店

株式会社 サンアイ機器 一宮市 丹陽町九日市場下田５９－４ ショッピング

アップガレージ 一宮インター店 一宮市 丹陽町外崎上川田２１９－１ ショッピング

ZAZArubik 一宮市 九品町３－９－１　ライオンズマンション一宮
九品　１０２ サービス

暮しの衣料マツオカ 今伊勢店 一宮市 今伊勢町新神戸九反野５７－１ ショッピング

Jolies 一宮市 今伊勢町本神戸河原４６ サービス

にぎりの徳兵衛　今伊勢店 一宮市 今伊勢町本神戸河原４９ 飲食店

ZAZAnature 一宮市 今伊勢町本神戸高野池６ サービス

焼肉 元祖 江田屋 一宮市 伝法寺１０－１７－６ 飲食店

グルマンヴィタル一宮店 一宮市 伝法寺３－６－９ 飲食店

ちゃんぽん家 大光楼 本家 一宮市 伝法寺６－１５－３ 飲食店

金物と工具の店 山崎 一宮市 伝法寺９－１－１７ ショッピング

Diamond Lily 一宮市 住吉１－１－４ サービス

hairmodeJAMOrario 一宮市 佐千原長筬２２ サービス

美容室ポワゾン 一宮市 光明寺千馬２３５ サービス

REFEREE 一宮市 北丹町４８ ショッピング

綿半フレッシュマーケット千秋店 一宮市 千秋町佐野郷前１０ ショッピング

TJ天気予報 Part3 一宮市 千秋町浅野羽根古金島９－１ サービス

しゃぶてらすこすも千秋店 一宮市 千秋町浅野羽根西之島７－２ 飲食店

とんかつの和くら 一宮市 千秋町浅野羽根長楽寺１５ 飲食店

ピッツェリア マリノ 一宮店 一宮市 千秋町浅野羽根長楽寺２９－１ 飲食店

ウキナオ 一宮市 千秋町浮野道下７ ショッピング

JA愛知西産直広場 南小渕店 一宮市 南小渕小森６ ショッピング

なかた牧場一宮 一宮市 向山南１－６－３ 飲食店

おおやまホルモン多加木店 一宮市 多加木４－２－１７ 飲食店

フルーツショップ セリーヌ 一宮市 大和町於保丹波１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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から揚げ専門店 から助 一宮市 大和町毛受一本松６ ショッピング

宝島 一宮店 一宮市 大和町馬引古宮３２－１ ショッピング

髪技空間 anon 一宮市 大江２－５－１７　アノンビル２Ｆ サービス

榮美容室 本店 一宮市 大江２－９－１６ サービス

エンジェリー いのこ 一宮市 大江３－１－２１ ショッピング

Lalant 一宮市 大赤見才勝４６－１ サービス

しゃぶてらす　こすも　かいめい店 一宮市 奥町田畑３５ 飲食店

トーカイ 一宮店 一宮市 妙興寺２－２－２０ ショッピング

lovelica 一宮市 宮地２－１１－６ サービス

Selectshop JeLe 一宮市 宮地２丁目１０－７ ショッピング

ラの壱一宮店 一宮市 富士３－１－２ 飲食店

オムライス専門店エグロン 一宮市 富士３－２－１ 飲食店

レイフィールド一宮店 一宮市 富士３－２－２８ サービス

クラフト 一宮店 一宮市 富士４－３－２２ ショッピング

キッチンいろどり 一宮市 富士４－７－８ 飲食店

サンレジャン 一宮店 一宮市 小信中島仁井北１５－１ ショッピング

肉匠坂井尾西店 一宮市 小信中島仁井西３０－２ 飲食店

かつや愛知一宮尾西店 一宮市 小信中島仁井西４１－１ 飲食店

酒やビック尾西店 一宮市 小信中島西九反３３－１ ショッピング

こだわりとんかつ和 一宮市 小信中島郷東１４－１ 飲食店

ホビーオフ一宮尾西店 一宮市 小信中島郷東５７ ショッピング

しゃぼん玉 一宮店 一宮市 島崎１－６－１１ ショッピング

COCO一宮店 一宮市 平和１－１－３２　丸石ビル２Ｆ サービス

CAFEbanyantree 一宮市 平和２－２－１ 飲食店

綿半フレッシュマーケット平島店 一宮市 平島１－７－１ ショッピング

カフェドクリエ 一宮市立市民病院 一宮市 文京２－２－２２　一宮市立市民病院　１Ｆ 飲食店

鉄板焼昊 一宮市 新生２－３－１５ 飲食店

一宮甲羅本店 一宮市 朝日１－２－２２ 飲食店

スーパー三心 玉ノ井店 一宮市 木曽川町玉ノ井稲荷前２８７ ショッピング

暮らしの衣料マツオカ 玉ノ井店 一宮市 木曽川町玉ノ井稲荷前２９２－１ ショッピング

BELINDA 一宮市 木曽川町玉ノ井稲荷前３２０ サービス

TJ天気予報 Part5 一宮市 木曽川町里小牧寺東２９－１ サービス

リカーマウンテン 木曽川店 一宮市 木曽川町黒田七ノ通３０５ ショッピング

ナフコ不二屋木曽川店 一宮市 木曽川町黒田二ノ通り４４－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オンセンド 木曽川店 一宮市 木曽川町黒田二ノ通り４４－１　ナフコ木曽川
店内 ショッピング

TJ天気予報part9 一宮市 末広２－３－１９ サービス

びっくりドンキー一宮西店 一宮市 末広町３－１３－１ 飲食店

鉄板フレンチ樹 一宮市 本町１－２－１７　米増ビル　１Ｆ 飲食店

ぎんなべ 一宮市 本町２丁目３－１６　 飲食店

肉と赤ワインガチバル 一宮市 本町３－３－１ 飲食店

ブティック デュエット 一宮市 本町３丁目９－１５ ショッピング

三八屋 一宮市 本町４－１－９ 飲食店

かつや名岐バイパス一宮店 一宮市 東島町１－３５－１ 飲食店

オムライス専門店イーグル 一宮市 東島町１－３６－１ 飲食店

NICORUHAIR＆MAKE 一宮市 枠杁町４－１７－１ サービス

焼肉のおおやま本店 一宮市 栄１－７－２ 飲食店

カフェレストイチモ 一宮市 栄３－１－２　ｉビル　３Ｆ 飲食店

CLOVER一宮店 一宮市 栄３－２－１１　丸金ビル　Ｂ１Ｆ サービス

Aguhairroland一宮 一宮市 栄３－７－１　石照ビル　５Ｆ サービス

エトロワ オム 一宮市 栄３－８－４ ショッピング

地鶏坊主 一宮駅前店 一宮市 栄４－１－４　エスピービル　２Ｆ 飲食店

ysora 一宮市 栄４－８－７ ショッピング

酒やビック一宮森本店 一宮市 森本１－１０－３２ ショッピング

rille 一宮市 森本２－１３－１３　１Ｆ サービス

Muller 一宮市 森本２－３－１ サービス

炭火焼肉釜山 一宮市 森本３－２３－２８ 飲食店

魚錠 一宮店 一宮市 森本３－２４－５ 飲食店

しゅん亭 一宮市 森本４－１１－１７ 飲食店

炭火焼肉 新羅館 一宮店 一宮市 森本４－１２－２９ 飲食店

イチノミヤ トリョウイチバ 一宮市 森本５－２０－１３ ショッピング

肉物語 一宮本店 一宮市 森本５－２０－２ 飲食店

via Ichinomiya 一宮市 森本５－２２－９ サービス

綿半フレッシュマーケット浅井店 一宮市 浅井町大日比野如来堂１７３ ショッピング

アオキーズピザ一宮川島店 一宮市 浅井町東浅井桜木５７－２ ショッピング

炭火焼肉 円寿 一宮市 浅野一本杉１－１ 飲食店

居酒屋割烹 なかなか室家 一宮市 浅野大島３０ 飲食店

山本屋本店 一宮インター北店 一宮市 浅野大曲り２－１ 飲食店

川喜　一宮店 一宮市 浅野山林１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サロン・ド・栄 一宮市 浅野西大土１０６ サービス

ナンボウエン浅野店 一宮市 浅野赤見前６８－１ ショッピング

リカーマウンテン一宮浜町店 一宮市 浜町４－５－２ ショッピング

ユーアイ・ビークル 名古屋店 一宮市 猿海道１－４－２ ショッピング

FRITGRAND 一宮市 猿海道３－１２－２９ サービス

やきとり 七福 一宮市 神山１－１－６　のむらビル　１Ｆ 飲食店

ステーキ＆シーフード HONJIN 一宮市 神山２－４－２３ 飲食店

日乃屋カレ－ 一宮店 一宮市 篭屋１－２－２１ 飲食店

レイフィールド一宮西店 一宮市 篭屋３－７－７ サービス

焼肉レストラン 李朝 一宮市 篭屋３－８－８ 飲食店

美濃路 一宮緑店 一宮市 緑２－１－２ 飲食店

ラピアス 万代 一宮市 緑２－１４－１３ ショッピング

sake shop ハヤシヤ 一宮市 緑２－３－１０ ショッピング

ハードオフ 一宮店 一宮市 緑３－４－１０ ショッピング

OFF HOUSE 一宮店 一宮市 緑３－４－１０ ショッピング

大阪カルビ 愛知一宮店 一宮市 緑４－３－１２ 飲食店

アミカ一宮店 一宮市 緑５－７－２６ ショッピング

高砂屋 一宮市 若竹３－３－２ ショッピング

おおやまホルモン一宮萩原店 一宮市 萩原町串作才勝１４６３－１ 飲食店

焼肉 のの牛 一宮市 西出町５３－２　西出ハイツ　１０２ 飲食店

綿半フレッシュマーケット西成店 一宮市 西大海道中山１１３ ショッピング

びっくりドンキー一宮バイパス店 一宮市 赤見１－２ 飲食店

あみやき亭 一宮朝日店 一宮市 赤見３－１１－６ 飲食店

魚辻商店 一宮市 開明三味北１８－１ 飲食店

OFF HOUSE 尾西店 一宮市 開明南井保里３３－１ ショッピング

HARD．OFF 尾西店 一宮市 開明南井保里３３－１ ショッピング

キッチン・スパイス 一宮市 開明東向野４０－２ 飲食店

かきえん ワイルドローズ 一宮市 開明東向野５５ ショッピング

あみやき亭 一宮開明店 一宮市 開明流５６－１ 飲食店

スパゲティハウス　かしの木 一宮市 開明郷東２－１ 飲食店

HARE／PAN一宮店 一宮市 開明郷東２０－１ 飲食店

マルイチ食肉センター 一宮市 開明郷東３４－２ 飲食店

ビストロ　プティル 一宮市 高田北門２７　 飲食店

BOPLUS 22号一宮バイパス店 一宮市 高畑町２－１－１４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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こみかるはうす 大口店 丹羽郡大口町 上小口１－７５４　バロー大口店　１Ｆ ショッピング

ひつまぶし備長 丹羽郡大口町 下小口５－１７６－１ 飲食店

中国料理 九龍居 大口店 丹羽郡大口町 中小口２－１－１ 飲食店

かつや 愛知大口町 丹羽郡大口町 中小口３－３１３－２ 飲食店

大口ベ-ス 丹羽郡大口町 奈良子２－１８６ ショッピング

Eternal Auto 丹羽郡大口町 河北２－４３９ ショッピング

すし処 初音 丹羽郡大口町 竹田１－２３３ 飲食店

フレッシュライフ大口店 丹羽郡大口町 高橋１－１４６ ショッピング

大和屋守口漬総本家大口工場売店 丹羽郡大口町 高橋２－２０２ 飲食店

GLANZ Noi 丹羽郡扶桑町 南山名仲畑１４５ サービス

海鮮炭火酒房 忍2 丹羽郡扶桑町 南山名新津２０ 飲食店

あみやき亭 扶桑店 丹羽郡扶桑町 大字高雄字海道田３３１ 飲食店

漬処壽俵屋扶桑本家 丹羽郡扶桑町 山那屋敷地７５７ ショッピング

鉄板料理 紙音 丹羽郡扶桑町 柏森西前２６５－１ 飲食店

カルコス扶桑店 丹羽郡扶桑町 柏森長畑３５６ ショッピング

焼肉ダイニング かんの風 丹羽郡扶桑町 高木桜木５００ その他

レイフィールド扶桑店 丹羽郡扶桑町 高雄伊勢帰１２９－４ サービス

やわらかとんかつ かつ雅 扶桑店 丹羽郡扶桑町 高雄伊勢帰２２ 飲食店

酒やビック扶桑店 丹羽郡扶桑町 高雄伊勢帰９８－１ ショッピング

びっくりドンキー刈谷店 刈谷市 一里山町一里山２１－３ 飲食店

ディ－スクエア 刈谷市 中山町２－３８　Ｄ－Ｓｑｕａｒｅ　１Ｆ 飲食店

SHUNSAI 楽坐 刈谷市 中山町２－３８　デンソーディースクエア　２
Ｆ 飲食店

美食ベジダイニング然 刈谷市 中山町２－３８　デンソーディースクエア　３
Ｆ 飲食店

備長炭焼肉 ほむら 刈谷市 中手町６－２１３ 飲食店

れすとらん仔馬 刈谷店 刈谷市 住吉町３－５８ 飲食店

嘉っとび寿司　ざぶん　名鉄刈谷駅店 刈谷市 刈谷東日成５８　名鉄イン刈谷　１F 飲食店

鮪　活魚料理　嘉文　名鉄刈谷駅店 刈谷市 刈谷東日成５８　名鉄イン刈谷　２F 飲食店

スーパーヤオスズ ライブ店 刈谷市 半城土中町１－２－５ ショッピング

カラベル 半城土中町店 刈谷市 半城土中町３－２５－１１ 飲食店

美容室Shu刈谷店 刈谷市 南桜町１－２９－１　アルバックスタワー駅前
　１Ｆ サービス

クリプトン A．T． 刈谷市 南桜町１－３９　全栄ビル　１Ｆ サービス

ニワ商店 刈谷市 南桜町２－３９ ショッピング

あみやき亭 刈谷店 刈谷市 大手町３－５７ 飲食店

LOBEAUT 刈谷市 大手町５－１８ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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One’s　cafe 刈谷市 大正町１丁目７１５　 飲食店

天ぷら杉 刈谷市 大正町６－２０１－１ 飲食店

RUMI emue 刈谷市 富士見町１－１１６ サービス

産直センター 刈谷南 刈谷市 小垣江町八角１５１ ショッピング

Arvis 刈谷市 小垣江町南堀１０－１ サービス

中華料理 長楽 小垣江店 刈谷市 小垣江町本郷下４２－１３ 飲食店

スーパーヤオスズ アップティ店 刈谷市 小垣江町蚰ヶ坪５５－３ ショッピング

エーアイディー 刈谷店 刈谷市 広小路３－１７ ショッピング

Giselle 刈谷市 広小路５－１１－１　Ａ サービス

Rond・Point 刈谷市 広小路６－９１－１　メゾン浅井　１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン刈谷恩田店 刈谷市 恩田町１－１５２ ショッピング

かつや愛知刈谷恩田町店 刈谷市 恩田町１－１５２－９ 飲食店

とんかつ瓦屋 刈谷市 新栄町７－８４ 飲食店

LOCOHAIR 刈谷市 日高町２－１０７ サービス

しゃぶしゃぶ炉懐石　だる磨 刈谷市 日高町２－２１２ 飲食店

ラの壱東刈谷店 刈谷市 末広町２－３－３ 飲食店

鉄板焼大仙 刈谷市 東刈谷町３－１２－３　加忠コ－ポ　１Ｆ 飲食店

AP．hair La Vie doll 刈谷市 東刈谷町３－１７－２１ サービス

ショッピーやまね 刈谷市 東境町児山４１８－１ ショッピング

鶏三和 刈谷ハイウェイオアシス店 刈谷市 東境町吉野５５ 飲食店

えびせんべいの里 刈谷オアシス店 刈谷市 東境町吉野５５ 飲食店

虎屋ういろ 刈谷ハイウェイオアシス店 刈谷市 東境町吉野５５ 飲食店

ヤマサちくわ 刈谷オアシス店 刈谷市 東境町吉野５５ ショッピング

ラーメン横綱 刈谷ハイウェイオアシス店 刈谷市 東境町吉野５５　刈谷オアシス内 飲食店

PRESTO SALVATORE 刈谷市 東境町吉野５５　刈谷ハイウェイオアシスセン
トラルプラザ 飲食店

産直センター 刈谷北部 刈谷市 東境町神田３６－１ ショッピング

農家の店 しんしん 刈谷店 刈谷市 東境町神田８－４ ショッピング

中国料理　豊永 刈谷市 東陽町２－１８ 飲食店

アルルヘアーファン 刈谷市 松栄町１－１４－１０ サービス

炭火焼肉すみやぐら 刈谷市 板倉町１－６－２　兼山マンション　１Ｆ 飲食店

CAFE 53 BRANCH 刈谷市 桜町１－５３　プロス桜　１Ｆ　Ａ 飲食店

焼き鳥きんざん刈谷店 刈谷市 桜町１－５３　プロス桜　２Ａ 飲食店

旬彩料理炭焼こなす 刈谷市 桜町２－３０ 飲食店

咲串おかげ屋刈谷店 刈谷市 桜町５丁目３４－１６　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼肉 池田 刈谷市 泉田町大木屋７０ 飲食店

鉄板料理らくだ刈谷店 刈谷市 相生町１－２８　１Ｆ　Ｂ号 飲食店

メンズアイオイ 刈谷市 相生町２丁目２４　 飲食店

お好み焼き　小町 刈谷市 神明町２丁目３５　ビラ三秀神明１０１ 飲食店

ワルツ 刈谷稲場店 刈谷市 稲場町３－２０４ ショッピング

スバカマナ 刈谷店 刈谷市 築地町１－１７－７ 飲食店

ブックオフ かりがね店 刈谷市 築地町１－３－５ ショッピング

総本家 備長扇屋 刈谷築地店 刈谷市 築地町２－１２－９ 飲食店

TOPHAIRAvenue 刈谷市 築地町２－１３－１２ サービス

産直センター 刈谷中部 刈谷市 築地町４－２－７ ショッピング

Jacob hair 刈谷市 若松町１－２７　杉浦ビル　１Ｆ サービス

本の王国 刈谷店 刈谷市 若松町２－１０１　みなくる刈谷　２Ｆ ショッピング

Rich to 刈谷店 刈谷市 若松町５－４５　日交ビル　３Ｆ サービス

KEY’S CAFE 刈谷銀座店 刈谷市 銀座３－３４－１ 飲食店

il buddy hair 刈谷市 銀座３－３４－１　２Ｆ　Ｈ サービス

HELLO！！FRIENDS 刈谷市 銀座４－１０－１ ショッピング

とうふや豆蔵 刈谷銀座店 刈谷市 銀座４－４０ ショッピング

レイフィールド刈谷店 刈谷市 高倉町１－２０５ サービス

おもちゃとえほんのカルテット 刈谷市 高倉町２－５０８　サンコービル　１Ｆ ショッピング

酒やビック刈谷店 刈谷市 高倉町４－３０３ ショッピング

cheveux 刈谷市 高松町２－３６－２ サービス

スーパーヤオスズ ポケット店 刈谷市 高津波町４－５０４ ショッピング

アリスホビー プラモ店 北名古屋市 久地野北浦１０５ ショッピング

うなぎの中庄北名古屋店 北名古屋市 久地野北浦６７－１ 飲食店

アリスホビー・RC 北名古屋市 久地野戌亥５８ ショッピング

ニーヨン師勝店 北名古屋市 久地野権現４４ 飲食店

や台ずし 西春駅前町 北名古屋市 九之坪竹田３－１　ＨＥＡＤ　１Ｆ 飲食店

鍋屋（うなぎ屋）たむろ 北名古屋市 九之坪長堀５６－１ 飲食店

ピッツェリア マリノ 師勝店 北名古屋市 二子双葉１－２ 飲食店

UHair師勝店 北名古屋市 二子双葉７０ サービス

焼肉 北名古屋 和や 北名古屋市 井瀬木五町８６ 飲食店

かつや北名古屋店 北名古屋市 井瀬木井の元８－１ 飲食店

あおい書店 西春店 北名古屋市 徳重大日２１－３ ショッピング

焼肉うしの家 北名古屋徳重店 北名古屋市 徳重大日４３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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AFuRekitchen 北名古屋市 徳重広畑３３　フレックスイクタ１Ｄ 飲食店

cafe neilo 北名古屋市 徳重杁ノ口１１－１ 飲食店

藤一番 西春店 北名古屋市 徳重米野１３－１ 飲食店

炭火焼肉しちりん亭 北名古屋市 法成寺蚊帳場　８７－１ 飲食店

酒のすぎた師勝店 北名古屋市 熊之庄御榊１８ ショッピング

炭火焼肉ターザン 北名古屋市 片場大石４５ 飲食店

あみやき亭 師勝店 北名古屋市 片場大石８３ 飲食店

Voasorte ORIENTAL 北名古屋市 片場郷５５８－１ サービス

酒やビック西春店 北名古屋市 西之保青野東７０ ショッピング

焼肉旬菜 松庵 北名古屋市 高田寺東の川３２－２ 飲食店

宝島 師勝店 北名古屋市 高田寺東の川３３ ショッピング

トーカイ パレマルシェ西春店 北名古屋市 鹿田３９２６－１０　パレマルシェ西春店　４
Ｆ ショッピング

魚有てん　西春店 北名古屋市 鹿田９９　 飲食店

魚錠 北名古屋店 北名古屋市 鹿田才海１００ 飲食店

TJ天気予報 7mm 北名古屋店 北名古屋市 鹿田才海８２－２ サービス

串焼菜膳和み　北名古屋店 北名古屋市 鹿田才海８５　 飲食店

ヘアーランド カプリ 北名古屋市 鹿田東蒲屋敷５７９－９ サービス

レイフィールド北名古屋店 北名古屋市 鹿田清井古１１１ サービス

藤一番 師勝店 北名古屋市 鹿田清井古１１３ 飲食店

キモノ専科林 北名古屋市 鹿田神明附８６ ショッピング

関谷醸造株式会社 北設楽郡設楽町 田口字町浦２２ ショッピング

リカーマウンテン半田店 半田市 中町４－１７ ショッピング

江戸前廻転寿司 森の石松 半田店 半田市 乙川吉野町５４ 飲食店

暮らしの衣料マツオカ 半田店 半田市 乙川吉野町９　パワードーム半田１Ｆ ショッピング

焼肉家 牛車 半田市 住吉町２－１１２－１ 飲食店

CREW 半田市 出口町１－２１５－９ ショッピング

まぐろ専門店 山善 半田市 前崎東町３２ ショッピング

寿司会席　真砂本店 半田市 北二ツ坂町２－１５－３ 飲食店

ビオ・ショップ半田 半田市 北末広町１１３－２　 ショッピング

酒やビック半田インター店 半田市 南二ツ坂町１－１－１４ ショッピング

COCO半田店 半田市 南末広町１２０－９　半田ビル　２Ｆ サービス

アミカ半田店 半田市 土井山町１－２１１－１１ ショッピング

パンのトラ 半田店 半田市 岩滑西町２－１２１－２ 飲食店

farm restaurant黒牛 半田市 岩滑西町２－４８－１２７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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黒牛の里本店 半田市 岩滑西町４－１０９－１ 飲食店

黒牛の里クラシティ 半田市 広小路町１５５－３　クラシティ　２Ｆ 飲食店

アトリエ テーラテール 半田市 庚申町２－２７－１ 飲食店

松華堂 半田市 御幸町１０３ 飲食店

KM GARAGE 半田市 新居町３丁目１６ サービス

ボロン半田店 半田市 新居町６－８９－３ ショッピング

びっくりドンキー半田店 半田市 旭町５－６－１ 飲食店

イシハラフード 星崎店 半田市 星崎町３－５０ ショッピング

かつや 愛知半田 半田市 昭和町２１７ 飲食店

R・B・Y 2nd 半田市 昭和町３－１２－３ サービス

焼肉 源・蔵 半田店 半田市 昭和町３－２４ 飲食店

R・B・Y 1st 半田市 昭和町４－１－１ サービス

半田甲羅 本店 半田市 昭和町４－４１ 飲食店

一心屋本店 半田市 更生町１－１２２－２２ 飲食店

BOARDING　GATE 半田市 更生町１丁目１２２－１８　 飲食店

SIMONHAIRSALON 半田市 更生町２－１５１－４ サービス

圓屋半田店 半田市 有楽町２－５－１ ショッピング

CEILIDH ケイリ－ 半田市 柊町１－２１７－６ ショッピング

森牧場 半田市 柊町２－８４ 飲食店

イシハラフード 成岩店 半田市 栄町３－１３ ショッピング

Antwerphair 半田市 桐ヶ丘５－１０２－９ サービス

半田赤レンガ建物 半田市 榎下町８ 飲食店

ワークショップ男の店 半田店 半田市 浜田町３－１２ー５ ショッピング

あみやき亭 半田店 半田市 浜田町３－１５－３ 飲食店

ちゃり蔵 半田市 瑞穂町７－１－９ 飲食店

イシハラフード 東洋店 半田市 瑞穂町９－２－６ ショッピング

焼肉元太 半田北店 半田市 緑ヶ丘２－３３－１ 飲食店

あおい書店 半田店 半田市 花園町２－２－１ ショッピング

グランドビューティーB’sアージュ半田店 半田市 花園町３－１１－３ サービス

サンレジャン 半田店 半田市 花園町３－１１－９ ショッピング

フーズアイランド花園店 半田市 花園町３－１３－１ ショッピング

とり蔵 半田市 花園町４－１－１４ ショッピング

emmy's ent 半田市 苗代町２丁目４１番６ サービス

酒やビック半田青山店 半田市 青山１－１０－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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しなとら　半田店 半田市 青山１丁目４－１０ 飲食店

寿司酒房洛彩 半田市 青山２－１７－１８　森ビル　１Ｆ 飲食店

34℃ 半田市 青山２丁目２５－１１ 飲食店

一刻魁堂 半田店 半田市 青山４－６－１ 飲食店

ワインショップ ソムリッチ 半田市 青山５－２－３ ショッピング

VAN COUNCLL 半田店 半田市 青山５‐１‐６ サービス

ピッツェリア マリノ 半田店 半田市 青山町４－５－１０ 飲食店

美濃路 半田店 半田市 飯森町７４－１ 飲食店

名古屋市役所売店〔Yショップ〕 名古屋市中区 三の丸３－１－１　名古屋市役所 ショッピング

唐揚げ専門店から揚げまる 名古屋市中区 上前津１－１４－１０ 飲食店

大須ARTORYキッチン 名古屋市中区 上前津１丁目１－１西上前津ビル１階 飲食店

神宮茶屋 上前津店 名古屋市中区 上前津２－１－１１　光菱ビル１Ｆ 飲食店

イタリア料理　サエキ 名古屋市中区 上前津２－３－１２　寿ビル　１Ｆ 飲食店

パルフェ 上前津店 名古屋市中区 上前津２－４－６　伊正マンションビル　２０
１ サービス

すてーき　喜むら庭 名古屋市中区 上前津２丁目３－２　木村ビル１Ｆ 飲食店

ノートルコパン 名古屋市中区 上前津２丁目４－３１　 飲食店

HAIR・NAIL comfy 名古屋市中区 中区正木４－８－１２　ブラウザ金山１Ｆ サービス

atelier ens 名古屋市中区 丸の内１－１－８　児玉ビル　１Ｆ ショッピング

そば処桔梗 名古屋市中区 丸の内１－１０－１１　シーアイマンション丸
の内　１Ｆ 飲食店

みんなのおでん 丸の内 名古屋市中区 丸の内１－１３－１ 飲食店

喜分屋 元祐 名古屋市中区 丸の内１－１４－３１　ハイコ－ポ名エン　１
Ｆ 飲食店

かつや名古屋丸の内店 名古屋市中区 丸の内１－４－１６ 飲食店

美濃忠 本店 名古屋市中区 丸の内１－５－３１ 飲食店

浜菜虎 名古屋市中区 丸の内１－６－１２　丸の内ＦＯＲＴビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

chloris 名古屋市中区 丸の内１－８－２３　第七ＫＴビル　１Ｆ ショッピング

Dining＆BarSYON 名古屋市中区 丸の内１－９－６　桜井ビル１Ｆ 飲食店

久坊 名古屋市中区 丸の内１－９－７　バンケービル　１Ｆ 飲食店

吉田寿シ 名古屋市中区 丸の内１丁目１１－２２ 飲食店

和心洋才こころ 名古屋市中区 丸の内１丁目４－２９　愛協ビル１Ｆ 飲食店

炭火ほるもん ひとすじ 本店 名古屋市中区 丸の内２－１２－２３ 飲食店

お料理　もりかみ 名古屋市中区 丸の内２－１３－１６　丸の内スクエア　１Ｆ 飲食店

すし処喜秀 名古屋市中区 丸の内２－１４－１０　PAビル 飲食店

てっぱん屋 名古屋市中区 丸の内２－１４－１６　河合ビル　１Ｆ 飲食店

CAFE de CRIE 丸の内 名古屋市中区 丸の内２－１４－１９　安藤ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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舎人庵・とんぼ 名古屋市中区 丸の内２－１６－５　財形第二丸の内ﾏﾝｼｮﾝ１Ｆ 飲食店

和創旬彩輝々 名古屋市中区 丸の内２－１７－６　丸の内ホリエビル　１Ｆ 飲食店

鷹岡 名古屋支店 名古屋市中区 丸の内２－１８－１８ ショッピング

HERZ 名古屋店 名古屋市中区 丸の内２－１８－２５　丸の内ＫＳビル　Ｂ１
Ｆ ショッピング

ample HAIR 名古屋市中区 丸の内２－７－１　丸の内小竹ビル　１Ｆ サービス

和風居酒屋花まる 名古屋市中区 丸の内２－８－２７ 飲食店

ダイニングバ－　マスカレ－ド 名古屋市中区 丸の内２丁目１３－２３　ＦＫビルＢ１ 飲食店

寿し道桜田 名古屋市中区 丸の内３－１０－２９ 飲食店

すし験 名古屋市中区 丸の内３－１０－８　LIBERTA CARINO１Ｂ 飲食店

鉄板焼き団居 名古屋市中区 丸の内３－１０－８　LIBERTA CARINO１Ｃ 飲食店

炭火焼肉SEJONG 丸の内店 名古屋市中区 丸の内３－１３－２９　グランビル第二丸の内 飲食店

両口屋是清 本町店 名古屋市中区 丸の内３－１４－２３ 飲食店

やきとり一直 名古屋市中区 丸の内３－１６－１４　エムワン丸の内１Ｆ 飲食店

あま木 名古屋市中区 丸の内３－１６－２　第二十二プロスパ－丸の
内　１Ｆ 飲食店

厚切り牛たんと東北地酒 陸奥-むつ- 名古屋市中区 丸の内３－１６－２７　ＨＢ丸の内１Ｆ 飲食店

hair＆make sauce 名古屋市中区 丸の内３－１６－２７　オゼキビル２Ｆ サービス

マッチョドンナ 名古屋市中区 丸の内３－１６－８　リーブル久屋　１Ｆ ショッピング

丸の内てんぷらめし下の一色 名古屋市中区 丸の内３－１７－１０　ＧＳ丸の内３丁目ビル
　１Ｆ 飲食店

なごやえんきょ 名古屋市中区 丸の内３－１７－２９　丸の内iaビル１Ｆ 飲食店

ルポンデュガール ユキノブツキダテ 名古屋市中区 丸の内３－１７－３０　戸谷ビル１Ｆ 飲食店

absolute 名古屋市中区 丸の内３－１８－１２　ラフォーリア２Ｂ サービス

メナード 丸の内店 名古屋市中区 丸の内３－１８－１５　メナードビル サービス

RE：MARUSANHAIR 名古屋市中区 丸の内３－１８－１６　早川ビル　１Ａ サービス

エバリー 名古屋市中区 丸の内３－１８－９　秀光堂ビル　１・２Ｆ ショッピング

タナカウォッチギャラリー久屋大通店 名古屋市中区 丸の内３－１９－１２　久屋パークサイドビル
　１Ｆ ショッピング

ショコラトリー タカス 名古屋市中区 丸の内３－１９－１４　財形久屋林敬ビル　１
Ｆ 飲食店

BIJOU PIKO 名古屋本店 名古屋市中区 丸の内３－１９－２３　５ｔｈＦＰＳビル　１
Ｆ ショッピング

山本屋 桜通大津店 名古屋市中区 丸の内３－１９－３０ 飲食店

パタゴニア 名古屋 名古屋市中区 丸の内３－２０－１７　東京海上ビルディング ショッピング

LaBarca 名古屋市中区 丸の内３－２０－３　４７ＫＴビル　１Ｆ 飲食店

炭火和牛焼肉じろうや 名古屋市中区 丸の内３－２１－２１　丸の内東桜ビル　１Ｆ 飲食店

さいたにや 名古屋市中区 丸の内３－２２－１２　上明月ビル　２Ｆ 飲食店

リマージュ 名古屋市中区 丸の内３－２２－２４　名古屋桜通ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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晴快荘 名古屋市中区 丸の内３－４－３１ 飲食店

EVE 名古屋市中区 丸の内３－５－２８　サウスレジデンス丸の内
１Ｂ サービス

オートコワフュ IZUMI AZ 名古屋市中区 丸の内３－５－３４ サービス

A more Hair Salon 名古屋市中区 丸の内３－６－１７　Ｋ’ｓＢＥＥ　２Ｆ サービス

すし人 酒伊 名古屋市中区 丸の内３－６－１７　ＫｓＢＥＥビル 飲食店

Belin 名古屋市中区 丸の内３－６－１７　グリーンポートビル　２
Ｆ サービス

AL BUCO 名古屋市中区 丸の内３－６－１７　ケ－ズビ　１Ｆ 飲食店

The蔵 名古屋市中区 丸の内３－７－３０ ショッピング

koti head＋hair 名古屋市中区 丸の内３－７－９　チサンマンション　１０１ サービス

ビアブティックキヤ 名古屋市中区 丸の内３－８－２　木屋丸の内ビル　１Ｆ ショッピング

revie 名古屋市中区 丸の内３－８－２４　平嘉ビル　２Ｆ サービス

Vineria Cassini 名古屋市中区 伊勢山１－９－１３　伊勢山ハイツ　１Ｆ 飲食店

KoreanDining周 名古屋市中区 伊勢山２丁目６－４　丸美タウンマンション１
Ｆ 飲食店

一楽鮓 名古屋市中区 伊勢山２丁目７－２０　 飲食店

和牛焼肉光希 名古屋市中区 千代田１－６－２－１　ＦＵＰ２ 飲食店

LA VAGABONDE 名古屋市中区 千代田２－１４－２４　キャノンピア鶴舞１Ｆ 飲食店

や台ずし 鶴舞店 名古屋市中区 千代田２－１６－１０　アーバニア鶴舞第二団
地 飲食店

SURIPU 名古屋市中区 千代田２－１６－２０ 飲食店

ふぐ料理 宮ざき 名古屋市中区 千代田２－６－１８ 飲食店

カレ－クミン 名古屋市中区 千代田３－１－２４　ファミ－ル千代田　１Ｆ 飲食店

春日飯店 名古屋市中区 千代田３－２１－２７　前田ビル　１Ｆ 飲食店

HAIR ICI TRE 名古屋市中区 千代田３－２８－３７ サービス

旨し魚・酒 善みつ 名古屋市中区 千代田３－３２－２　千代田マンション　１０
３ 飲食店

Golosone 名古屋市中区 千代田３－４－１７　ルネ鶴舞　１Ｆ 飲食店

味園 名古屋市中区 千代田３－４－１７　ルネ鶴舞１０３ 飲食店

千代田 鮨美桜 名古屋市中区 千代田３－５－１　グラシア鶴舞１Ｆ 飲食店

食彩館ねぎぼーず鶴舞店 名古屋市中区 千代田３－７－２ 飲食店

キッチン　千代田 名古屋市中区 千代田３－７－７ 飲食店

肉ダイニング満 名古屋市中区 千代田４－２０－１　石辰ビル　１Ａ 飲食店

鮨亀千代田店 名古屋市中区 千代田４－２０－１　石辰ビル１Ｆ 飲食店

鰻和 名古屋市中区 千代田４－７－１ 飲食店

ラ・トリロジー 名古屋市中区 千代田５－１１－３３　クマザキビル　Ｂ１ 飲食店

炭火焼鳥えん 名古屋市中区 千代田５－１７－１５　田中コーポラス　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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すし藤 名古屋市中区 千代田５－１８－１９　きんそうビル　１Ｆ 飲食店

Alma hair 名古屋市中区 千代田5-20-5 サービス

はんこ屋さん21金山店 名古屋市中区 古渡町１４－２４　サンライズ新金山　１Ｆ ショッピング

e’shair 名古屋市中区 大井町１－１１　沢の井ビル　１Ｆ サービス

una 名古屋市中区 大井町１－３７　フカヤビル　１０２ サービス

REAL Style 名古屋市中区 大井町１－４１ ショッピング

haushca 名古屋市中区 大須１－２１－２０ ショッピング

TIGAS 名古屋市中区 大須１－２１－２０　ファンシービル岩間　２
Ａ サービス

アイ・ディ・ヘアー 名古屋市中区 大須１－２２－２３　セレステーション１Ｆ サービス

BEAST 名古屋市中区 大須２－１４－２２ ショッピング

ALMOND 名古屋市中区 大須２－１６－１２ サービス

BLUEWILD 名古屋市中区 大須２－１６－１８　ＲＡＧ’Ｓビル　１Ｆ ショッピング

RAG’S 名古屋市中区 大須２－１７－１１ ショッピング

大黒屋 名古屋大須店 名古屋市中区 大須２－１７－１４０２　ビル ショッピング

サンキューマート 名古屋大須本通店 名古屋市中区 大須２－１７－１７　１Ｆ ショッピング

青柳総本家 大須本店 名古屋市中区 大須２－１８－２２ 飲食店

KAPITAL 名古屋店 名古屋市中区 大須２－１８－２８ ショッピング

DINGTEA大須観音店 名古屋市中区 大須２－２０－３１ 飲食店

五条橋 玄 名古屋市中区 大須２－２１－１４ 飲食店

串カツ田中大須観音店 名古屋市中区 大須２－２６－１ 飲食店

プーコニュ 名古屋市中区 大須２－２６－１９ ショッピング

Upper Time 名古屋市中区 大須２－２７－３４　大須マルシェ１Ｆ ショッピング

MaiLeaf 名古屋市中区 大須２－２９－１１ 飲食店

やっこ 名古屋市中区 大須２－３０－１ 飲食店

クレイジージュニア 名古屋市中区 大須２－３０－１６ サービス

MASTERPIECE 名古屋市中区 大須２－３０－７ ショッピング

大須ゆきざき 名古屋市中区 大須２－５－１７　ａｒｅａＫ　１〜２Ｆ ショッピング

洋食専門　Sakai 名古屋市中区 大須２－８－２２ 飲食店

備長炭ステーキ炉さかい 名古屋市中区 大須２－８－２３ 飲食店

FULLFILL 名古屋市中区 大須２丁目１６－１２　平凡荘２０２ ショッピング

＋3K．CAFE 名古屋市中区 大須３－１－３５　ＨＡＳＥＢＬＤＧ．　３５
Ｆ 飲食店

318STORE 名古屋市中区 大須３－１－８ ショッピング

すゞ家 名古屋市中区 大須３－１１－１７ 飲食店

LOVEVEGAS 名古屋市中区 大須３－１３－３８　第二水野ビル　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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CROUT＿OSU 名古屋市中区 大須３－１３－３９　西脇ビル ショッピング

RINKAN名古屋大須店 名古屋市中区 大須３－１４－３６　ＫＡＹＡＯＳＵ　１Ｆ ショッピング

肉米雄一飯店 名古屋市中区 大須３－１４－４３　第２アメ横ビル２Ｆ 飲食店

gram 大須店 名古屋市中区 大須３－１４－４３　第二アメ横ビル　１Ｆ 飲食店

Feeet 名古屋市中区 大須３－１７－１　赤門ブラザービル　２Ｆ ショッピング

麺屋しらかわ 名古屋市中区 大須３－１７－１３ 飲食店

まんだらけ 名古屋店 名古屋市中区 大須３－１８－２１ ショッピング

Kea． 名古屋市中区 大須３－２－１　ＯＳビル　１Ｆ ショッピング

五代目 橋本 名古屋市中区 大須３－２０－２６ 飲食店

だから、今日がよかったと思える。 名古屋市中区 大須３－２２－１３　１Ｆ 飲食店

HAIR ICI LUCE 名古屋市中区 大須３－２２－２４ サービス

バナナレコード大須店 名古屋市中区 大須３－２２－３２ ショッピング

プラスエー 名古屋市中区 大須３－２６－１８ ショッピング

大須ドローンステーション 名古屋市中区 大須３－２６－２９ ショッピング

スパンキー 名古屋市中区 大須３－２６－３９ ショッピング

TREASURE 名古屋市中区 大須３－２７－２０ ショッピング

（株）LUXETZETTON 名古屋市中区 大須３－２７－３１ ショッピング

和食 万松 名古屋市中区 大須３－２７－８ 飲食店

JUN SKY 名古屋市中区 大須３－２９－１８ ショッピング

LAX OUTFITTERS 3号店 名古屋市中区 大須３－２９－２６ ショッピング

リカーオフ大須万松寺通店 名古屋市中区 大須３－２９－３１ ショッピング

okinawacafe 名古屋市中区 大須３－３０－４０　万松寺ビル　１Ｆ 飲食店

ゲーマーズ 名古屋店 名古屋市中区 大須３－３０－４０　万松寺ビル　１Ｆ ショッピング

株式会社今井総本家 名古屋市中区 大須３－３０－４７ 飲食店

ラックスカジュアル パートワン 名古屋市中区 大須３－３０－５５ ショッピング

松屋コーヒー本店 万松寺店 名古屋市中区 大須３－３０－５９ 飲食店

アットグラーロ 名古屋大須店 名古屋市中区 大須３－３０－６０　ＯＳＵ３０１ビル　５Ｆ
　１ ショッピング

イオシス 名古屋大須店 名古屋市中区 大須３－３０－６０　大須３０１ビル　１Ｆ ショッピング

eイヤホン 名古屋大須店 名古屋市中区 大須３－３０－６０　大須３０１ビル　２Ｆ ショッピング

ベティーズシューズ 名古屋市中区 大須３－３０－７９ ショッピング

愛曲楽器 大須店 名古屋市中区 大須３－３０－８６　アメ横ビル　１Ｆ ショッピング

ノムラ無線 名古屋市中区 大須３－３０－８６　第一アメ横ビル ショッピング

ホビーステーション 大須万松寺通店 名古屋市中区 大須３－３１－２　マルフジビル１・２Ｆ ショッピング

カントンの思い出大須店 名古屋市中区 大須３－３１－２８　山惣ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マライカ大須店 名古屋市中区 大須３－３２－３ ショッピング

地鶏居酒屋 なごみどり 名古屋市中区 大須３－３３－１ 飲食店

あるじゃんすー名古屋店 名古屋市中区 大須３－３３－１６　２Ｆ サービス

Sirocco 名古屋市中区 大須３－３４－２５ ショッピング

Kaserya 大須店 名古屋市中区 大須３－３６－３７ ショッピング

CESARI 名古屋市中区 大須３－３６－４４ 飲食店

ソロピッツァナポレターナ大須本店 名古屋市中区 大須３－３６－４４ 飲食店

GLORY名古屋店 名古屋市中区 大須３－３７－１２　ナチュラルビル　１Ｆ ショッピング

DENVER 名古屋市中区 大須３－３７－５　１Ｆ ショッピング

チチカカ 大須店 名古屋市中区 大須３－３８－１３　キクヤビル　１Ｆ ショッピング

アミカ大須店 名古屋市中区 大須３－３９－８ ショッピング

MITSURU 名古屋市中区 大須３－４１－１７　ミノタビル　１Ｆ ショッピング

KPLEKPLE 名古屋市中区 大須３－４３－１ ショッピング

Pasta　角燈亭　大須店 名古屋市中区 大須３－４５－３１ 飲食店

NEXT FOCUS 大須店 名古屋市中区 大須３－４６－１５　服部上前津ビル ショッピング

HOL 名古屋市中区 大須３－５－１３　HASE-BLDG３Ｆ サービス

BALBAOsalondebelleza 名古屋市中区 大須３－５－１３　HASE-BLDG５Ｆ サービス

1piu1uguale3 Nagoya 名古屋市中区 大須３－５－１３　ハセビル　１Ｆ ショッピング

焼肉 三國 名古屋市中区 大須３－５－６ 飲食店

MARL 名古屋市中区 大須３－５－６　矢場町サンコ－ビル　４Ｆ サービス

（株）矢場とん　矢場町本店 名古屋市中区 大須３－６－１８ 飲食店

レストラン　わらじや 名古屋市中区 大須３－６－２３ 飲食店

つじホルモン 新矢場町店 名古屋市中区 大須３－６－４　林ビル　１Ｆ 飲食店

若狭家 大須店 名古屋市中区 大須３－９－２０　文光堂ビル　１Ｆ 飲食店

UNDERFIELD 名古屋市中区 大須３丁目１５－１５ ショッピング

PGカフェ 名古屋市中区 大須３丁目２３番２７号　 飲食店

Kea． 名古屋市中区 大須３丁目２番１号　 ショッピング

白尾茶屋 名古屋市中区 大須３丁目３０－４０　万松寺ビル８Ｆ 飲食店

イタリア屋台Marino大須店 名古屋市中区 大須３丁目３１－１２　岩野屋ビル１Ｆ 飲食店

クオーレ 名古屋市中区 大須３丁目３６－２４　大須浅田屋ビル２階 サービス

マルイチ洋服 名古屋市中区 大須３丁目３７－２７ ショッピング

CLEAR of hair 栄南店 名古屋市中区 大須４－１－１８　セイジョウビル　１Ｆ サービス

レストランバー リガリド 名古屋市中区 大須４－１－２８ 飲食店

焼肉ホルモンやば 名古屋市中区 大須４－１－３　名商ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ディアーズ名古屋店 大須 名古屋市中区 大須４－１－３　名商ビル　６Ｆ サービス

toi 名古屋市中区 大須４－１－４０　アルティメイト矢場町　２
Ｆ サービス

GINZA TANAKA 名古屋店 名古屋市中区 大須４－１－７０ ショッピング

ボークス名古屋ショールーム 名古屋市中区 大須４－１－７１　時計ビル２　２Ｆ ショッピング

くねくね　大須店 名古屋市中区 大須４－１０－６５ 飲食店

テーラー神谷 名古屋市中区 大須４－１１－５０　カミヤビル ショッピング

中国料理　シルクロード 名古屋市中区 大須４－１１－６１ 飲食店

POSY 名古屋市中区 大須４－１２－３１ ショッピング

La peche 名古屋市中区 大須４－１３－４６　ウイストリアビル　１０
１号 飲食店

生鮮ひろば サンエース 記念橋店 名古屋市中区 大須４－１４－３５　名探第一記念橋ビル　１
Ｆ ショッピング

aka’aka 名古屋市中区 大須４－１４－６２　イナダビル　５Ｆ サービス

天プラ八重垣 名古屋市中区 大須４－２－１０ 飲食店

矢場町昇家 名古屋市中区 大須４－２－３１ 飲食店

鮨処田の頭 名古屋市中区 大須４－２－７　サンライフマンション矢場１
Ｆ 飲食店

クアドリフォリオ 名古屋市中区 大須４－４－１　久屋大通庭園フラリエ西ウイ
ング　２Ｆ 飲食店

豆ぎゃらりぃ よもぎ埜 名古屋市中区 大須４－５－１０ 飲食店

輪久 名古屋市中区 大須４－６－１５　荘苑南久屋　２０２ 飲食店

焼肉夜桜OSU店 名古屋市中区 大須４－９－３ 飲食店

フランス食堂 Odetto 名古屋市中区 富士見町１５－３３　エスポワ富士見１０１ 飲食店

Calme 名古屋市中区 富士見町１５－３９　プレシャスサイト　１０
２ ショッピング

TERRATH　CAFE 名古屋市中区 平和１丁目１９－９　 飲食店

あみやき亭 東別院店 名古屋市中区 平和２－４－４ 飲食店

割烹きく乃 名古屋市中区 新栄１－１０－１４　ちくせいビル 飲食店

酒やビック東新町店 名古屋市中区 新栄１－１１－３１ ショッピング

和牛焼肉まる源 名古屋市中区 新栄１－１２－１　竹新ビル別棟１Ｆ 飲食店

昌慶苑 名古屋市中区 新栄１－２６－１８ 飲食店

勘太郎 名古屋市中区 新栄１－２８－３ 飲食店

焼肉さわぎ 名古屋市中区 新栄１－３－２６　サンダイマンション１Ｆ 飲食店

司光 名古屋市中区 新栄１－３－３　前島ビル 飲食店

つじホルモン 新栄店 名古屋市中区 新栄１－４－２８　古川ビル　１Ｆ 飲食店

韓国料理慶ちゃん 名古屋市中区 新栄１－４－４　ＫＫＣＯ　１Ｆ 飲食店

串巧房　朋輩亭 名古屋市中区 新栄１－４８－１　セントラルホーム千早 飲食店

魚屋の台所下の一色 本店 名古屋市中区 新栄１－４９－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨乃悠家 名古屋市中区 新栄１－５－６　メイトウスタービル　２F 飲食店

鮨処松本 名古屋市中区 新栄１－６－２８　CBCセンタービル１Ｆ 飲食店

Angevogue－アンジェヴォーグ－ 名古屋市中区 新栄１－６－３　シャインビル１Ｆ サービス

焼肉 大松屋 名古屋市中区 新栄１－７－５　東洋マンション 飲食店

benfatto 名古屋市中区 新栄１－８－１８　サングリーン新栄　１Ｆ 飲食店

喜久や　名古屋新栄店 名古屋市中区 新栄１丁目２－３　 飲食店

フジ栄 名古屋市中区 新栄１丁目２４－１ 飲食店

焼肉きっず 名古屋市中区 新栄１丁目２６－２　東和新栄ビル１階 飲食店

焼肉 ニクスケ 名古屋市中区 新栄２－１－３ 飲食店

くるみ 名古屋市中区 新栄２－１－４４　シャトー村瀬ビル　１Ｆ 飲食店

藤一番 新栄店 名古屋市中区 新栄２－１－４８ 飲食店

焼肉 コギチャン 名古屋市中区 新栄２－１－９　雲竜ＦＬＥＸビル 飲食店

ゴールデンチャイルドガーデン 名古屋市中区 新栄２－１７－３ ショッピング

煮込み家 Matsu 名古屋市中区 新栄２－１９－７　近藤ビル　１Ｆ 飲食店

DIGNIF 名古屋市中区 新栄２－２－１　イノフィスビル　Ｂ３ サービス

MBTWalkStyleNagoya 名古屋市中区 新栄２－２－７　夢現広小路ビル１Ｆ ショッピング

プロマーケット 新栄店 名古屋市中区 新栄２－２１－１４ ショッピング

集会 名古屋市中区 新栄２－２４－１４　明治第１０ビル１Ｆ 飲食店

いけす鶴八　新栄店 名古屋市中区 新栄２－２５－３　薬師寺ビル　１Ｆ 飲食店

寿司公 名古屋市中区 新栄２－３６－１ 飲食店

DIAMANT本店 名古屋市中区 新栄２－４５－２６　スポルトビル　５Ｆ サービス

蕎麦割烹 黒帯 名古屋市中区 新栄２－４７－５０ 飲食店

kitchen－NAKAKI 名古屋市中区 新栄２－４７－５０ 飲食店

Vinly 名古屋市中区 新栄２－６－７　スプリングウエスト　１Ｆ サービス

鮨 しみず 名古屋市中区 新栄２－８－１３　シャトー秋月　１０２ 飲食店

a．ligne 名古屋市中区 新栄２丁目３番１２号　 飲食店

ソジュウォンシャ 名古屋市中区 新栄３－１－１　新栄町ハイツ　１０４号 飲食店

フィットハウス 名古屋千種店 名古屋市中区 新栄３－２０－２４ ショッピング

鉄板焼＆ワイン 千ろ屋 名古屋市中区 新栄３－２１－３９　ＪＲ高架下 飲食店

和味なお季 名古屋市中区 新栄３－２６－１７ 飲食店

はんこ屋さん21新栄店 名古屋市中区 新栄３－５－２　チサトハイツ　１Ｆ ショッピング

すし大作 名古屋市中区 新栄３－７－７　山光ビル１Ｆ 飲食店

ハル ヘアサロン 名古屋市中区 新栄町１－３　日丸名古屋ビル　２Ｆ サービス

ホルモン焼肉 富や栄店 名古屋市中区 新栄町３－８　今川ビル　３Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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名古屋園芸 名古屋市中区 東桜２－１８－１３ ショッピング

肉の丸小本店 名古屋市中区 東桜２－１８－２４　サンマルコビル　１Ｆ ショッピング

餃子のネオ 大衆酒場 ニューカムラ 名古屋市中区 東桜２－１８－２４　サンマルコビル　１Ｆ 飲食店

prospero 名古屋市中区 東桜２－１８－２４　サンマルコビル　２Ｆ 飲食店

本格肉料理 丸小 名古屋市中区 東桜２－１８－２４　サンマルコビル１Ｆ 飲食店

CANAL StReaM 名古屋市中区 東桜２－１８－２４　サンマルコビル２Ｆ サービス

鉄板・Sakana座 名古屋市中区 東桜２－１８－２６　藤田ビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 新栄CBC前町 名古屋市中区 東桜２－１９－９　明治第十二ビル　１Ｆ 飲食店

きりんや 新栄店 名古屋市中区 東桜２－２１－１３　グリ－ンシャト－東桜　
３Ｆ 飲食店

カラヴィンカ 名古屋市中区 東桜２－２１－１７　グリーンハイツ東桜 飲食店

季節の味濱乃屋 名古屋市中区 東桜２－２２－１８　日興ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

Bel Cielo 名古屋市中区 東桜２－２２－１８　日興ビルヂング　Ｂ１ 飲食店

馬肉料理専門店 蹄 名古屋新栄本店 名古屋市中区 東桜２－２２－２４　サンライズビル　１Ｆ 飲食店

鮨・懐石・京料理 卓樂 名古屋市中区 東桜２－２２－３３ 飲食店

ふぐ料理百福 名古屋市中区 東桜２－２２－３３　第一照運寺ビル　１Ｆ 飲食店

WEST O LAND 名古屋市中区 松原１－１４－７　ＫＧビル　１Ｆ サービス

魁力屋西大須店 名古屋市中区 松原１－１７－４ 飲食店

盛香倫食府　大須店 名古屋市中区 松原１丁目１３－２　 飲食店

飯田商店 名古屋市中区 松原２丁目６－４　 ショッピング

御園天丼下の一色 名古屋市中区 栄１－１０－１１　鏡園ビル　Ｂ１ 飲食店

株式会社印傳屋上原勇七名古屋御園店 名古屋市中区 栄１－１０－２１　名古屋御園ビル　１Ｆ ショッピング

竹亭 名古屋市中区 栄１－１０－９ 飲食店

さかな大福 名古屋市中区 栄１－１１－３　ヒロセビル　１Ｆ 飲食店

Re：mano名古屋 名古屋市中区 栄１－１１－５　御園ビル　３Ｆ サービス

すし処五郎鮨 名古屋市中区 栄１－１２－４ 飲食店

Rich伏見 名古屋市中区 栄１－１２－５　コスモスビル　１Ｆ ショッピング

炭火焼肉とさや伏見店 名古屋市中区 栄１－１３－６ 飲食店

カーヴミツクラ 名古屋市中区 栄１－１３－７ ショッピング

焼肉にくがとう伏見店 名古屋市中区 栄１－１６－１４ 飲食店

tendre 名古屋市中区 栄１－１６－１５　伏見ＤＯビル　１・２Ｆ サービス

焼肉ホルモン諸星 名古屋市中区 栄１－２５－３３　栄ヤマヂビル　１０２ 飲食店

そば居酒屋山葵 名古屋市中区 栄１－２９－８ 飲食店

ネイルサロンアルファー 名古屋市中区 栄１－３－３　ヒルトンプラザ内 サービス

マ・メール 名古屋ヒルトンプラザ 名古屋市中区 栄１－３－３　名古屋ヒルトンプラザ　Ｂ１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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肉バルイタリアンふぇりちった伏見広小路店 名古屋市中区 栄１－４－１　１・２・３Ｆ 飲食店

田中寿し　本店 名古屋市中区 栄１－４－１２ 飲食店

くねくねラーメン伏見本店 名古屋市中区 栄１－４－４ 飲食店

きときと 釣谷鮮魚店 名古屋市中区 栄１－４－７　バックス伏見　２Ｆ 飲食店

カジウラ広小路店 名古屋市中区 栄１－４－８ ショッピング

さかなやま本場伏見店 名古屋市中区 栄１－５－１４　寿屋御園菊の世ビル 飲食店

東鮓本店　広小路店 名古屋市中区 栄１－５－２１ 飲食店

磯丸水産　伏見店 名古屋市中区 栄１－５－３　伏見第７ビル　１Ｆ 飲食店

鮨なか澤 名古屋市中区 栄１－６－７ 飲食店

ONECONCEPT 名古屋市中区 栄１－７－２０　ニューミソノビル　３Ａ サービス

焼肉きらく 名古屋店 名古屋市中区 栄１－７－２６　ＥＦＦＯＲＴＦＵＳＨＩＭＩ
　２Ｆ 飲食店

割烹料理新村 名古屋市中区 栄１－７－４　御園西ビル 飲食店

年魚市 名古屋市中区 栄１－７－４　御園西ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

別邸 きときと 名古屋市中区 栄１－７－７ 飲食店

B alla seconda 名古屋市中区 栄１丁目１０－３ＣＫ１２伏見ビル ショッピング

天ぷらと日本酒 明日源 名古屋市中区 栄２－１－１２　ダイヤパレスビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼き鳥きんざん伏見店 名古屋市中区 栄２－１－１４　マルイチセンタービル　２Ｆ 飲食店

越前鮮魚店伏見店 名古屋市中区 栄２－１－１６　池田伏見ビル　２Ｆ 飲食店

華綺久 名古屋市中区 栄２－１－１６　池田伏見ビル１Ｆ 飲食店

クチーナ ワダ 名古屋市中区 栄２－１－２０ 飲食店

茗圃 名古屋市中区 栄２－１２－２２ 飲食店

カーザ・デッラ・マンテ 名古屋市中区 栄２－１２－２２　ウィンコート白川　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 皇亭 名古屋市中区 栄２－１４－１１ 飲食店

山本屋本店 栄本町通店 名古屋市中区 栄２－１４－５　山本屋本店栄ビル　１Ｆ 飲食店

reminiscence 名古屋市中区 栄２－１５－１６　コンフォ－ト栄　２Ｆ 飲食店

ディアーズ名古屋店 栄 名古屋市中区 栄２－１５－９　森島ビル　３Ｆ サービス

太閤本店　伏見店 名古屋市中区 栄２－２－１２　名古屋都市整備公社ビル　Ｂ
１ 飲食店

前沢牛舎伏見屋 名古屋市中区 栄２－２－２３　スワン名古屋ビル　１Ｆ 飲食店

OSTERIA GAINA 名古屋市中区 栄２－２－３１　ニュープラスビル　１Ｆ 飲食店

一冨士 名古屋市中区 栄２－２－７ 飲食店

クロサワバイオリン 名古屋店 名古屋市中区 栄２－３－１　名古屋広小路ビルヂング　Ｂ１
Ｆ ショッピング

黒澤楽器 名古屋店 名古屋市中区 栄２－３－１　名古屋広小路ビルヂング　Ｂ１
Ｆ ショッピング

＆ ANTIQUE 栄店 名古屋市中区 栄２－４－１８ 飲食店

ル レストラン シンジコガ 名古屋市中区 栄２－４－１８　岡谷鋼機　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉スギモトHOUSeN 名古屋市中区 栄２－４－６ 飲食店

カットスタジオ 砂山 名古屋店 名古屋市中区 栄２－７－１３　ヴィア白川　１Ｆ サービス

昇家 三蔵 名古屋市中区 栄２－７－１８ 飲食店

A／LEE NAGOYA 名古屋市中区 栄２－７－２３　ヴィ－クオレレジデンス栄２
丁目　２Ｆ サービス

ANNAMDELI 名古屋市中区 栄２－７－５　弁吉ビル　Ｂ１ 飲食店

美容室AVANCER 名古屋市中区 栄２－９－９　アンアザレアビル２Ｆ サービス

味乃にしき 名古屋市中区 栄２丁目１－１２　ダイアパレス伏見１０６ 飲食店

炭火焼鳥　さとり 名古屋市中区 栄２丁目４－２５　八木久ビル２Ｆ 飲食店

ラ・ターブル・ナゴヤ・ジャポン 名古屋市中区 栄２丁目７－１３　ヴィア白川Ｂ１ 飲食店

天麩羅なか江 名古屋市中区 栄３－１－１　広小路本町ビルＢ１Ｆ 飲食店

ONLY 名古屋広小路店 名古屋市中区 栄３－１－１　広小路第一生命 ショッピング

スキヤキしゃぶしゃぶ　スギモト 名古屋市中区 栄３－１－３５ 飲食店

クシド グリル 名古屋市中区 栄３－１０－２１　ワ－ルドフラッグ　１Ｆ 飲食店

仁志河 名古屋市中区 栄３－１０－７ 飲食店

冨士屋本店 名古屋市中区 栄３－１０－８ 飲食店

金家 名古屋市中区 栄３－１１－１３　GKビル１Ｆ 飲食店

BAR ANTHEM 名古屋市中区 栄３－１１－１８　ファーストビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

串焼きまる 名古屋市中区 栄３－１１－１８　ミドリヤビル　Ｂ１ 飲食店

GREENCAMEL 名古屋市中区 栄３－１２－１４　プリンセス遠山　７０４・
７０５ 飲食店

磯丸水産　プリンセス大通り店 名古屋市中区 栄３－１２－１８　メルカドビル　１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご栄3丁目 名古屋市中区 栄３－１２－２１　寿子ビル　１Ｆ 飲食店

牛兵衛 栄本店 名古屋市中区 栄３－１２－２２　ヘラルド３丁目ビル　２Ｆ 飲食店

鉄板屋大吉 名古屋市中区 栄３－１２－４　エトワ－ル栄Ｍ　Ｂ１Ｆ 飲食店

韓国美料理 チェゴチキン 名古屋市中区 栄３－１２－６　インペリアルプラザ　１Ｆ 飲食店

四季茸 名古屋市中区 栄３－１２－６　インペリアルプラザ　Ｂ１ 飲食店

焼肉とんび 栄住吉店 名古屋市中区 栄３－１２－６　インペリアルプラザビル　１
Ｆ 飲食店

藤一番 住吉店 名古屋市中区 栄３－１３－１ 飲食店

チーズマリノ 栄店 名古屋市中区 栄３－１３－２３ 飲食店

CAFE de CRIE白川通 名古屋市中区 栄３－１３－２３　寺島ビル　１・２Ｆ 飲食店

MUSIC 名古屋市中区 栄３－１３－２７　３Ｆ サービス

MANONbyH 名古屋市中区 栄３－１３－２７　ＡＤＣサカエビルディング
　７Ｆ サービス

gem by BUDDY HAIR 名古屋市中区 栄３－１３－２８ サービス

ちはら寿し 名古屋市中区 栄３－１３－３１　ﾌﾟﾘﾝｾｽﾀｳﾝ１４ 飲食店

昇家 正々堂 名古屋市中区 栄３－１３－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラ・モードイワイインターナショナル 名古屋市中区 栄３－１４－１３　ＤＯＲＴＯＲ名古屋栄ビル
　３Ｆ サービス

妙香園 栄店 名古屋市中区 栄３－１４－１４ ショッピング

割烹・ふぐ料理みどり 名古屋市中区 栄３－１４－２９ 飲食店

ael 名古屋市中区 栄３－１４－３０ ショッピング

磯丸水産　栄三丁目店 名古屋市中区 栄３－１４－３０　エフジー伊勢町南ビル　１
Ｆ 飲食店

大和屋守口漬総本家本店 名古屋市中区 栄３－１５－１ 飲食店

NAILX栄ガスビル店 名古屋市中区 栄３－１５－２２　栄ガスビル１Ｆ サービス

トゥミ 名古屋店 名古屋市中区 栄３－１５－３ ショッピング

AXIS 栄ガスビル店 名古屋市中区 栄３－１５－３３　栄ガスビル　２Ｆ サービス

うなぎしら河　栄店 名古屋市中区 栄３－１５－３３　栄ガスビル　Ｂ１ 飲食店

ガレリアエレガンテサカエテン 名古屋市中区 栄３－１５－３６　オペークナゴヤビル　３Ｆ サービス

スタージュエリー名古屋店 名古屋市中区 栄３－１５－３９ ショッピング

AXIS 栄店2F 名古屋市中区 栄３－１５－４　サカイ栄ビル　２Ｆ サービス

AXIS 栄店3F 名古屋市中区 栄３－１５－４　サカイ栄ビル　３Ｆ サービス

プティットスリール 名古屋市中区 栄３－１５－４　サカイ栄ビル　８Ｆ サービス

プティットスリールアイラッシュサカエテン 名古屋市中区 栄３－１５－４　サカイ栄ビル　８Ｆ サービス

ドライヘッドスパ夢頭空間 名古屋市中区 栄３－１５－４　サカイ栄ビル　８Ｆ サービス

カインドオル名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－１５－６　栄ＳＴビル１．２Ｆ ショッピング

名古屋ゆきざき本店 名古屋市中区 栄３－１５－８　服部名古屋栄ビル　Ｂ１〜２
Ｆ ショッピング

hair salon KUSUKI 名古屋市中区 栄３－１９－１７　丸喜ビル７Ｆ サービス

わ家 住吉店 名古屋市中区 栄３－１９－２ 飲食店

CLEAR of hair LiT 名古屋市中区 栄３－１９－２０　ＧＬ栄ビル　３Ｆ サービス

JUQUI 名古屋市中区 栄３－１９－２３ ショッピング

＿WHITE栄店 名古屋市中区 栄３－１９－５　５Ｆ サービス

coohairciel 名古屋市中区 栄３－１９－５　ＢＵＩＬＤＺＥＲＯ　３Ｆ サービス

LAD MUSICIAN NAGOYA 名古屋市中区 栄３－１９－６ ショッピング

SATURDAYS NYC 名古屋市中区 栄３－１９－７　ＰＲＯＴＥＣＴ４－１　２Ｆ ショッピング

名古屋名物味噌とんちゃん屋 栄ホルモン 名古屋市中区 栄３－２－２５　都興ビル　１Ｆ 飲食店

大文字 名古屋市中区 栄３－２－２７ 飲食店

キンク SAKAE 名古屋市中区 栄３－２－３１　２Ｆ ショッピング

美濃路 栄店 名古屋市中区 栄３－２－３３ 飲食店

あみやき亭 栄店 名古屋市中区 栄３－２－３３ 飲食店

ほるたん屋 栄店 名古屋市中区 栄３－２－３３ 飲食店

フル－ルデジャヴ 名古屋市中区 栄３－２０－１４　住吉ビル　１０５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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心割烹 源勘 名古屋市中区 栄３－２０－１４　住吉ビル　１Ｆ 飲食店

Violet 栄 名古屋市中区 栄３－２１－１１　ＷＦＳＡＫＡＥ　３〜４Ｆ サービス

串カツとおばんざい本町通カケル 名古屋市中区 栄３－２１－２２　パルナス本町通り　１Ｆ 飲食店

黒猫の館 名古屋市中区 栄３－２１－２７ サービス

noesalon 名古屋市中区 栄３－２２－１８　大野ビル１Ｆ サービス

L 名古屋市中区 栄３－２２－１８　大野ビル２Ｆ サービス

AMB FLAT 名古屋路面店 名古屋市中区 栄３－２３－１０　エフジー呉服町ビル　１・
２Ｆ ショッピング

＃FR2NAGOYA 名古屋市中区 栄３－２３－１４　山市ビル　１Ｆ ショッピング

ラ・パンセヴェール 名古屋市中区 栄３－２３－２０ サービス

メゾンマルジェラ ナゴヤ 名古屋市中区 栄３－２３－２３　エフジー若宮ビル ショッピング

Unlimited 名古屋市中区 栄３－２３－２４　ＮＡＧＯＹＡＦＬＡＴ　１
Ｆ ショッピング

鉄板DINING集栄店 名古屋市中区 栄３－２３－５　Ａｒｒｏｗ栄ビル　２Ｆ 飲食店

NEXTFOCUS栄本店 名古屋市中区 栄３－２３－８ ショッピング

krabatbyKOCHAB 名古屋市中区 栄３－２４－１１　エフジ－パ－クサイド　２
Ｆ サービス

Gran－D 名古屋市中区 栄３－２４－１１　エフジーパークサイド　１
Ｆ ショッピング

OSTERIA LA LUNA 名古屋市中区 栄３－２４－１１　エフジーパークサイド　５
Ｆ 飲食店

BAPE STORE 名古屋 名古屋市中区 栄３－２４－１３ ショッピング

KanoaleabyTJ天気予報 名古屋市中区 栄３－２４－１３　パークサイド寺井ビル　３
Ａ サービス

HOODS NAGOYA 名古屋市中区 栄３－２５－２９　ＳＫビル　１Ｆ ショッピング

NEXTTHING 名古屋市中区 栄３－２５－３０　ＭＩＹＡＴＡＫＵ４－１－
Ｂ ショッピング

ヒステリックグラマー 名古屋店 名古屋市中区 栄３－２５－３１ ショッピング

バランススタイル名古屋 名古屋市中区 栄３－２５－３４ ショッピング

YENN 名古屋市中区 栄３－２５－３９　ＳａｋａｅＳｏｕｔｈＳｑ
ｕａｒｅ　２－Ｂ サービス

AMILI 名古屋市中区 栄３－２５－３９　ＳａｋａｅＳｏｕｔｈＳｑ
ｕａｒｅ　３Ｆ サービス

giulietta 名古屋市中区 栄３－２５－３９　栄サウススクエア　２Ａ サービス

ヒステリックミニオールスターズ 名古屋市中区 栄３－２５－４１　エフジー栄三丁目ビル　
１・２Ｆ ショッピング

NOUVELLE NORME 名古屋市中区 栄３－２５－７　食器ビル　３Ｆ ショッピング

ペッレモルビダ名古屋 名古屋市中区 栄３－２５－８　長瀬ビル　１Ｆ ショッピング

basil pupula 名古屋市中区 栄３－２７－１１　ＬＯＣＯ栄　３Ｆ サービス

esLASH名古屋店 名古屋市中区 栄３－２７－１１　ＬＯＣＯ栄ビル　７Ｆ サービス

noir 名古屋市中区 栄３－２７－１５　ＤＡＣビル　８Ｆ サービス

AMP 名古屋市中区 栄３－２７－１５　DACビル２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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AFLOAT NAGOYA 名古屋市中区 栄３－２７－１８　ブラザー栄　５Ｆ サービス

高級食パン専門店嵜本 名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－２７－２７　スープラム　１Ｆ 飲食店

aniary NAGOYA 名古屋市中区 栄３－２７－３０　武馬ビル　１Ｆ ショッピング

Aguhairaqua栄 名古屋市中区 栄３－２７－５　栄セントビル　５Ｆ サービス

トニー＆ガイ名古屋 名古屋市中区 栄３－２７－７　サンサカエビル　２Ｆ サービス

Desigual名古屋栄 名古屋市中区 栄３－２８－１１　１Ｆ ショッピング

CHARLES＆KEITH名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－２８－１１　名古屋ゼロゲート ショッピング

ボーイズインザバンド 名古屋市中区 栄３－２８－１１７ ショッピング

HELK 名古屋市中区 栄３－２８－１２６ ショッピング

unusual 名古屋市中区 栄３－２８－２２　アーカイブビル　２Ｆ サービス

LA DONNA 栄 名古屋市中区 栄３－２８－３０　ピンクハウスビル　２Ｆ サービス

G－STAR STORE NAGOYA 名古屋市中区 栄３－２８－３５　アサヒドーカメラビル　１
Ｆ ショッピング

株式会社岡本造花店 名古屋市中区 栄３－２９－２６ ショッピング

山本屋本店 栄中央店 名古屋市中区 栄３－３－２１　セントライズ栄　Ｂ１Ｆ 飲食店

矢場とん　栄セントライズ店 名古屋市中区 栄３－３－２１　セントライズ栄　Ｂ１Ｆ 飲食店

レモン社 名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－３０－２８　岩田サカエビル４Ｆ ショッピング

美容室ル・クール 名古屋市中区 栄３－３１－１　ＩＷＡＩ栄ビル　２Ｆ サービス

BUDDYHAIR amour 名古屋市中区 栄３－３１－１０　２Ｆ サービス

madras 栄久屋大通店 名古屋市中区 栄３－３１－１３　加地ビル　１Ｆ ショッピング

CIEL 栄店 名古屋市中区 栄３－３１－１８　アルティメイトウエダビル
　９Ｆ サービス

NIYON NAIL×EYELASH 名古屋市中区 栄３－３１－１９　Ｆビル栄３　２Ｆ サービス

ヴィヴァーチェ 名古屋市中区 栄３－３１－２５　サンテアビタシオン　１Ｆ ショッピング

リバティ 名古屋市中区 栄３－３１－２５　サンテアビタシオン　１Ｆ サービス

runwayhair＆make 名古屋市中区 栄３－３１－２５　サンテアビタシオン４０３ サービス

Aguhairloop矢場町 名古屋市中区 栄３－３１－６　ロイヤルビル　６Ｆ サービス

Lobec sakae 名古屋市中区 栄３－３１－７　大河内ビル　２Ｆ サービス

CROUT 名古屋市中区 栄３－３１－８　モリダイヤハイツ栄　３０１ ショッピング

ネイルサロンOASISSAKAE 名古屋市中区 栄３－３１－８　モリダイヤハイツ栄３０３ サービス

ミュージックファースト 名古屋市中区 栄３－３２－１０　ハセガワパーク栄ビル　２
Ｆ ショッピング

上海スパイス　栄本店 名古屋市中区 栄３－３２－１５ 飲食店

NIYON HAIR 名古屋市中区 栄３－３２－２２　青木ビル２Ｆ サービス

THEORDER 名古屋市中区 栄３－３２－２４　コジマテントビル　７Ｆ サービス

キュア－ズ 名古屋市中区 栄３－３２－３４　岩田結納店ビル　３Ｆ サービス

ダーツハイブ 名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－３２－６　BECOME SAKAE３Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ソロピッツァナポレターナ矢場店 名古屋市中区 栄３－３２－８ 飲食店

VISAGE genuine 名古屋市中区 栄３－３２－８　ＶＩＳＡＧＥビル サービス

XLARGE STORE NAGOYA 名古屋市中区 栄３－３３－２８　Ｕビル ショッピング

case study shop 名古屋市中区 栄３－３３－２８　Uビル２Ｆ ショッピング

THEREALMcCoYS NAGOYA 名古屋市中区 栄３－３３－３０　Ｔ．Ｏビル　１Ｆ ショッピング

UNDER COVER NAGOYA 名古屋市中区 栄３－３５－１６　山田ビル　１Ｆ ショッピング

vendornagoya 名古屋市中区 栄３－３５－１７　１Ｆ ショッピング

FIL NAGOYA 名古屋市中区 栄３－３５－１９ ショッピング

MARLMARL名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－４－１５　鏡栄ビル　１Ｆ ショッピング

maison devote 名古屋市中区 栄３－４－１５　鏡栄ビル　４Ｆ サービス

ESME 名古屋市中区 栄３－４－１５　鏡栄ビル　６Ｆ サービス

THOiRY ソワリー栄 名古屋市中区 栄３－４－２１　ＴＯＳＨＩＮＳＡＫＡＥビル
　３Ｆ サービス

寿司と串とわたくし 名古屋市中区 栄３－４－２５　柳生ビル　１Ｆ 飲食店

Pur deux 名古屋市中区 栄３－４－２６　ヨシタカビル　２Ｆ 飲食店

PADDA 名古屋市中区 栄３－４－２６　ヨシタカビル３Ｆ 飲食店

川次 名古屋市中区 栄３－４－５　スカイル　９Ｆ 飲食店

石橋楽器 名古屋店 名古屋市中区 栄３－４－５　スカイル　９Ｆ ショッピング

ミストコイル 名古屋市中区 栄３－４－５　スカイル　Ｂ１Ｆ ショッピング

麺家神明 栄スカイル店 名古屋市中区 栄３－４－５　栄スカイルビル　９Ｆ 飲食店

妙香園 サカエチカ店 名古屋市中区 栄３－４－６ ショッピング

東鮓本店　サカエチカ店 名古屋市中区 栄３－４－６ 飲食店

オリンピア 栄地下店 名古屋市中区 栄３－４－６　サカエチカ内 ショッピング

松月 名古屋市中区 栄３－４－６　サカエチカ内 飲食店

グランディール栄地下店 名古屋市中区 栄３－４－６　先路下 飲食店

ORiental TRaffic サカエ 名古屋市中区 栄３－４－６　先路下西４９ ショッピング

大和屋守口漬総本家サカエチカ店 名古屋市中区 栄３－４－６先 飲食店

プライムドンナ 名古屋市中区 栄３－４－６先　サカエチカ ショッピング

鎌倉文庫 栄店 名古屋市中区 栄３－４－６先　サカエ地下街 ショッピング

鶏三和 サカエチカ店 名古屋市中区 栄３－４－６先　店舗番号北２６ 飲食店

とんかつKYK 名古屋栄地下街店 名古屋市中区 栄３－５－１２ 飲食店

boutique LIBE 名古屋市中区 栄３－５－１２ ショッピング

ビアードパパ 栄森の地下街店 名古屋市中区 栄３－５－１２　栄地下街南 飲食店

BRICK HOUSE 栄森の地下街 名古屋市中区 栄３－５－１２　栄森の地下街南３番街 ショッピング

鈴波　栄南店 名古屋市中区 栄３－５－１２先 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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PUFF サカエナカ店 名古屋市中区 栄３－５－１２先　サカエ中地下街 ショッピング

MLS 栄地下店 名古屋市中区 栄３－５－１２先　森の地下街南一番街 ショッピング

ゴディバ 名古屋店 名古屋市中区 栄３－６－２０　タツコウビル　１Ｆ 飲食店

gigssakae 名古屋市中区 栄３－６－２０　辰晃ビル　２Ｆ サービス

CAFE de CRIE 栄3丁目 名古屋市中区 栄３－６－２２ 飲食店

トレーディングポスト名古屋店 名古屋市中区 栄３－６－２３ ショッピング

ハウシュカ 名古屋市中区 栄３－７－１１２ ショッピング

ローズモンド 名古屋市中区 栄３－７－２２　栄９２８ビル　２Ｆ サービス

鈴波本店 名古屋市中区 栄３－７－２３ 飲食店

Lond robin 名古屋市中区 栄３－７－４　ＴＯＳＨＩＮ．ＳＡＫＵＲＡビ
ル　７Ｆ サービス

プラスアヴェダ 名古屋市中区 栄３－７－４　トーシンサクラビル　１Ｆ サービス

焼肉ホルモンせいご栄店 名古屋市中区 栄３－８－１０２ 飲食店

元祖台湾もつ鍋仁栄店 名古屋市中区 栄３－８－１２５ 飲食店

焼肉 くまちゃん 名古屋市中区 栄３－８－１２５ 飲食店

焼肉　源s　栄町支店 名古屋市中区 栄３－８－１ジリオンビル栄 飲食店

ふじみや 名古屋市中区 栄３－８－３３ 飲食店

Pace 名古屋市中区 栄３－９－１９　ルパルクＭＫ　３Ｆ サービス

魚河岸酒場 FUKU浜金 栄住吉店 名古屋市中区 栄３－９－２　ＧＥＭＳ栄　１Ｆ 飲食店

もつ鍋田しゅう名古屋店 名古屋市中区 栄３－９－２　ＧＥＭＳ栄　８Ｆ 飲食店

焼鳥まるいち 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル　１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン栄店 名古屋市中区 栄３－９－３１ ショッピング

BOTANIUM 名古屋市中区 栄３ー３１－６　ロイヤルビル４Ｆ サービス

GILBERTO 名古屋市中区 栄３丁目１－１９　ソフランビル３Ｆ 飲食店

魚十八　加紋 名古屋市中区 栄３丁目１０－１１　サントウビル 飲食店

シ－シャカフェアルカナ 名古屋市中区 栄３丁目１９－４　市岡ビル４階 飲食店

天ぷらたか瀬 名古屋市中区 栄３丁目２－３　日興證券ビル地下２階 飲食店

Seis 名古屋市中区 栄３丁目２２－２２　チサンマンション白川公
園１Ｆ サービス

珈琲店　長靴と猫 名古屋市中区 栄３丁目７－１３　コスモ栄ビル地下１階 飲食店

焼き鳥きんざん住吉店 名古屋市中区 栄３丁目９－２　ＧＥＭＳ栄４Ｆ 飲食店

嘉文　栄店 名古屋市中区 栄４－１－８ 飲食店

居酒屋 おおひら 名古屋市中区 栄４－１０－２５　三景ビル　１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン女子大店 名古屋市中区 栄４－１３－７　ピボットワシントン栄ビル　
１Ｆ ショッピング

アンイーブン 名古屋市中区 栄４－１４－２５　赤座ビル１Ｆ ショッピング

Cuoco　di　mare 名古屋市中区 栄４－１４－６　アスタープラザビル　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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らーめんさかえ屋 名古屋市中区 栄４－１５－１４ 飲食店

エストリア栄 名古屋市中区 栄４－１６－２４　メーゾンオザワ　２Ｆ サービス

カフェセレージャ栄店 名古屋市中区 栄４－１６－２７　富士サカエビル　１Ｆ ショッピング

エアバギー名古屋店 名古屋市中区 栄４－１６－３３　日本経済新聞社名古屋支社
ビル　１Ｆ ショッピング

博多串焼き八乃助 名古屋市中区 栄４－１８－１６　浅井ビル１Ｆ 飲食店

名古屋 キョーワ 名古屋市中区 栄４－２－１０　小浅ビル　２Ｆ ショッピング

シャンタムール 名古屋市中区 栄４－２－１３　園部ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼肉にくがとう名古屋店 名古屋市中区 栄４－２－１７ 飲食店

名古屋ハイボールBAR 名古屋市中区 栄４－２－５ 飲食店

ふじホルモン 名古屋市中区 栄４－２０－１７　第八和光ビル　１Ｆ 飲食店

海山里 御料理みなみ 名古屋市中区 栄４－２１－１　カトレヤビル　１Ｃ 飲食店

おっこん 名古屋市中区 栄４－２１－２４　プレシャスビル１Ｆ 飲食店

アチーブメント株式会社 名古屋営業所 名古屋市中区 栄４－３－２６　昭和ビル　１Ｆ ショッピング

ダベリバダベル 名古屋市中区 栄４－４－１　第三メイトビル　３Ｆ 飲食店

日置美容室本店 名古屋市中区 栄４－４－１９ サービス

福鮨 名古屋市中区 栄４－５－１４　宗次ホール　Ｂ１Ｆ 飲食店

四川火鍋楼 名古屋市中区 栄４－５－５　セントラル栄ビル４Ｆ 飲食店

炭焼ステーキ鎌田 名古屋市中区 栄４－６－１８　パールプラザビル　１Ｆ 飲食店

旬彩旬魚ささや 名古屋市中区 栄４－６－１８　パールプラザビル１０３ 飲食店

東新町　鳥銀 名古屋市中区 栄４－８－２０　東和栄ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉処 百えん屋 栄東店 名古屋市中区 栄４－９－２６　大東ビル　１Ｆ 飲食店

たま木 名古屋市中区 栄４丁目１１－５　東栄ビルＢ１ 飲食店

メンズ脱毛NEXT＋名古屋栄店 名古屋市中区 栄４丁目１６－１７　フィ－ブルサカエ５０２
号 サービス

日本料理さかした 名古屋市中区 栄４丁目２０－１５　ルピナス栄１Ｆ 飲食店

バルバカ 名古屋市中区 栄４丁目４－９　西新ビル２０３ 飲食店

ままや 名古屋市中区 栄４丁目５－１４　宗次ホール　１Ｆ 飲食店

琉球王国 名古屋市中区 栄４丁目５－１９　万津元ビル１Ｆ 飲食店

モリス 名古屋市中区 栄５－１－３３ 飲食店

MISTEROMA 名古屋市中区 栄５－１－３３　ノイトビル　１Ｆ サービス

RBY blanc 名古屋市中区 栄５－１－３３　平子ビル　２Ｆ サービス

鮨 うら山 名古屋市中区 栄５－１－３３　平子ビル１Ｆ 飲食店

TEPPANANDWINEMASA 名古屋市中区 栄５－１１－２１　エメラルドビル１Ｆ 飲食店

ISTORYMSalon 名古屋市中区 栄５－１２－２９　東海伸銅ビル　２０１ サービス

timeforlivin 名古屋市中区 栄５－１３－１７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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la villa ROUGE 名古屋市中区 栄５－１６－１　南久屋ビル　２Ｆ ショッピング

パンパンチュチュ名古屋 名古屋市中区 栄５－１６－１５　浅野ビル１Ｆ ショッピング

Nailist〜avenir〜 名古屋市中区 栄５－１６－１９　ネイリックスビル７Ｆ サービス

遙 名古屋市中区 栄５－１６－２ 飲食店

carnaval 名古屋市中区 栄５－１８－１７　コーワビル　１Ｆ 飲食店

Lexx92 名古屋市中区 栄５－１８－１８　太陽ビル　３Ｆ サービス

FTC NAGOYA 名古屋市中区 栄５－１８－３０　メゾンクレール池田　１Ｆ ショッピング

cha－Lo 名古屋市中区 栄５－１９－２５　ハイツ栄 サービス

salon 名古屋市中区 栄５－１９－２６　ｋｏｄａｍａＢ．Ｌ　２０
１ サービス

晁隆房 名古屋市中区 栄５－２－３６　パークプレイスビル　１Ｆ 飲食店

花見小路 名古屋市中区 栄５－２１－２　浅井コーポ６　１Ｆ 飲食店

Reviehair 名古屋市中区 栄５－２１－２４　イエローハウス１Ｆ サービス

CUPPA 名古屋市中区 栄５－２１５ 飲食店

カッシーナ・イクスシー名古屋店 名古屋市中区 栄５－２１５　２Ｆ ショッピング

ETERNO 名古屋市中区 栄５－２５－２６　パーチェパラッツォビル　
１Ｆ ショッピング

ROOP 名古屋市中区 栄５－２６－１５　エムエスビル　１Ｆ サービス

Moda by GRANDE 名古屋市中区 栄５－２６－３６　ＧＳ栄２ サービス

モナマッチョ 名古屋市中区 栄５－２８－１９　アルティメイトタワー栄５
　１・２Ｆ ショッピング

Tiffa栄 名古屋市中区 栄５－４－２６　イナガワビル サービス

中国料理　東北大冷麺 名古屋市中区 栄５－５－３１　第二能楽ビル　１Ｆ 飲食店

kitchen HAKUGA 名古屋市中区 栄５－６－３４　ｴﾑﾃｯｸｴﾆｶﾋﾞﾙ５Ｆ 飲食店

上美物産店 名古屋市中区 栄５－７－３０　スカイタウンビル　１Ｆ ショッピング

近江牛炭火焼肉いちねん屋 名古屋市中区 栄５－７－４　グランディール栄１０２ 飲食店

四川伝統火鍋 蜀漢 名古屋市中区 栄５－８－６　鷲尾ビル１Ｆ 飲食店

グランプリ 名古屋市中区 栄５丁目２７番２１号　丸真ビル２Ｆ ショッピング

BeautySalonPlan 名古屋市中区 栄５丁目２８－４　プロビデンス栄２０２ サービス

Ricetta 名古屋市中区 橘１－１７－２７ サービス

や台ずし 松原町 名古屋市中区 橘１－１８－２ 飲食店

天婦良あやめ 名古屋市中区 橘１－１９－１０　メゾン橘１Ｆ 飲食店

びようここ 名古屋市中区 橘１－２７－６ サービス

御華 名古屋市中区 橘１丁目２４－１０　橘ハイツ１０１ 飲食店

朴さんのダイニングまる 名古屋市中区 葵２－１３－２４　メゾンドール上泉 飲食店

Bistro Dia 名古屋市中区 葵２－１３－３０　アマーレ葵　１Ｆ 飲食店

バルバ 名古屋市中区 葵２－１４－２０　クラシア　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

30 / 129

[愛知県愛知県]



名古屋なまずや 名古屋市中区 葵２－１４－２６ 飲食店

アンフレール ビューティ ガーデン 名古屋市中区 金山１－１－１１　ジャルダンシャポー　２Ｆ サービス

神宮茶屋 金山北店 名古屋市中区 金山１－１－１１　ジャルダンシャポー１Ｆ 飲食店

リジェール 金山店 名古屋市中区 金山１－１１－１０　金山ハイホーム　１Ｆ サービス

CAFE de CRIE 金山北口 名古屋市中区 金山１－１４－１６　トキワビル　１Ｆ 飲食店

嘉文　金山北店 名古屋市中区 金山１－１４－１６　トキワビル　Ｂ１ 飲食店

バンズ 名古屋市中区 金山１－１４－９　ハセガワビル　３Ｆ サービス

シェアラ名古屋KANAYAMA 名古屋市中区 金山１－１４－９　長谷川ビル　５Ｆ サービス

和牛もつ鍋九州料理 椿 金山店 名古屋市中区 金山１－１４－９　長谷川ビル　Ｂ１ 飲食店

赤身肉とホルモンの店惣 名古屋市中区 金山１－１４－９　長谷川ビル　Ｂ２Ｆ 飲食店

KANAYAMAOYSTERBAR 名古屋市中区 金山１－１４－９　長谷川ビル　Ｂ２Ｆ 飲食店

Aguhairl’or金山 名古屋市中区 金山１－１５－２ サービス

STAGE 名古屋市中区 金山１－１７－１８　ループ金山　１Ｆ ショッピング

嘉文　ループ金山店 名古屋市中区 金山１－１７－１８　ループ金山　２Ｆ 飲食店

アンジュヘア 名古屋市中区 金山１－２－１２　シャンボール金山　１Ｆ サービス

サンモリッツ金山音楽プラザ店 名古屋市中区 金山１－４－１０　名古屋市音楽プラザ内 飲食店

和酒たきね 名古屋市中区 金山１－６－３　ニューシャポー金山　１Ｆ 飲食店

ネイルサロンCanNail金山店 名古屋市中区 金山１－７－１０　名藤ビル　４Ｆ サービス

AFFECTION 金山 名古屋市中区 金山１－８－１５　三井金山ハイツ　１Ｆ サービス

LABORAINNOCENCE 名古屋市中区 金山１－９－１６　鉄鋼１１８ビル　１Ｆ サービス

東桜パクチー 金山店 名古屋市中区 金山２－１－１　コンフォート金山１Ｆ 飲食店

SILVA金山 名古屋市中区 金山２－１３－１０ 飲食店

焼肉ホルモンせいご金山店 名古屋市中区 金山２－１６－１１ 飲食店

磯丸水産　金山店 名古屋市中区 金山２－１６－１６　冨士田ビル　１Ｆ 飲食店

藤一番　金山店 名古屋市中区 金山２－１６－１７ 飲食店

炭焼き鳥　ぼう家　金山店 名古屋市中区 金山２丁目８－４　エスポア金山１階 飲食店

焼肉 みつ星 名古屋市中区 金山３－１５－１８　かなやま照らすＳＯＵＴ
Ｈ 飲食店

それゆけ！鶏ヤロ－！金山店 名古屋市中区 金山３丁目１３－１３　 飲食店

それゆけ！鶏ヤロ－！金山店 名古屋市中区 金山３丁目１３－１３　 飲食店

楽園亭 名古屋市中区 金山４－２－１９　池田ビル　１Ｆ 飲食店

VANCOUNCIL 金山 名古屋市中区 金山４－２－２ サービス

魚河岸酒場 FUKU浜金 金山店 名古屋市中区 金山４－２－３ 飲食店

MILES 名古屋市中区 金山４－３－７　中洋ビル　３Ａ サービス

炭火鶏焼肉しんざん 名古屋市中区 金山４－６－１８　プログレス金山　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BeautySalon COCO 金山店 名古屋市中区 金山４－６－１９　金山プログレス５０１ サービス

焼き鳥 ポロ吉 名古屋市中区 金山４－６－９ 飲食店

鶏だしおでんさもん金山小町店 名古屋市中区 金山４－６－９　金山小町Ｃ１ 飲食店

天串 金山店 名古屋市中区 金山４－６－９　金山小町内 飲食店

CafeKbranch 名古屋市中区 錦１－１０－９　BFS伏見ビル１Ｆ 飲食店

XHENLONG 名古屋市中区 錦１－１１－１１　名古屋インターシティ　Ｂ
１Ｆ 飲食店

炭焼小屋 名古屋市中区 錦１－１４－５ 飲食店

サイアムガーデン 名古屋市中区 錦１－１５－１７ 飲食店

澤正 名古屋市中区 錦１－１７－１３ 飲食店

すし処みかづき 名古屋市中区 錦１－１７－１７　幸村ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

山本屋本店 広小路伏見店 名古屋市中区 錦１－１８－２２　名古屋ＡＴビル 飲食店

長崎堂 御園店 名古屋市中区 錦１－１８－２２　名古屋ＡＴビル　１Ｆ 飲食店

ヤマハMリテイリング 名古屋店 名古屋市中区 錦１－１８－２８ ショッピング

YakitoriDiningしげ伏見店 名古屋市中区 錦１－２０－２５　広小路ＹＭＤビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

豚道桜橋本店 名古屋市中区 錦１－７－４１　宮崎ビル　１Ｆ 飲食店

割烹串焼き鳥笑 名古屋市中区 錦２－１０－１５　１Ｆ 飲食店

株式会社ダモンデ 名古屋市中区 錦２－１１－２７　ＴＨ錦ビル　１Ｆ 飲食店

株式会社エフリード 名古屋市中区 錦２－１１－６ ショッピング

鮨 いつき 名古屋市中区 錦２－１２－２１　錦カナアンビル　１Ｆ 飲食店

懐食砂月 名古屋市中区 錦２－１２－３５　セントスクエアビル　４Ｆ
　Ｂ 飲食店

長者町 焼肉 輪心 名古屋市中区 錦２－１２－３５　セントスクエアビル２Ｆ 飲食店

和食ダイニング 若宮 錦店 名古屋市中区 錦２－１２－４ 飲食店

MOLNODA 名古屋市中区 錦２－１２－５　サン・錦本町ビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉あじゃれ家 松 名古屋市中区 錦２－１２－６ 飲食店

玄品 名古屋錦本町 名古屋市中区 錦２－１２－８　御幸本町ビル　１Ｆ 飲食店

広島的鉄板酒場 鉄輝努 名古屋市中区 錦２－１３－２４ 飲食店

葱屋　平吉 名古屋市中区 錦２－１３－２６　八木圭ビル 飲食店

とりとん錦二丁目店 名古屋市中区 錦２－１４－２ 飲食店

鯱市 錦通伏見店 名古屋市中区 錦２－１６－２１ 飲食店

HANS 名古屋市中区 錦２－１６－２２　第二ブラストンビル　５Ｆ サービス

オッジハウス 名古屋市中区 錦２－１６－２４　サン伏見ビル　１Ｆ ショッピング

カスカード伏見店 名古屋市中区 錦２－１６－２４先　ヨリマチＦＵＳＨＩＭＩ
内 飲食店

CAFE de CRIE 錦2丁目 名古屋市中区 錦２－１６－８　服部ビル　１Ｆ 飲食店

DINING＆BAR マイペンライ 伏見店 名古屋市中区 錦２－１７－２８　ＣＫ１５伏見ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鯛めし楼 名古屋市中区 錦２－１８－３２ 飲食店

BAR LEONE 名古屋市中区 錦２－１８－３３ 飲食店

こくら 名古屋市中区 錦２－１９－１９　広小路センタ－プレイス　
Ｂ１ 飲食店

RYS 名古屋市中区 錦２－２－２４ ショッピング

SEVEN 名古屋市中区 錦２－２０－１５　広小路クロスタワー　１Ｆ 飲食店

mine 名古屋市中区 錦２－２０－１５　広小路クロスタワー　１Ｆ 飲食店

THE CONDER HOUSE 名古屋市中区 錦２－２０－１５　広小路クロスタワー　２Ｆ 飲食店

ワイン食堂ニコ 名古屋市中区 錦２－５－１２　パシフィックスクエア名古屋
錦　１Ｆ 飲食店

FUKUROU．． 名古屋市中区 錦２－５－２５　袋町ビル　４Ｆ 飲食店

グルマンヴィタル長者町店 名古屋市中区 錦２－６－１３　長者町えびすビルパート３ 飲食店

や台ずし 錦二伏見町 名古屋市中区 錦２－７－２５　錦二丁目澤井ビル 飲食店

旬彩和食　うえの山 名古屋市中区 錦２－９－１５　錦ビル　１Ｆ 飲食店

十六銀行名古屋ビル職員食堂 名古屋市中区 錦３－１－１ 飲食店

SERGIO 名古屋市中区 錦３－１－６ 飲食店

焼肉のかわよし 名古屋市中区 錦３－１－６ 飲食店

向月別館 名古屋市中区 錦３－１０－１６　大河内ビル　１Ｆ 飲食店

オーダーサロン タナカ 名古屋市中区 錦３－１０－５ ショッピング

リカーマウンテン錦三店 名古屋市中区 錦３－１１－１８ ショッピング

大阪焼肉ホルモンふたご錦店 名古屋市中区 錦３－１１－２０ 飲食店

Serge源’s　錦店　5F 名古屋市中区 錦３－１１－２６ 飲食店

若鯱家　錦店 名古屋市中区 錦３－１２－１０　７５８ＮＩＳＨＩＫＩビル
　１Ｆ 飲食店

Barだんろ 名古屋市中区 錦３－１２－１０－７５　８ＮＩＳＨＩＫＩビ
ル　Ｂ１ 飲食店

久和 名古屋市中区 錦３－１２－１４　カラーズ錦ビル　１Ｆ 飲食店

おばんざいそむら 名古屋市中区 錦３－１２－１５　八百善ビル東館　３Ｆ 飲食店

一鳳 錦店 名古屋市中区 錦３－１２－１８　松尾園第十錦ビル　１Ｆ 飲食店

天麩羅・蕎麦 凛 名古屋市中区 錦３－１２－２２　１Ｆ 飲食店

磯丸水産　錦店 名古屋市中区 錦３－１２－２５　サミットビル　１Ｆ 飲食店

豚しゃぶ一力 錦店 名古屋市中区 錦３－１２－２５　サミットビル　２Ｆ 飲食店

博多花串　錦店 名古屋市中区 錦３－１２－２５　サミットビル　２Ｆ　２０
１ 飲食店

幸主 名古屋市中区 錦３－１２－３０　第２ワシントンＡＮＮＥＸ
　１Ｆ 飲食店

鮨 土方 名古屋市中区 錦３－１２－３０　第二ワシントンＡｎｅｘビ
ル　１Ｆ 飲食店

柳家錦 名古屋市中区 錦３－１２－３０　第二ワシントンＡＮＮＥＸ
ビル　１Ｆ 飲食店

写楽　名古屋第一店 名古屋市中区 錦３－１３－１　デリシアムマロード　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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藤一番 錦店 名古屋市中区 錦３－１３－１０ 飲食店

寿司 向月 名古屋市中区 錦３－１３－１３ 飲食店

寿し丸幸 名古屋市中区 錦３－１３－１５　錦３グルメ倶楽部　１・２
Ｆ 飲食店

いけす鶴八錦店雅 名古屋市中区 錦３－１３－２４　一二三ビル　１Ｆ　１－１ 飲食店

Maccaroni　Club　錦店 名古屋市中区 錦３－１３－２４　一二三ビル　２－６ 飲食店

魚処 ほり川 名古屋市中区 錦３－１３－２９　ＡＢＣビル　２Ｆ 飲食店

La　Luna　Azzurra 名古屋市中区 錦３－１３－３０　ＡＢＣビル北館　２Ｆ 飲食店

源都 名古屋市中区 錦３－１３－３２　第四錦ビル　１Ｆ 飲食店

やきとり とりひで 錦 名古屋市中区 錦３－１３－３２　第四錦ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

フィレンツェ　三丁目 名古屋市中区 錦３－１３－５　中央マンション　１Ｆ 飲食店

フェイシャル専門サロンGOLD 名古屋市中区 錦３－１４－１５　オークラビル　７Ｆ サービス

ダイニングきせつ 名古屋市中区 錦３－１４－２１　アーバンステージ錦３Ｆ 飲食店

鳥銀　風月 名古屋市中区 錦３－１４－２１　アーバンステージ錦ビル　
１Ｆ 飲食店

鳥銀本店 名古屋市中区 錦３－１４－２２　宮木ビル　１Ｆ 飲食店

本格串焼とへぎそば濱匠 名古屋市中区 錦３－１５－１　ユース栄宮地ビル　Ｂ１ 飲食店

コリエドール 名古屋市中区 錦３－１５－１０　タワービル　４Ｆ 飲食店

くまざわ書店名古屋セントラルパーク店 名古屋市中区 錦３－１５－１３　先セントラルパーク地下街 ショッピング

グローバルスタイル名古屋セントラルパーク 名古屋市中区 錦３－１５－１３先 ショッピング

wine＆diningshow’s 名古屋市中区 錦３－１５－３１　モリヤス錦ビル　２・３Ｆ 飲食店

Brooch 名古屋市中区 錦３－１５－３１　モリヤス錦ビル　３Ｆ　
（西側） サービス

Invitation 名古屋市中区 錦３－１５－３２　タケガビル　２Ｆ サービス

hair LOGiA 名古屋市中区 錦３－１５－３２　タケガビル中　１Ｆ サービス

JurerBelle 名古屋市中区 錦３－１５－５　エルテビル　４Ｆ サービス

hair jurer deux 名古屋市中区 錦３－１５－５　エルペビル　８Ｆ サービス

ステーキ将門 名古屋市中区 錦３－１７－１　第５錦ビル　２Ｆ 飲食店

すし豊倉 名古屋市中区 錦３－１７－１　第五錦ビル　２Ｆ 飲食店

NailSalonRafeel 名古屋市中区 錦３－１７－１０　錦三ビル９Ｆ サービス

POLLO 名古屋市中区 錦３－１７－１０　錦三ビルＢ１Ｆ 飲食店

瑞穂寿司本店 名古屋市中区 錦３－１７－１０　錦三ビルＢ１Ｆ 飲食店

和牛焼肉ワンダフィレ 名古屋市中区 錦３－１７－２４　都ビル　２Ｆ 飲食店

Dityca 名古屋市中区 錦３－１７－２４　鬼頭ビル　５Ｆ サービス

おでん鈴 名古屋市中区 錦３－１７－２８　ブルームーンビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

レストラン 宙 名古屋市中区 錦３－１７－２８　ブルームーンビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

イチ晴ダイフク本店 名古屋市中区 錦３－１８－１４　錦グリ－ンビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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台湾小皿料理梅園 名古屋市中区 錦３－１８－１４　錦スカイビル　１Ｆ 飲食店

肉海鮮個室居酒屋 魚ずみ 名古屋市中区 錦３－１８－１６　アマノビル３Ｆ 飲食店

寿し処　圓山 名古屋市中区 錦３－１８－１９　ＧＭセンタービル西館 飲食店

やきとり先生 錦店 名古屋市中区 錦３－１８－６　シャイン山清ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

寿司赤酢・名古屋 名古屋市中区 錦３－１８－６　シャイン山清ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

食文化田島亭 名古屋市中区 錦３－１８－７　毛利ビル１Ｆ 飲食店

鮨 あしべ 名古屋市中区 錦３－１９－１０　シャルトル吉田ビル 飲食店

INDUSTRIAL 名古屋市中区 錦３－１９－２　Ｐｉｖｏｔ錦ビル　２・３Ｆ 飲食店

鳥勢 名古屋市中区 錦３－１９－２４　サンステンドビル　１・２
Ｆ 飲食店

鉄板焼と和食 宴 名古屋市中区 錦３－１９－２４　サンステンドビル　Ｂ１ 飲食店

御料理　兆里　重谷 名古屋市中区 錦３－１９－３０　第３錦ビル　１Ｆ 飲食店

はみや 名古屋市中区 錦３－１９－３０　第３錦ビル　２Ｆ 飲食店

さいたにや 錦店 名古屋市中区 錦３－１９－３０　第三錦ビル　１Ｆ 飲食店

旬魚 季楽 名古屋市中区 錦３－１９－３０　第三錦ビル　１Ｆ 飲食店

和酒処あま野錦亭 名古屋市中区 錦３－１９－３０　第三錦ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

章月 名古屋市中区 錦３－１９－３０　第三錦ビル２Ｆ 飲食店

フグ料理徳福 名古屋市中区 錦３－２－３１　プルミエール錦　２０１ 飲食店

中国料理錦三酔樓 名古屋市中区 錦３－２－３２　錦アクシスビル１Ｆ 飲食店

酒やビック錦店 名古屋市中区 錦３－２０－１　第七錦ビル　１Ｆ ショッピング

つじホルモン 錦店 名古屋市中区 錦３－２０－１　第七錦ビル　１Ｆ 飲食店

Bar Reale KOEDA 名古屋市中区 錦３－２０－１０　スター錦ビル　２Ｆ 飲食店

坪井花苑本店 名古屋市中区 錦３－２１－１８ ショッピング

可ん寅 名古屋市中区 錦３－２２－１２ 飲食店

パージナ 名古屋市中区 錦３－２２－２４　ＡＴＳ広小路ビル　２Ｆ 飲食店

れんが家 桜庵 名古屋市中区 錦３－２２－７　アークビル　３Ｆ 飲食店

レキシア 名古屋栄店 名古屋市中区 錦３－２４－１７ ショッピング

IWC名古屋ブティック 名古屋市中区 錦３－２４－１７　ＢＩＮＯ栄　１Ｆ ショッピング

うなぎ四代目菊川　栄店 名古屋市中区 錦３－２４－１７　ＢＩＮＯ栄　５Ｆ 飲食店

山本屋本店 栄店 名古屋市中区 錦３－２４－１７　日本生命栄町ビル　Ｂ１ 飲食店

au Style NAGOYA 名古屋市中区 錦３－２４－２０ ショッピング

アウトバックステーキハウス　名古屋栄店 名古屋市中区 錦３－２４－２４　錦３２４ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

酒菜おもてなし陣家 名古屋市中区 錦３－２４－２７　大野屋ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉愛彩 名古屋市中区 錦３－２４－２７　大野屋ビル３Ｆ 飲食店

安さ一番トップカメラ 名古屋市中区 錦３－２５－１２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Seeek1 名古屋市中区 錦３－２５－１２　ＡＹＡ栄ビル　５Ｆ サービス

なごや寿し 名古屋市中区 錦３－３－２４　第二桜ビル１Ｆ 飲食店

グープ　ステアーズ 名古屋市中区 錦３－３－２４　錦フラッシュビル　１Ｆ 飲食店

ADDICT 名古屋市中区 錦３－４－１３　第４３オーシャンビル９Ｆ サービス

CAFE de CRIE 桜通大津 名古屋市中区 錦３－４－１３　第四十三オーシャンビル　１
Ｆ 飲食店

マルコホール 名古屋市中区 錦３－４－１５　ヒグチビル　１Ｆ ショッピング

高級焼肉barTA・RA・SHI 名古屋市中区 錦３－４－２１　花金ビル　２Ｆ 飲食店

鮨処 いけだ 名古屋市中区 錦３－４－２６　Ｋ２ビル　１Ｆ 飲食店

銀杏 四川料理 名古屋市中区 錦３－４－２６　K２ビル２Ｆ 飲食店

Vivi栄店 名古屋市中区 錦３－４－２６　K２ビル６０２ サービス

wixy hair salon 名古屋市中区 錦３－５－１３　尾国ビル４Ｆ サービス

ブラッキーPersonal 名古屋栄店 名古屋市中区 錦３－６－１０　大丸ビル２Ｆ サービス

HARU 久屋店 名古屋市中区 錦３－６－１５　たての街ビル　２Ｆ 飲食店

ファームアンドレストランウェディング 名古屋市中区 錦３－６－１５　先名古屋テレビ塔　１Ｆ 飲食店

リリィ 名古屋市中区 錦３－６－１５　先名古屋テレビ塔　２Ｆ 飲食店

グリシーヌ　レストランウエディング 名古屋市中区 錦３－６－１５　先名古屋テレビ塔　４Ｆ 飲食店

base lab．テレビ塔店 名古屋市中区 錦３－６－１５先　名古屋テレビ塔　３Ｆ 飲食店

ハーブス 栄本店 名古屋市中区 錦３－６－１７　セントラルパークビル　２Ｆ 飲食店

ココマイスター 名古屋栄店 名古屋市中区 錦３－６－２９ ショッピング

旬魚　左阿弥 名古屋市中区 錦３－６－２９ 飲食店

リーデル名古屋店 名古屋市中区 錦３－６－２９　サウスハウス　１Ｆ ショッピング

MARU 名古屋市中区 錦３－７－２９　ＡＮＮＥＸＰＩＡ５ビル　１
Ｆ 飲食店

すし 寅”衛門 名古屋市中区 錦３－７－３０　PIA５ビル２Ｆ 飲食店

Boo 名古屋市中区 錦３－７－３１　シャイン錦２番館２Ｆ 飲食店

Rich錦店 名古屋市中区 錦３－７－５　シャインシグマ　１０２ ショッピング

錦ゆきざき 名古屋市中区 錦３－８－１　ＯＡＳＩＳ錦　１Ｆ ショッピング

リカーマウンテン錦三東店 名古屋市中区 錦３－８－１５　第二山清ビル ショッピング

串カツあらた 錦店 名古屋市中区 錦３－９－１　ＧＫクリスタルビル　１Ｆ 飲食店

GODDESS 名古屋市中区 錦３－９－１　シャインホワイト錦ビル１Ｆ 飲食店

ビストロアイ 名古屋市中区 錦３－９－１４　日東錦ビルＢ１Ｆ 飲食店

鮨はる孝 名古屋市中区 錦３－９－１５　サンロード錦ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉SEJONG 名古屋市中区 錦３－９－１７　ＧＫクリスタルビル　３Ｆ 飲食店

Barbaterrace 名古屋市中区 錦３－９－２４　ゴールド錦ビル　９Ｆ 飲食店

芳蘭亭 名古屋市中区 錦３－９－３０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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TENPURA 天さく 名古屋市中区 錦３－９－３２　EMINE.310ビル１Ｆ－Ｂ 飲食店

串三十六 名古屋市中区 錦３－９－３３　シャインアネックス　１Ｆ 飲食店

寿し絆 名古屋市中区 錦３－９－３４　第六グランビル　４Ｆ 飲食店

鮨功 名古屋市中区 錦３－９－５　ピボットＮＩＳＨＩＫＩ９０６
　２Ｆ　Ｆ 飲食店

美波 名古屋市中区 錦３丁目１２－２２　新錦ビルＢ１ 飲食店

すし処美月 名古屋市中区 錦３丁目１４−４　シャインα錦ビル１Ｆ 飲食店

ルブロカール 名古屋市中区 錦３丁目１８－６　山清ビルＢ１Ｆ 飲食店

an.an 名古屋市中区 錦３丁目２－２６パックス錦ビル７Ｆ 飲食店

炭火焼肉とさや錦店 名古屋市中区 錦３丁目２０－５　 飲食店

BLACKMARKET 名古屋市中区 門前町１－１３　シティコーポ門前　１０１ ショッピング

レオニダス 名古屋大須店 名古屋市中区 門前町１－６０　名古屋スポーツセンター　１
Ｆ 飲食店

マツオカ 一色店 名古屋市中川区 一色新町１－４１２－１８８１－２ ショッピング

カメリヤ 工場直売店 名古屋市中川区 万場４－５１０ 飲食店

COCO高畑店 名古屋市中川区 上高畑２－９１　ﾎﾜｲﾄｺｰﾄ９１　１Ｆ サービス

炭火焼肉まんぷく 名古屋市中川区 中島新町２－１６０８ 飲食店

レイフィールド中川中島店 名古屋市中川区 中島新町３－５０１－５ サービス

和食処 曽波平 名古屋市中川区 中花町２１－１ 飲食店

あみやき亭 高畑店 名古屋市中川区 中郷２－１０７ 飲食店

びっくりドンキー太平通店 名古屋市中川区 丸米町２－７６ 飲食店

珈琲屋らんぷ　中川二女子店 名古屋市中川区 二女子町５－３６ 飲食店

洋菓子フィレンツェかの里店 名古屋市中川区 供米田２－１１０６ 飲食店

炭焼ダイニング鳳 名古屋市中川区 供米田３丁目２０４　 飲食店

ほるたん屋 八幡本通店 名古屋市中川区 八幡本通２－５ 飲食店

台湾料理彩華 名古屋市中川区 八熊１－９－１４ 飲食店

焼肉 泰久館 名古屋市中川区 八熊３－１－２ 飲食店

ウシヒロ 八熊店 名古屋市中川区 八熊３－９０８ ショッピング

BIG　BERN 名古屋市中川区 八熊３丁目４－３　 サービス

美濃路 八熊通店 名古屋市中川区 八熊通６－７４ 飲食店

や台ずし 八田駅前町 名古屋市中川区 八田町１８１３　エトワール八田　１Ｆ 飲食店

かつや名古屋十番町 名古屋市中川区 十番町２－１２ 飲食店

RHONE　THE　HAIR 名古屋市中川区 南脇町１丁目３－３　 サービス

株式会社 イトム 名古屋市中川区 吉津４丁目７０４ ショッピング

食彩館ねぎぼーず本店 名古屋市中川区 大塩町１－２２ 飲食店

COLORS 名古屋市中川区 大畑町１丁目１３３　ベルハイム大畑１階 サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アストロプロダクツ 名古屋中川店 名古屋市中川区 太平通２－３５ ショッピング

からやま名古屋太平通 名古屋市中川区 太平通３－１１ 飲食店

藤一番 太平通店 名古屋市中川区 太平通５－１３ 飲食店

回転さかな屋寿司 魚忠 太平通店 名古屋市中川区 太平通７－８ 飲食店

ハローキッド太平通店 名古屋市中川区 好本町１－１ 飲食店

太平タイヤ 名古屋市中川区 富田町包里東亥寅新田１２２７－１ ショッピング

珈琲処徳右ヱ門 名古屋市中川区 富田町千音寺間渡里２８５０ 飲食店

尾頭橋すみや 名古屋市中川区 尾頭橋１－１－３５　シティコーポ尾頭橋１号
棟　２Ｆ 飲食店

や台ずし 尾頭橋町 名古屋市中川区 尾頭橋１－８－６ 飲食店

moga kitchen ぺこっぱっ 名古屋市中川区 尾頭橋２－２０－１７ 飲食店

マルホ　寿司 名古屋市中川区 尾頭橋３－１４－１７ 飲食店

不朽園 名古屋市中川区 尾頭橋３－４－８ 飲食店

すし幸 名古屋市中川区 山王３－１－２０ 飲食店

中国料理　相羽　山王店 名古屋市中川区 山王４－４－９ 飲食店

クラフト 中川店 名古屋市中川区 広川町１－１－２ ショッピング

珈琲元年中川本店 名古屋市中川区 広川町５－８ 飲食店

髪の家Shell 名古屋市中川区 広田町１－６ サービス

よつめ寿司 名古屋市中川区 愛知町２－３ 飲食店

エマ ピボット〔中川本店〕 名古屋市中川区 打中１－２３ サービス

美濃路 千音寺店 名古屋市中川区 新家１－５０５ 飲食店

あみやき亭 千音寺店 名古屋市中川区 新家２－１７０１ 飲食店

マツヤ千音寺 アズタウン店 名古屋市中川区 新家３－１１０６ ショッピング

にぎりの徳兵衛富田店 名古屋市中川区 春田３－２０ 飲食店

美容室 プークワ 名古屋市中川区 春田３－３９ サービス

安井洋品店 名古屋市中川区 昭和橋通２－６ ショッピング

アップガレージ 名古屋中川店 名古屋市中川区 昭和橋通３－３ ショッピング

セレクト タカミ 名古屋市中川区 昭和橋通５－３７　グレンパーク中島　１Ｆ　
Ａ サービス

POWDERHAIR 名古屋市中川区 昭和橋通６－４１－１ サービス

焼肉 大門 名古屋市中川区 服部５－３０４－２ 飲食店

鮮魚屋まっちゃん 名古屋市中川区 東春田２－４５ 飲食店

SCORPIO 名古屋市中川区 柳森町１８０７　第２山清ビル１０１ ショッピング

ナガヤ塗料株式会社 名古屋市中川区 柳瀬町１－１６－１ ショッピング

酒やビック中川店 名古屋市中川区 法華西町２－１７ ショッピング

STOREINFACTORY 名古屋市中川区 百船町５－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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あみやき亭 昭和橋店 名古屋市中川区 福川町５－１－１０ 飲食店

powderhair luminity 名古屋市中川区 篠原橋通３－３５ サービス

バーミキュラ レストラン 名古屋市中川区 舟戸町４　運河沿いバーミキュラビレッジダイ
ンエリア 飲食店

焼肉工房やきや本店 名古屋市中川区 草平町１－２５ 飲食店

パティスリープレール 名古屋市中川区 草平町１－７ 飲食店

チョコレートカフェクオレ 名古屋市中川区 荒子１－１１３ 飲食店

ベーカリーヴィンチ・パンドーロ 名古屋市中川区 荒子１－１１５－１ 飲食店

フィレンツェ 高畑本店 名古屋市中川区 荒子１－１９４ 飲食店

はんこ屋さん21 中川一号線店 名古屋市中川区 西中島１－１０１ ショッピング

あみやき亭 中川店 名古屋市中川区 西中島２－１０１ 飲食店

比呂紀寿司 名古屋市中川区 西中島２－５０６ 飲食店

有限会社バーストシティ 名古屋市中川区 西伏屋１丁目３０５ ショッピング

やき処じゅげむ 名古屋市中川区 西伏屋３－６０１ 飲食店

焼肉屋よざくら名駅南店 名古屋市中川区 西日置１－３－８ 飲食店

中国四川料理　錦城 名古屋市中川区 野田１－４４９ 飲食店

ワークショップナップ高畑店 名古屋市中川区 野田２－４１５ ショッピング

メガインディアンズ 名古屋市中川区 野田２－４４９ 飲食店

美容室 ザ・ブルーム 名古屋市中川区 露橋２－２３－１１ サービス

リカーマウンテン 高杉店 名古屋市中川区 高杉町１１９－１ ショッピング

タカミ 荒子店 名古屋市中川区 高畑１－１９１ サービス

mio pace hair 名古屋市中川区 高畑１－２１３　喜和ビル　１Ｆ サービス

和居酒屋 ちょいから 名古屋市中川区 高畑１－２４０　管渓ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉ビール 木山んトコ 名古屋市中川区 高畑１－７５ 飲食店

Picci 名古屋市中川区 高畑２－１５７ サービス

坪井健樹園 名古屋市中川区 高畑２－１９２ ショッピング

炭火焼肉 味来館 名古屋市中川区 高畑５－２５１ 飲食店

焼肉工房やきやはなれ 名古屋市中村区 並木１－３４６－１ 飲食店

qin 名古屋市中村区 並木２－２６２　フェニックス並木　１Ｆ サービス

焼肉炎musubi 名古屋市中村区 中村町７－３９－２　アロ－フィ－ルドビル　
１Ｆ 飲食店

風遊花すみれリリカル 名古屋市中村区 亀島１－１－１　新名古屋センタービル浮島街
　１３９－１４０ ショッピング

生鮮ひろばサンエース亀島店 名古屋市中村区 亀島２－１５－１９ ショッピング

YUSHIN 名古屋市中村区 井深町１５－１２ サービス

アミカ中村井深店 名古屋市中村区 井深町４－３５ ショッピング

焼肉白金 名古屋市中村区 則武１－１－１９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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天頂 名古屋市中村区 則武１－１４－２５ 飲食店

和和千 名古屋市中村区 則武１－１９－８ サービス

十勝精肉 名古屋市中村区 則武１－４－１　駅西ビル　１Ｆ 飲食店

わが家 名古屋市中村区 則武１－７－５ 飲食店

焼肉 牛わか 名古屋市中村区 則武１－９－２ 飲食店

焼肉食堂マルイ 名古屋市中村区 則武２－１４－９ 飲食店

あわび日本料理錦りゅう 名古屋市中村区 則武２－１８－３ 飲食店

魚忠 則武本通り店 名古屋市中村区 則武本通２－５２ 飲食店

味処　もちづき 名古屋市中村区 名楽町１－３５ 飲食店

Delica Kitchen 名古屋市中村区 名駅１－１－１ ショッピング

スパゲッティヨコイKITTE名古屋店 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＪＰタワーＫＩＴＴＥ名古屋
　Ｂ１Ｆ 飲食店

魚河岸酒場FUKU浜金KITTE名古屋店 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＪＰタワー内ＫＩＴＴＥ名古
屋 飲食店

日比谷花壇 KITTE名古屋店 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＪＰタワー名古屋　１Ｆ ショッピング

青柳総本家 KITTE名古屋店 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＪＰタワー名古屋　１Ｆ 飲食店

KITTE 名古屋中村屋 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＪＰタワー名古屋　１Ｆ ショッピング

ラメゾンジュヴォー KITTE名古屋店 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＪＰタワー名古屋　１Ｆ 飲食店

KITTE名古屋鶏だしおでんさもん 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＪＰタワー名古屋　Ｂ１Ｆ 飲食店

KITTE名古屋 CONNESSO 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＫＩＴＴＥＮａＧＯＹＡ　３
Ｆ 飲食店

Gottie’sBEEFKITTE名古屋 名古屋市中村区 名駅１－１－１　ＫＩＴＴＥ名古屋　Ｂ１Ｆ 飲食店

ハーブス名鉄名古屋店 名古屋市中村区 名駅１－２－１　名鉄百貨店本店（メンズ館）
　Ｂ１Ｆ 飲食店

想吃担担面　名駅地下店 名古屋市中村区 名駅１－２－４　名鉄百貨店メンズ館　Ｂ１Ｆ 飲食店

はんこ屋さん21名駅店 名古屋市中村区 名駅２－２８－３　第一ＯＡビル　１Ｆ ショッピング

Aman D’or 名古屋市中村区 名駅２－３６－１０　松岡第二ビル　１Ｆ サービス

相席屋 名駅東口店 名古屋市中村区 名駅２－３７－１３　ＭＹビル　１Ｆ 飲食店

鮨いし黒 名古屋市中村区 名駅２－４０－１１　１Ｆ 飲食店

SAIhairgarden 名古屋市中村区 名駅２－４１－３　サンエスケービル　４Ａ サービス

Aguhairlana名駅 名古屋市中村区 名駅２－４２－１２　Ｐｌｕｍｅｒｉａ名駅２
丁目　４Ｆ サービス

炭火焼肉一徳名駅店 名古屋市中村区 名駅２－４２－３　アサノビル２Ｆ 飲食店

LOREN＋ 名古屋市中村区 名駅２－４２－５　豊島ビル　２Ｆ サービス

ナトゥーラ名駅店 名古屋市中村区 名駅２－４５－１０　名駅川島ビル　３Ｆ サービス

via Nagoya駅前1号店 名古屋市中村区 名駅２－４５－１０　川島ビル　６Ｆ サービス

ASCH 名駅店 名古屋市中村区 名駅２－４５－１９　桑山ビル　１Ｆ サービス

プロピア名古屋 名古屋市中村区 名駅２－４５－７　松岡ビル４Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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和DININGあらた はなれ 名古屋市中村区 名駅３－１１－１３　レジデンス鈴木　１Ｆ エンターテイメン
ト

とっとき 名古屋市中村区 名駅３－１１－１４　Ｄ＆Ｍビル　１Ｆ 飲食店

焼き鳥 ポロ助 名古屋市中村区 名駅３－１１－１４　Ｄ＆Ｍビル　２Ｆ－２０
２ 飲食店

×8 HAIR＆WELLNESS 名古屋市中村区 名駅３－１２－１４　今井ビル　１・２Ｆ サービス

マイアンジェリ－ク名古屋駅前店 名古屋市中村区 名駅３－１３－２８　名駅セブンスタ－ビル　
１１０８ サービス

cinq luxeアイラッシュサロン名駅 名古屋市中村区 名駅３－１３－２８　名駅セブンスタービル１
Ｆ サービス

GemGarden 名古屋市中村区 名駅３－１３－３１　名駅モリシタビル　２０
１ サービス

両口屋是清 駅地下店 名古屋市中村区 名駅３－１４－１５ 飲食店

ベルズカフェ　メイチカ店 名古屋市中村区 名駅３－１４－１５ 飲食店

カトレヤ 名古屋市中村区 名駅３－１４－１５先 ショッピング

骨付きステーキらんたん 名古屋市中村区 名駅３－１４－６　ＣＯＬＬＥＣＴＭＡＲＫ　
４Ｆ 飲食店

Luexe 名古屋市中村区 名駅３－１６－１２ サービス

BASSLINE 名古屋市中村区 名駅３－１６－１５ 飲食店

やきとり家すみれ 名駅三丁目店 名古屋市中村区 名駅３－１７－１８ 飲食店

銑 名古屋市中村区 名駅３－１７－２４ 飲食店

焼き鳥きんざん名駅三丁目店 名古屋市中村区 名駅３－１８－２１　セカンドＫＨビル　４Ｆ 飲食店

Bar　de　PePe 名古屋市中村区 名駅３－１８－２１　路地南入る 飲食店

Lond damaskRose 名古屋市中村区 名駅３－１８－２２　Ｎ．Ｓｏｌｅｉｌ　３Ｆ サービス

名駅WINE 明智商店 名古屋市中村区 名駅３－１８－５　モンマ－トビル　１Ｆ 飲食店

豚道名駅店 名古屋市中村区 名駅３－２－４ 飲食店

COCKNEY HAIR＆BEAUTY 名古屋市中村区 名駅３－２０－２０　名駅錦ビル１Ｆ サービス

炭あぶり 撫酣人 名古屋市中村区 名駅３－２１－４　名銀駅前ビル　Ｂ１ 飲食店

eye collection 名古屋店 名古屋市中村区 名駅３－２２－４　名駅前ビル　２Ｆ　（プリ
エ内） サービス

kewhair 名古屋市中村区 名駅３－２２－４　名駅前みどりビル　２Ｆ サービス

Aguhairelle名駅 名古屋市中村区 名駅３－２２－４　名駅前みどりビル　４Ｆ サービス

オンリー 名古屋駅前店 名古屋市中村区 名駅３－２２－８　大東海ビル ショッピング

ガレリアエレガンテ名駅店 名古屋市中村区 名駅３－２２－８　大東海ビル　１Ｆ サービス

PRECIOUSHAIR名駅 名古屋市中村区 名駅３－２３－２　第三千福ビル　２Ｆ サービス

EyeELSAlash 名古屋市中村区 名駅３－２３－６　第二千福ビル　９Ｆ サービス

ネイルサロンcuracao 名古屋市中村区 名駅３－２４－８　三立ビル　４Ｆ サービス

眞 名古屋市中村区 名駅３－２５－９　堀内ビルディング　Ｂ１Ｆ 飲食店

山本屋本店 名古屋駅前店 名古屋市中村区 名駅３－２５－９　第一堀内ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

AUBEhairfleur名古屋店 名古屋市中村区 名駅３－２６－１９　名駅永田ビル　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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e・m・a ASSORT 名古屋市中村区 名駅３－２６－２１　ＴＯＭＩビル　３Ｆ サービス

Aust hair Zeal 名古屋市中村区 名駅３－２６－２１　ＴＯＭＩビル　７Ｆ サービス

elirs 名古屋市中村区 名駅３－２６－２１　シンカトリビル２Ｆ サービス

磯丸水産　名駅三丁目店 名古屋市中村区 名駅３－２６－５ 飲食店

小肥羊 名古屋駅前店 名古屋市中村区 名駅３－２６－６　THIRD KH BLDG７Ｆ－Ｂ 飲食店

うな和　名駅 名古屋市中村区 名駅３－２６－６　ＴｈｉｒｄＫＨＢＬＤＧ　
１Ｆ 飲食店

中国料理 王宮 名古屋市中村区 名駅３－２６－６　サードＫＨビル　１・２Ｆ 飲食店

GINZAグローバルスタイル大名古屋ビル 名古屋市中村区 名駅３－２８－１２　大名古屋ビルヂング　２
Ｆ ショッピング

BIS－TRIAgatsby 名古屋市中村区 名駅３－８－１３ 飲食店

シルクロード名駅店 名古屋市中村区 名駅３－８－１３　ファーストＫＨビル　１Ｆ 飲食店

ホルモンショウヤ 名古屋市中村区 名駅３－８－１４ 飲食店

さかなやま 名駅本店 名古屋市中村区 名駅３－８－１６ 飲食店

OCTET NAGOYA 名古屋市中村区 名駅３－８－６ ショッピング

ULTRA SEOUL 名古屋市中村区 名駅３－９－２４ 飲食店

モダン和食　KABTO 名古屋市中村区 名駅３丁目１８－２０　 飲食店

八丁ぼり　名駅3丁目店 名古屋市中村区 名駅３丁目１８－２２　 飲食店

守禮門　名駅店 名古屋市中村区 名駅３丁目２６－２７　 飲食店

リュドール 名古屋市中村区 名駅４－１－３　クリスタルＭＡビル　３Ｆ サービス

RueD’orビューティー 名古屋市中村区 名駅４－１－３　クリスタルＭＡビル　３Ｆ サービス

焼肉工房やきや名駅店 名古屋市中村区 名駅４－１０－２０　コムテックタワーＢ１Ｆ 飲食店

ZenZero　名駅店 名古屋市中村区 名駅４－１０－２２　琥珀ビル　２Ｆ 飲食店

ヘアロジー アヴェダ 名古屋市中村区 名駅４－１０－２５　名駅ＩＭＡＩビル　２Ｆ サービス

hair LOGiA nico 名古屋市中村区 名駅４－１３－５　トラスト名駅　４Ｆ サービス

Dityca名駅店 名古屋市中村区 名駅４－１３－６ サービス

磯丸水産　名駅柳橋店 名古屋市中村区 名駅４－１４－１０　柳橋ｆｏｏｄｍａｒｋｅ
ｔ　１Ｆ 飲食店

焼肉二郎 柳橋 名古屋市中村区 名駅４－１４－１０　柳橋ＦｏｏｄＭａｒｋｅ
ｔ　３Ｆ 飲食店

魚柳 名古屋市中村区 名駅４－１５－１５　名古屋総合市場３０ 飲食店

肉の三河屋丸中店 名古屋市中村区 名駅４－１５－２　マルナカセンタービル　１
Ｆ ショッピング

鮮 名古屋市中村区 名駅４－１５－２　マルナカ食品センタ　１Ｆ 飲食店

株式会社 折兼 中央市場店 名古屋市中村区 名駅４－１５－２　中央市場総合食品センター
内 ショッピング

鮨かど 名古屋市中村区 名駅４－１５－２２　六連鯛ビル　１Ｆ 飲食店

串 ポロ衛門 名古屋市中村区 名駅４－１５－２６ 飲食店

焼肉わにく 名古屋市中村区 名駅４－１６－１７　ロンシャンビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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岡田屋 名古屋市中村区 名駅４－１６－１９ ショッピング

トキワ寿司 名古屋市中村区 名駅４－１６－２３　第２丸中食品センタービ
ル 飲食店

柳橋きたろう 名古屋市中村区 名駅４－１６－２３　第二丸中センタービル　
１Ｆ 飲食店

Odetteria Diana 名古屋市中村区 名駅４－１６－３４　第二赤林ビル　１Ｆ 飲食店

CARIOCA 名古屋市中村区 名駅４－１７－１８　茗荷ビル２Ｆ 飲食店

中華割烹 わらじん 名古屋市中村区 名駅４－１８－１３ 飲食店

名駅SILVA 名古屋市中村区 名駅４－１８－１５ 飲食店

とりとり亭名駅東店 名古屋市中村区 名駅４－２－１３ 飲食店

Vivi名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２－９　クリスタルビル９・１０Ｆ サービス

Aust hair Central 名古屋市中村区 名駅４－２－９　名駅クリスタルビル　４Ｆ サービス

丸八寿司 駅前店 名古屋市中村区 名駅４－２１－５　第二名古屋綜合市場　２Ｆ 飲食店

夜茶場寿司 名古屋市中村区 名駅４－２１－９　魚石ビル　２Ｆ 飲食店

かつや名古屋名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２２－１７　中央ビル　１Ｆ 飲食店

立ち食い寿司 極 名古屋市中村区 名駅４－２２－８　名駅横丁ビル 飲食店

串カツあらた名駅南店 名古屋市中村区 名駅４－２４－１１　ＮｅｗＡＧタワー２ 飲食店

プティットスリールアイラッシュ名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２４－１２　グローバビル　４Ｆ サービス

ふらり寿司　名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２４－８　ＥＭＥビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ソウルテーブル名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２４－８　いちご名古屋ビル　Ｂ１ 飲食店

來杏 Chinese Restaurant 名古屋市中村区 名駅４－２４－８　いちご名古屋ビルＢ１Ｆ 飲食店

RAISE 名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２５－１　石田ビル　９Ｆ サービス

Aguhairsweet名駅 名古屋市中村区 名駅４－２５－２１　石田ビル　４Ｆ サービス

Aguhairterrace2名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２５－２１　石田ビル　７Ｆ サービス

Rikyu名駅広小路店 名古屋市中村区 名駅４－２６－１２　ＤＫ名駅笹島ビル　１Ｆ 飲食店

四季茸 名駅笹島店 名古屋市中村区 名駅４－２６－１２　ＤＫ名駅笹島ビル　３Ｆ 飲食店

樞　名駅店 名古屋市中村区 名駅４－３－１１ 飲食店

スペイン食堂BARDECO 名古屋市中村区 名駅４－３－１６　山本ビル　１Ｆ 飲食店

トキワ寿司はなれ 名古屋市中村区 名駅４－３－１７　小野ビル　１Ｆ 飲食店

まるは食堂チカマチラウンジ店 名古屋市中村区 名駅４－４－１０　クロスタワー　Ｂ１Ｆ 飲食店

’AXIS NAGOYA 名古屋市中村区 名駅４－４－１０　名古屋クロスコートタワー
　２Ｆ－５ サービス

ビアバル　マ・メゾン 名古屋市中村区 名駅４－４－１０　名古屋クロスコートタワー
　Ｂ１Ｆ 飲食店

和食　竜むら 名古屋市中村区 名駅４－４－１０　名古屋クロスコートタワー
　Ｂ１Ｆ 飲食店

天ぷら酒場NAKASHO 名古屋市中村区 名駅４－４－１０　名古屋クロスコートタワー
Ｂ１Ｆ 飲食店

板バ酒バ魚 名古屋市中村区 名駅４－４－１０　名古屋クロスコートタワー
Ｂ１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かに家　名古屋店 名古屋市中村区 名駅４－４－１６ 飲食店

TABOO．K 名古屋市中村区 名駅４－４－１８　泰生ビル　４Ｆ サービス

焼き鳥きんざん名駅四丁目店 名古屋市中村区 名駅４－４－１８　泰生ビル　５Ｆ 飲食店

ささら庭 名古屋市中村区 名駅４－４－１８　泰生ビル　６Ｆ 飲食店

TEPPAN　ITALIAN　GAINA 名古屋市中村区 名駅４－４－３１　マルケイ観光ビル　２Ｆ 飲食店

ストロベリープリン 名古屋市中村区 名駅４－４－３１　マルケイ観光ビル地下通路 飲食店

和牛焼肉じろうや 介 名古屋市中村区 名駅４－５－１５　コスモスイ－スト　３Ｆ 飲食店

きれいdeチュッ！ 名古屋市中村区 名駅４－５－２６ サービス

e．ll collection 名古屋市中村区 名駅４－５－２８　近鉄新名古屋ビル　Ｂ１Ｆ サービス

IWAI NAGOYA 名古屋市中村区 名駅４－６－１７　名古屋ビルディング　Ｂ１ サービス

ヴェリテクリニック 名古屋院 名古屋市中村区 名駅４－６－２３　第三堀内ビル　１１Ｆ サービス

ブシュロン名古屋ミッドランドスクエア 名古屋市中村区 名駅４－７－１　ミッドランドスクエア ショッピング

三陽山長 ミッドランド スクエア店 名古屋市中村区 名駅４－７－１　ミッドランドスクエア　３Ｆ ショッピング

文化洋食店　nouveau 名古屋市中村区 名駅４－７－１　ミッドランドスクエア　４F 飲食店

ROASTER 名古屋市中村区 名駅４－７－１　ミッドランドスクエア　４F 飲食店

ラスール　オーバカナル 名古屋市中村区 名駅４－７－１　ミッドランドスクエア　Ｂ１
Ｆ 飲食店

ベーカリー＆レストラン　沢村 名古屋市中村区 名駅４－７－１　ミッドランドスクエア　Ｂ１
Ｆ 飲食店

ダイヤモンドカメラ シュシュ メイチカ店 名古屋市中村区 名駅４－７－１３先　地下鉄名駅地下街 ショッピング

アントステラ 名古屋サンロード店 名古屋市中村区 名駅４－７－２５　サンロード内 飲食店

糸重サンロード婦人センター店 名古屋市中村区 名駅４－７－２５　ナゴヤチカガイ ショッピング

妙香園 サンロード店 名古屋市中村区 名駅４－７－２５　ナゴヤチカガイ ショッピング

靴下屋 サンロード店 名古屋市中村区 名駅４－７－２５　ナゴヤ地下街 ショッピング

ヤングシュー店 名古屋市中村区 名駅４－７－２５　ナゴヤ地下街サンロード ショッピング

ブリックハウス 名古屋サンロード 名古屋市中村区 名駅４－７－２５先　名駅地下街サンロード ショッピング

中国飯店　麗穂 名古屋市中村区 名駅４－７ー１　ミッドランドスクエア　４１F 飲食店

厳鮮料理　嘉文　センチュリー豊田ビル店 名古屋市中村区 名駅４－９－８　センチュリー豊田ビル　Ｂ１ 飲食店

ビストロ　イナシュヴェ 名古屋市中村区 名駅４丁目７－１　ミッドランドスクエア商業
－４Ｆ 飲食店

奥だや名古屋名駅店 名古屋市中村区 名駅５－１０－７ 飲食店

炭火焼肉煖 名駅店 名古屋市中村区 名駅５－１５－９ 飲食店

焼肉ホルモンせいご 名古屋市中村区 名駅５－１６－１７　花車ビル南館　１Ｆ 飲食店

FARO花楼 名古屋市中村区 名駅５－１８－６　アミックＭＫビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉とさや名駅店 名古屋市中村区 名駅５－２３－３ 飲食店

YUJIN’S KITCEN 納屋橋店 名古屋市中村区 名駅５－２４－１　納屋橋ＣＵＢＥＳ壱番館　
１Ｆ 飲食店

お好み焼道場八代納屋橋店 名古屋市中村区 名駅５－２４－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

44 / 129

[愛知県愛知県]



やきとり龍星 名古屋市中村区 名駅５－２４－５　納屋橋ＣＵＢＥＳ３番館　
２Ｆ 飲食店

鉄板ダイニング 藤彩 名古屋市中村区 名駅５－２５－１２ 飲食店

mijas 名古屋市中村区 名駅５－２５－１７ サービス

近江屋熟成鶏十八番 錦橋店 名古屋市中村区 名駅５－２５－３　湯浅ビル　１Ｆ 飲食店

美濃路 名駅店 名古屋市中村区 名駅５－３－１ 飲食店

ポロとワイン 名古屋市中村区 名駅５－３－８　旭ビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥すずめ横丁 名古屋市中村区 名駅５－３８－８ 飲食店

クアトロ 名古屋市中村区 名駅５－４－１４　花車ビル北館　２Ｆ 飲食店

株式会社高山額椽店 名古屋市中村区 名駅南１－１－１７ ショッピング

炭火焼肉flower 名古屋市中村区 名駅南１－１３－１０ 飲食店

板前料理尾州 名古屋市中村区 名駅南１－１６－１０ 飲食店

韓国料理・焼肉 ソウルタイガー 名古屋市中村区 名駅南１－１６－１７　松岡ビル 飲食店

焼肉匠満炎 名古屋市中村区 名駅南１－１７－２ 飲食店

豆家別邸 鶏とおとうふ 福福 名古屋市中村区 名駅南１－１９－１３　ＡＥビル　２・３Ｆ 飲食店

ステーキハウスインディアンズ名駅南店 名古屋市中村区 名駅南１－２－１３ 飲食店

向月笹島 名古屋市中村区 名駅南１－２３－２８　笹安ビル　１Ｆ 飲食店

M．wish名古屋駅前店 名古屋市中村区 名駅南１－２５－２　レジャック　３Ｆ サービス

自遊空間名駅店〔サインレス〕 名古屋市中村区 名駅南１－２５－２　名鉄レジャックビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

焼肉大松屋納屋橋 名古屋市中村区 名駅南１－３－１６ 飲食店

ステーキハウススエ 名古屋市中村区 名駅南１－８－１８ 飲食店

中国料理 千龍 別館 名古屋市中村区 太閤１－１－１７　水谷ビル　１Ｆ 飲食店

中国料理 千龍 本店 名古屋市中村区 太閤１－５－２６　安田第四ビルフローレス名
駅　１Ｆ 飲食店

hang out 名古屋市中村区 太閤４－１２－１４ 飲食店

山本屋本店 大門本店 名古屋市中村区 太閤通６－５ 飲食店

はんこ屋さん21 中村公園店 名古屋市中村区 太閤通８－３８－１ ショッピング

エヌドファイブ 名古屋市中村区 岩塚本通１丁目４７番地　クレストハイツ岩塚
　１Ｆ サービス

美濃路 岩塚店 名古屋市中村区 岩塚本通２丁目８－２ 飲食店

肉匠坂井 岩塚店 名古屋市中村区 岩塚本通４－３ 飲食店

びっくりドンキー岩塚本通店 名古屋市中村区 岩塚本通４丁目７ 飲食店

炭火焼肉 一徳 岩塚店 名古屋市中村区 岩塚町林高寺東５６－１ 飲食店

びっくりドンキーささしま愛大前店 名古屋市中村区 平池町４－６０－１４ 飲食店

鉄板創作DININGDonGDon 名古屋市中村区 日吉町１２　メゾン日吉１Ｆ 飲食店

ジャドール 名古屋市中村区 本陣通３－５３－１　サウスバレー　１Ｆ サービス

あみやき亭 本陣通店 名古屋市中村区 本陣通５－１１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや 名古屋本陣通 名古屋市中村区 本陣通６－３５－１ 飲食店

豊味韓 名駅店 名古屋市中村区 椿町１０－２１　サン名駅椿ビル　３Ｆ 飲食店

イリオスPersonal名駅WEST店 名古屋市中村区 椿町１４－１２　セントラルWESTビル２Ｆ サービス

鶏℃名古屋駅前店 名古屋市中村区 椿町１４－６　ＴＲＵＮＫ椿町　３Ｆ 飲食店

居酒屋 鶴八 新幹線駅前店 名古屋市中村区 椿町１５－５ 飲食店

みつえもん　名駅太閣口店 名古屋市中村区 椿町１５－７　第２鶴八太閤ビル　１Ｆ 飲食店

本まぐろと名古屋飯 花かるた 名古屋市中村区 椿町１６－２２ 飲食店

DINING＆BAR マイペンライ 名駅店 名古屋市中村区 椿町１６－２２　花かるたビル４Ｆ 飲食店

EyelashSalonLULU 名古屋市中村区 椿町１６－７　カジヤマBL４Ｆ サービス

TEPPANDINING集名駅店 名古屋市中村区 椿町２－３　名駅Ｔ－ＷＥＳＴビル　４Ｆ 飲食店

焼肉ホルモンせいご名駅西口店 名古屋市中村区 椿町２－３　名駅T-WESTビル２Ｆ 飲食店

ホビーステーション 名駅店 名古屋市中村区 椿町２０－１２ ショッピング

晴れる屋 名古屋店 名古屋市中村区 椿町２１－５　桜木ビル　４Ｆ ショッピング

ナリタ 本店 名古屋市中村区 椿町７－１５ ショッピング

ペッパーランチ名古屋駅西店 名古屋市中村区 椿町７－１７ 飲食店

COCO名駅店ネイル 名古屋市中村区 椿町８－１５　福屋ビル２Ｆ サービス

modimo．名古屋駅前店 名古屋市中村区 椿町８－３　丸一駅西ビル　１０Ｆ サービス

風来坊　名駅新幹線口店 名古屋市中村区 椿町９－１９ 飲食店

あみやき亭 名駅西店 名古屋市中村区 椿町９－４ 飲食店

やきとり大吉 近鉄かすもり駅前店 名古屋市中村区 烏森町１－１１０－１ 飲食店

near 名古屋市中村区 烏森町４－１４　名幸マンション　１Ｆ　店舗 サービス

スペース ブリル 名古屋市中村区 烏森町４－９ サービス

ワークマート 中村岩塚店 名古屋市中村区 烏森町５－６４ ショッピング

焼肉うまい亭 名古屋市中村区 畑江通３－８　ハートランド１Ｆ 飲食店

あみやき亭 畑江通店 名古屋市中村区 畑江通５－４－１ 飲食店

8番らーめん 岩 店 名古屋市中村区 畑江通９－３７－１ 飲食店

巻き爪矯正名古屋センタ－ 名古屋市中村区 砂田町１丁目１６－２　 サービス

マツオカ 中村店 名古屋市中村区 稲上町３－１１ ショッピング

リカーマウンテン稲葉地店 名古屋市中村区 稲葉地町１－７８ ショッピング

風琴 名古屋市中村区 竹橋町１６－１７　風琴 飲食店

小ざくらや一清 名古屋市中村区 草薙町１－８９ 飲食店

味波　豊国店 名古屋市中村区 豊国通２－１１－１ 飲食店

洋菓子フィレンツェ岩 店 名古屋市中村区 豊国通６－４５ 飲食店

鴨金 名古屋市中村区 賑町９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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キッチントキワ 名古屋市中村区 道下町５丁目４　 飲食店

とんかつオゼキ 鈍池店 名古屋市中村区 鈍池町３－６ 飲食店

ほるたん屋長筬店 名古屋市中村区 長筬町５－４７ 飲食店

酒やビック中村店 名古屋市中村区 鳥居西通１－１９ ショッピング

Angelica 名古屋市中村区 鳥居西通１－３０ サービス

Kenari 名古屋市中村区 鳥居通３－２７ 飲食店

CECILIAN　GRACY 名古屋市中村区 鳥居通４丁目４７　第５伊藤ビル１Ｆ サービス

BAKERYつむじ風 名古屋市中村区 鴨付町１－４４　栄ビル　１Ｆ　１Ａ ショッピング

ぼてこ上飯田店 名古屋市北区 上飯田南町１－３４－２ 飲食店

志ら玉 名古屋市北区 上飯田西町２－３６ 飲食店

Lycka上飯田 名古屋市北区 上飯田通１－８　ＭＨビル　１Ｆ サービス

オンセンド 上飯田店 名古屋市北区 上飯田通２－４０　名鉄上飯田ビル　２Ｆ ショッピング

シェ・チョココ中丸本店 名古屋市北区 中丸町３－１５－２ 飲食店

リリ－美容室 名古屋市北区 中切町３丁目１－１　 サービス

焼肉の出芽金 名古屋市北区 中味鋺３－８１１ 飲食店

朝日屋 名古屋市北区 丸新町１０９ 飲食店

びっくりドンキー豊山店 名古屋市北区 会所町７４－１ 飲食店

あられの匠 白木 本店 名古屋市北区 元志賀町１－５７ 飲食店

R.contiNew 名古屋市北区 光音寺町野方１９０７－２５８ サービス

プラスリビング 北店 名古屋市北区 六が池町５３０ ショッピング

お菓子の国はやし屋総本店 名古屋市北区 喜惣治１－２５８ 飲食店

焼肉とんがらし 名古屋市北区 城東町６－１４６－１ 飲食店

デジクラブ 名古屋市北区 大曽根３－１０－１６　ライオンビル大曽根　
２Ｆ 飲食店

アストラール大曽根 名古屋市北区 大曽根３－１２－３２　オズガーデン内 サービス

おおぞね鮨 名古屋市北区 大曽根３－１３－１７ 飲食店

牛神 大曽根店 名古屋市北区 大曽根３－７－１３ 飲食店

belle vie 名古屋市北区 大曽根４－１９－２５ サービス

favore 名古屋市北区 大杉１－１－７ 飲食店

サカナファクトリ－ 名古屋市北区 大杉１－１－８　ＳＡＫＵＭＡＣＨＩ　商店街 飲食店

さかなや とと源 大杉店 名古屋市北区 大杉町３－４７ ショッピング

Hair Salon I’s 名古屋市北区 如意１－１１　メゾンベル１Ｆ サービス

ピザハット楠店 名古屋市北区 如意２－１０２　キャピタルシティ苗田　１Ｆ ショッピング

ほるたん屋 如意店 名古屋市北区 如意２－１５０ 飲食店

パ－マハウスリリ－ 名古屋市北区 如来町９０－１　 サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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VOGUE大曽根店 名古屋市北区 山田１－４－２６　カーディナル真野ビル　１
Ｆ サービス

焼き鳥きんざん大曽根店 名古屋市北区 山田１－４－４６　３・４Ｆ 飲食店

カドヤ 名古屋店 名古屋市北区 山田２－３－３２ ショッピング

まるや大曽根店 名古屋市北区 山田町４－６６－８ 飲食店

アミカ大曽根店 名古屋市北区 平安１－１－３３ ショッピング

ボワット・ブランシュ 名古屋市北区 平安１丁目１－５１　ＳＩＧＮ．ＢＬＤ１Ｆ 飲食店

Flap 名古屋市北区 平安２－１２－１９ サービス

あみやき亭 平安通店 名古屋市北区 平安２－１４－３９ 飲食店

SPLASH 名古屋市北区 御成通２－１８ サービス

金城堂 名古屋市北区 志賀南通１－１７ ショッピング

卸や肉八 黒川店 名古屋市北区 志賀南通１－１７ 飲食店

KurokawaSalon 名古屋市北区 志賀南通２－２－２　ツインビー黒川ビル　１
Ｆ 飲食店

Ri’s eyelash 名古屋市北区 志賀町５－４－１ サービス

アルーアヘアーサロン 名古屋市北区 敷島町９５ サービス

焼肉きんぐ 豊山店 名古屋市北区 新沼町１０５－１ 飲食店

letterbynovel 名古屋市北区 柳原１－１７－９　サンピアオカヤス　１Ｆ サービス

美濃路 柳原通店 名古屋市北区 柳原３－６０１ 飲食店

らくだ書店 城北店 名古屋市北区 水草町１－６０ ショッピング

いぶし串銀坊 名古屋市北区 清水２－４－６　清水ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉勢太 名古屋市北区 清水３－１１－１９ 飲食店

焼旨肉家 みやび 名古屋市北区 清水５－２３－２２ 飲食店

八久茂寿司 名古屋市北区 田幡２－１１－７ 飲食店

黒川ホルモン 名古屋市北区 田幡２－１３－１５ 飲食店

焼肉 牛炭 名古屋市北区 田幡２－１３－２３ 飲食店

贅食家 千壽 名古屋市北区 田幡２－１３－２８－１ 飲食店

ひょっとこさん 名古屋市北区 田幡２－１３－３６ 飲食店

魚鉄 云云 名古屋市北区 神明町５５ 飲食店

高倉町珈琲名古屋北店 名古屋市北区 稚児宮通２－４０ 飲食店

イナファー 名古屋市北区 若鶴町２４１ ショッピング

Avant 名古屋市北区 若鶴町３０５ サービス

再良市場 名古屋北店 名古屋市北区 落合町１７６ ショッピング

中国料理 海海 名古屋市北区 西味鋺３－１０２ 飲食店

焼肉牛縁 名古屋市北区 西志賀町１－１０７－２ 飲食店

ほるたん屋 辻本通店 名古屋市北区 辻本通２－２３－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ウブリア－コ 名古屋市北区 金城３丁目１０－１９　スバルハイツ１Ｆ 飲食店

とんかつ知多家金城店 名古屋市北区 金城４－２－１ 飲食店

hair&eyelash Truth 名古屋市北区 金城町２－３７ サービス

KOLN 名古屋市北区 長喜町１－１３ ショッピング

かわちどん黒川本家〔小売店〕 名古屋市北区 黒川本通４－４５ ショッピング

覚王山カフェ Ji．Coo． 名古屋市千種区 丘上町１－３９　覚王山フランテ　２Ｆ 飲食店

美容室LOOSE 名古屋市千種区 丘上町１－３９　覚王山フランテ内 サービス

kokokaraHairhoshigao 名古屋市千種区 井上町１１３　星ケ丘中央ビル　１Ｆ サービス

レイフィールド星ヶ丘店 名古屋市千種区 井上町１１７　井上協栄ビル　１・２Ｆ サービス

インドレストランスパイスハウス 名古屋市千種区 井上町４３ー２ 飲食店

松福 星ヶ丘店 名古屋市千種区 井上町５１－３ 飲食店

commune 名古屋市千種区 井上町５３　鈴木ビル　１Ｆ　北室 サービス

moikka 名古屋市千種区 井上町７２－１　星が丘ＮＯ．２ビル　３Ｆ サービス

ジュエルヤマグチ 名古屋市千種区 京命１－１０－３ ショッピング

中国料理　ピカイチ 名古屋市千種区 今池１－１４－５ 飲食店

HAIR SPREAD 名古屋市千種区 今池１－１８－３０　びい１千種ビル　１Ｆ サービス

パスタ ピッコラ 名古屋市千種区 今池１－２－１０ 飲食店

煙力 千種駅前店 名古屋市千種区 今池１－２－２　ﾒｶﾞﾊﾞｯｸｽ千種駅前ﾋﾞﾙ 飲食店

藤一番 千種店 名古屋市千種区 今池１－２－５ 飲食店

ステーキハウスインディアンズ千種店 名古屋市千種区 今池１－４－６ 飲食店

焼肉さわぎ今池店 名古屋市千種区 今池１－６－１２ 飲食店

ビサージ・セントラル 名古屋市千種区 今池１－６－７　サンパワービル　１Ｆ サービス

うなぎしら河 今池店 名古屋市千種区 今池１－８－８　今池ガスビル 飲食店

サンモリッツ千種今池店 名古屋市千種区 今池１－８－８　今池ガスビル　２Ｆ 飲食店

レストランバースワンプ 名古屋市千種区 今池１丁目 １３－３ウエストカスタムビル２階 飲食店

あみやき亭 千種店 名古屋市千種区 今池２－１－３４ 飲食店

天しゃり 名古屋市千種区 今池３－４－１　佐野ビル 飲食店

かに将軍　今池店 名古屋市千種区 今池３－４－１２ 飲食店

博多　本店 名古屋市千種区 今池３－４－４ 飲食店

ことわりをはかるみせ ばんどう 名古屋市千種区 今池４－１－１４　フカミビル　１Ａ 飲食店

すし旬　今池店 名古屋市千種区 今池４－１３－１０　石井ビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairjam千種今池 名古屋市千種区 今池５－１２－１２　ＡＲＣＵＳ今池　２Ｆ サービス

焼き鳥きんざん今池店 名古屋市千種区 今池５－１２－７ 飲食店

a．r 名古屋市千種区 今池５－１６－２８　ｻﾝﾊﾟｰｸ今池２　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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串焼き野菜巻き工房ひょーげもん 名古屋市千種区 今池５－２－６　今池センタービル　１Ｆ　Ｂ
ＣＤ 飲食店

磯丸水産　今池店 名古屋市千種区 今池５－３－３ 飲食店

フォルムアイ 名古屋店 名古屋市千種区 今池５－３１－８ ショッピング

WINE IMPORTER INABA 名古屋市千種区 今池５－９－１２ ショッピング

盛香倫食府今池店 名古屋市千種区 今池５丁目２－４　丸大ビル１Ｆ 飲食店

とんがり亭 名古屋市千種区 今池５丁目３－６　サンパ－ク今池ビル１Ｆ 飲食店

カヴィスト 名古屋市千種区 今池５丁目３０－４　桜ビル１階Ｄ ショッピング

韓味屋 名古屋市千種区 今池５丁目６－１２　福繁屋ビル１Ｆ 飲食店

あさひ寿し 名古屋市千種区 今池南３０－２０ 飲食店

ボンドール本店 名古屋市千種区 今池南３１－１８ 飲食店

池下ホルモンセンター 名古屋市千種区 仲田２－１３－１８　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ池下１Ｆ 飲食店

伊山靴修理店 名古屋市千種区 仲田２－１７－８ ショッピング

百寧 名古屋市千種区 仲田２－８－６　ＮＡＫＡＴＡビル　１Ｆ 飲食店

梅廣 名古屋市千種区 内山１－１－１ 飲食店

焼肉 焚火 名古屋市千種区 内山１－１６－１２　桜井ビル１Ｆ 飲食店

noie 名古屋市千種区 内山１－１７－７　カーサ桜１Ｆ サービス

川富 名古屋市千種区 内山１－２０－２２ 飲食店

MAHOROBA 名古屋市千種区 内山２－１５－２５　今池愛銀コ－ポ　１０２ サービス

リカーマウンテン今池店 名古屋市千種区 内山２－１６－２０ ショッピング

浅野屋洋食店 名古屋市千種区 内山２丁目２－４　コーポ桂 飲食店

gecca 名古屋市千種区 内山３－１－８　コヤスオフィスビル北館　１
Ｆ 飲食店

My Fair Lady 名古屋市千種区 内山３－１０－１２　今池堂ビル４Ｆ サービス

レイフィールド 今池店 名古屋市千種区 内山３－１０－１７ サービス

Sereine 名古屋市千種区 内山３－１０－１９　若山ビル　２Ｆ サービス

マリンクラブ今池店 名古屋市千種区 内山３－１０－２２　ヤマトビル　７Ｆ サービス

藤一番 今池店 名古屋市千種区 内山３－１１－１９ 飲食店

居酒屋 文 名古屋市千種区 内山３－２１－２０ 飲食店

ちくさ正文館 本店 名古屋市千種区 内山３－２８－１ ショッピング

マリエプラス 名古屋市千種区 内山３－３１－２５ サービス

回転さかなや鮨 魚忠 今池店 名古屋市千種区 内山３－８－６ 飲食店

むつや 名古屋市千種区 内山３丁目３１－１２　 飲食店

鉄板和バルon－no－ji 名古屋市千種区 千代が丘６－１０　平和ビル１Ｆ 飲食店

HAIR MAKE NYNY 千代田橋店 名古屋市千種区 千代田橋２－２－３ サービス

ブリオ千種店 名古屋市千種区 千種１－１２－２１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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洋菓子店biquette 名古屋市千種区 千種１－３０－２　古井ノ坂ビル　１Ｆ 飲食店

アジアンヌードル　千種本店 名古屋市千種区 千種１－９－１７ 飲食店

GREEN PHEASANT 名古屋市千種区 千種通６－２６－２　Ｖｉｖｒｅ三ッ葉　１Ｆ サービス

マニフレックス 名古屋ショールーム 名古屋市千種区 千種通６－３０－１ ショッピング

DROP 名古屋市千種区 南明町３－３９－１ サービス

ア－ルヴィヴァン 名古屋市千種区 南明町３－４８－１ サービス

Don Mangione 名古屋市千種区 向陽１－１１－１４　池下ホームズ　１Ｆ 飲食店

昇家 池下向陽荘 名古屋市千種区 向陽１－１２－１２ 飲食店

焼肉龍華園 名古屋市千種区 向陽１－３－３６ 飲食店

ベトナムキッチン アンヴィエット 名古屋市千種区 吹上１－１－１　青柳ビル１Ｆ 飲食店

鶏料理 風来坊 吹上店 名古屋市千種区 吹上２－５－３　ハイツナカエ　１Ｆ　１ 飲食店

だいにんぐ芳 名古屋市千種区 唐山町３－６　リアン東山　１Ｆ 飲食店

エゴヘアコレクション 名古屋市千種区 四谷通１－１８－１ サービス

野嵯和 名古屋市千種区 四谷通１－１８－１　ＲＩＣＣＡ１１ 飲食店

CucinaMesse 名古屋市千種区 四谷通１丁目２３　アルファランドビル２Ｂ 飲食店

ワイン＆フードショップラパン 名古屋市千種区 四谷通２－１３　ルーツストンファーストビル
半　Ｂ１Ｆ ショッピング

オプスト本山店 名古屋市千種区 四谷通２－６ ショッピング

レオニダス 名古屋本山店 名古屋市千種区 四谷通３－２６　四ツ谷ビル　１Ｆ 飲食店

KOCHAB 名古屋市千種区 四谷通３－８　ハウスソヨカゼ　１Ｆ　Ｂ サービス

ピアチェーレミオ 名古屋市千種区 大久手町５－１６モリタビル 飲食店

山本屋大久手店 名古屋市千種区 大久手町５－９－２ 飲食店

一味一笑 名古屋市千種区 大島町１－２０　１Ｆ ショッピング

pieni huone 名古屋市千種区 山門町１－５６　１Ｆ ショッピング

八百魚 名古屋市千種区 山門町１丁目１３覚王山アパ－ト２階 ショッピング

ZARAME NAGOYA 名古屋市千種区 山門町２－３６ 飲食店

sono 名古屋市千種区 山門町２－３９ ショッピング

うなぎ四代目菊川 名古屋市千種区 山門町２－５３－２ 飲食店

シェ・シバタ名古屋 名古屋市千種区 山門町２－５４ 飲食店

えいこく屋インド料理店 名古屋市千種区 山門町２－５８ 飲食店

nailsaloncaso 名古屋市千種区 山門町２－６７　ナビオ覚王山２－Ｂ サービス

VITRA　NAGOYA 名古屋市千種区 御棚町３－２６ 飲食店

MARCO 名古屋市千種区 振甫町２－１４－１　１Ｆ サービス

リカーマウンテン 猪子石店 名古屋市千種区 新西２－３０１ ショッピング

うなぎ有本 名古屋市千種区 日岡町１－９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

51 / 129

[愛知県愛知県]



Deeps 名古屋市千種区 星が丘元町１５－１６　ＴＨＥＷＩＺ　１Ｆ サービス

Aguhairlips星が丘 名古屋市千種区 星が丘元町１５－２１　第二ことひらビル サービス

COCO星ヶ丘店 名古屋市千種区 星が丘元町１５－２１　第二ことひらビル５Ｆ サービス

レゴスクール星が丘テラス 名古屋市千種区 星が丘元町１６－５０　星が丘テラスＥＡＳＴ
　３Ｆ ショッピング

藤の花 名古屋市千種区 星が丘元町２－９ ショッピング

すし星乃 名古屋市千種区 星が丘元町３－２２　セレニティー星が丘 飲食店

とりとり亭星ヶ丘店 名古屋市千種区 星が丘山手１１３　大椿ビル　１Ｆ 飲食店

gigs・a・senseofbeauty 名古屋市千種区 星が丘山手９１１　サンホシガオカ　２Ｆ サービス

Freedom 池下店 名古屋市千種区 春岡１－１５－２　池下ハイツ　１０２ サービス

炭火割烹 大嶋 名古屋市千種区 春岡１－１９－５ 飲食店

FAITH HAIR CREATION 名古屋市千種区 春岡１－２－１３　ラポール池下　１Ｆ サービス

リカーショップオオタケ 名古屋市千種区 春岡１－３４－１８ ショッピング

すし　越乃 名古屋市千種区 春岡２－１４－１５ 飲食店

生鮮ひろば サンエース 春岡店 名古屋市千種区 春岡２－４－６ ショッピング

VICINO 名古屋市千種区 春岡通７－５８ 飲食店

CafeGlobe 名古屋市千種区 春岡通７－６ 飲食店

LIMY 名古屋市千種区 春里町４－２０－３　ウェルネス１Ｆ サービス

グリーンパーク 名古屋市千種区 月見坂町１－２３－１　マイム月見坂 サービス

弘法屋本店 名古屋市千種区 末盛通１－１ ショッピング

アル フォルトゥーナ 名古屋市千種区 末盛通１－１　弘法屋ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉一徳覚王山店 名古屋市千種区 末盛通１－１５－２ 飲食店

木のおもちゃ専門店遊ぼ 名古屋市千種区 末盛通１－１８　覚王ハイツ１Ｆ ショッピング

ルーシー コレクション 名古屋市千種区 末盛通１－１９－２　ニュー王山ビル　１Ｆ ショッピング

UNIDESIGN 名古屋市千種区 末盛通１－２－２　川津ビル　１Ｆ サービス

VOGUE 名古屋市千種区 末盛通１－２７　第３４プロスパー覚王山 サービス

グランディール覚王山店 名古屋市千種区 末盛通１－３１－４ 飲食店

サルヴァトーレ クオモ＆バール 覚王山 名古屋市千種区 末盛通１－３１－７　アンソレイエ覚王山 飲食店

マーガレット 名古屋市千種区 末盛通１丁目３　ハイツサンピア１Ｆ ショッピング

alkali 名古屋市千種区 末盛通３－４１－１ サービス

palete 名古屋市千種区 末盛通４－１－３ サービス

おこめのつぼい 名古屋市千種区 末盛通４－１０ ショッピング

clear OF HAIR 本山店 名古屋市千種区 末盛通４－２１－１　ＣＬＥＡＲビル サービス

パリス パート2 名古屋市千種区 本山町４－６１　ハイネス本山　１Ｆ サービス

かま濃東山動物園店 名古屋市千種区 東山元町３－７０　東山動物園ＺＯＯＡＳＩＳ
Ｅａｓｔ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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LumiereHair 名古屋市千種区 東山通１－３３－７　シャインズ本山ビル　１
Ｆ サービス

roomoon 名古屋市千種区 東山通２－２７－１　フォレスト本山　１Ｆ サービス

Sola nail 名古屋市千種区 東山通３－２６　ハイネス東山１Ｆ サービス

焼肉Do楽 名古屋市千種区 東山通３－２７　加納ビル　１Ｆ 飲食店

Olimpico 名古屋市千種区 東山通３－２７　小池ビル１Ｆ ショッピング

両口屋是清 東山店 名古屋市千種区 東山通４－４－１ 飲食店

HIRONOhigashiyama 名古屋市千種区 東山通５－５－１　ルミナーレ東山公園　１Ｆ サービス

フードフロント 東山店 名古屋市千種区 東山通５６５　東山ビルＢ棟 ショッピング

ビストロラシェット 名古屋市千種区 東山通５丁目５－１　ルミナーレ東山公園１Ｆ 飲食店

リンリン　星が丘店 名古屋市千種区 桜が丘１１－１２ サービス

ふぐ料理百福池下店 名古屋市千種区 池下１－１１－１１　第四十六プロスパ－ビル
　１Ｆ 飲食店

CLEAR of hair 池下店 名古屋市千種区 池下１－１１－７　ＭＥビル　１Ｆ サービス

山の井 名古屋市千種区 池下１－２－１９　山八第一ビル 飲食店

マンデイオフ 名古屋市千種区 池下１－４－１７　オクト王子ビル　１Ｆ 飲食店

The Burger Stand 名古屋市千種区 池下１－４－２０ 飲食店

炭火ほるもん真 名古屋市千種区 池下２－１－１３　堀部ビル　１Ｆ 飲食店

いろり料理 炭兆 名古屋市千種区 池下２－１－１６ 飲食店

千鶏 池下店 名古屋市千種区 池下２－２－１１　ハイツ池下　１Ｆ 飲食店

鮮魚とおばんざい 浜金 名古屋市千種区 池下２－２－１５ 飲食店

to－Ra 名古屋市千種区 池下町２－１８　長坂ビル２Ｆ サービス

あみやき亭 千種清明山店 名古屋市千種区 清明山１－１１－１７ 飲食店

美濃忠 平和公園店 名古屋市千種区 猫洞通２－２２ 飲食店

おけい鮨分店本山 名古屋市千種区 猫洞通３－２９　アーバン北本山　１０１ 飲食店

LoLohair 名古屋市千種区 猫洞通４－２７　ウェザーフィールド　２Ｆ サービス

ロベック 本山店 名古屋市千種区 猫洞通４－３０－６ サービス

かわ村 名古屋市千種区 猫洞通４－３４　ベルグレイＫ１　１０３ 飲食店

BATON 名古屋市千種区 猫洞通４－４－１　アイリス本山　１Ｆ サービス

鮮魚とおばんざい 我屋 名古屋市千種区 猫洞通５－２０ 飲食店

セリオ 本山 名古屋市千種区 猫洞通５－２３　スタシオン本山第二ビル サービス

焼肉 HAMAKIN 本山店 名古屋市千種区 猫洞通５－２６ 飲食店

U Hair 本山店 名古屋市千種区 猫洞通５－３０ サービス

プラスオソレイユ 名古屋市千種区 稲舟通１－３８　コーポラス本山　１Ｆ 飲食店

ヘアデザインエソラ 名古屋市千種区 稲舟通１－３８　コーポラス本山　２Ｆ サービス

paragon 名古屋市千種区 稲舟通１－５－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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豆工房コーヒーロースト自由ケ丘店 名古屋市千種区 自由ヶ丘２丁目１０－１７ ショッピング

高見ストア 名古屋市千種区 若水３－２９－２ ショッピング

備長炭　やきとり昌 名古屋市千種区 若水３－３－１０　 飲食店

プチフレーズ 茶屋が坂店 名古屋市千種区 茶屋が坂１－２１－１７ 飲食店

デルフィーナ 名古屋市千種区 菊坂町２－２２　エスポア覚王山　１Ｆ 飲食店

鉄板台所いっちょうら 名古屋市千種区 萱場２－３－３５　レジデンス大和１Ｆ 飲食店

hair design B＆F 名古屋市千種区 萱場２－４－１１　萱場ビル　２Ｆ サービス

マザーグース名古屋池下店 名古屋市千種区 覚王山通７－１１ 飲食店

チャイルドショップ ルルベル 名古屋市千種区 覚王山通８－２４　覚王山グランド井筒　１Ｆ ショッピング

etpirka 名古屋市千種区 覚王山通８－３４　ライオンズマンション覚王
山通り　１Ｆ サービス

若鯱家　パレマルシェ池下店 名古屋市千種区 覚王山通８－７０　パレマルシェ池下店　３Ｆ 飲食店

こみかるはうす 池下駅店 名古屋市千種区 覚王山通８－７０－１　サンクレア池下　１Ｆ ショッピング

ハードオフ 覚王山店 名古屋市千種区 覚王山通９－１－２ ショッピング

MARIYA 名古屋市千種区 覚王山通９－１６　マリヤビル サービス

TERIYAKIBOYS 名古屋市千種区 覚王山通９－８－２　キリン堂ビル 飲食店

支留比亜珈琲店 谷口店 名古屋市千種区 谷口町３－５ 飲食店

hairdetailmotoyamafo 名古屋市千種区 鏡池通３－２－１ サービス

らくだ書店 本店 名古屋市千種区 青柳町５－１８ ショッピング

ハーレーダビットソン 名古屋 名古屋市千種区 香流橋２－３－１ ショッピング

地酒と旬の味ききや 名古屋市千種区 高見１－１６－７　ベネッセ高見　１Ｆ 飲食店

フォルテシモアッシュ 名古屋市千種区 高見２－１－１６ 飲食店

グリル プランセス 名古屋市千種区 高見２－１３－１４　堀清ビルＢ１Ｆ 飲食店

カリッタ名古屋セントラルガーデン 名古屋市千種区 高見２－２－４３ サービス

きずなや池下店 名古屋市千種区 高見２－４－７　井上ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 拍手喝采 名古屋市千種区 高見２－５－６　シティライフ池下北１Ｆ 飲食店

bistroLavie 名古屋市千種区 高見２－７－１０　池下ハクレイビル 飲食店

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ・ナゴヤ 名古屋市千種区 高見２－９－１７ 飲食店

中華料理 花さき 名古屋市千種区 高見２－９－２９ 飲食店

藤一番 南陽通店 名古屋市南区 三条２－５－２０ 飲食店

味波　内田橋店 名古屋市南区 内田橋１－１４－２５ 飲食店

和食　吉寿榮 名古屋市南区 内田橋１丁目６－５　 飲食店

to－hair collette 名古屋市南区 加福本通１－８ サービス

スーパーヤマダイ アオヤマ店 名古屋市南区 北頭町２－３１ ショッピング

ボンド名古屋 名古屋市南区 千竈通５－２６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒やビック竜宮店 名古屋市南区 南陽通５－１－２ ショッピング

ほるたん屋 南陽通店 名古屋市南区 南陽通５－２－１ 飲食店

美濃路 南陽通店 名古屋市南区 南陽通５－２－２ 飲食店

あみやき亭 木場店 名古屋市南区 南陽通６－１－３４ 飲食店

スーパーヤマダイ 呼続店 名古屋市南区 呼続１－１１－１７ ショッピング

亀屋 名古屋市南区 大同町５－４２ 飲食店

kappou　dining　縁 名古屋市南区 大堀町１１－１　 飲食店

焼肉炎神 名古屋市南区 宝生町２－１－２ 飲食店

酒やビック柴田店 名古屋市南区 宝生町４－８ ショッピング

焼肉八心 名古屋市南区 寺崎町２０－６ 飲食店

レーシングワールド 南名古屋 名古屋市南区 寺部通２－３２－１ ショッピング

かつや 名古屋柴田本通 名古屋市南区 柴田本通１－５－６ 飲食店

藤一番 柴田店 名古屋市南区 柴田本通３－３－２ 飲食店

お好み焼もんじゃ焼 煎－JON－ 名古屋市南区 柴田町１－２－１３ 飲食店

美容室 Fuwa 名古屋市南区 柴田町６－９ サービス

alfRed 名古屋市南区 桜台１丁目１４－２０　パル松井１Ｆ サービス

あみやき亭 浜田町店 名古屋市南区 浜田町２－２－２ 飲食店

食彩館ねぎぼーず港東通店 名古屋市南区 港東通１－１４－２ 飲食店

炭火焼肉十々 名古屋市南区 白水町１８ 飲食店

スーパーヤマダイ 笠寺店 名古屋市南区 笠寺町柚ノ木１２－１４ ショッピング

生鮮ひろば サンエース 新郊通店 名古屋市南区 菊住２－１８－７ ショッピング

スーパーダイキン観音店 名古屋市南区 観音町１－５３ ショッピング

餅文総本店 名古屋市南区 豊２－３６－２４ 飲食店

POETRY 名古屋市南区 豊２丁目２６－１６　 ショッピング

焼肉ぼく亭名古屋南 名古屋市南区 豊田４－１０－２８ 飲食店

お好み焼六三南店 名古屋市南区 赤坪町１０ 飲食店

THEORIGIN’SSALON 名古屋市南区 駈上１－１０－２６ サービス

焼肉 大一 名古屋市南区 鳥栖２－４－１０ 飲食店

サウス カイビガン 名古屋市南区 鳴浜町７－２－１ ショッピング

Bloom 名古屋市南区 鶴田１－１３－３３ サービス

再良市場 名古屋南店 名古屋市南区 鶴見通１－１ ショッピング

美濃路 鶴見通店 名古屋市南区 鶴見通４－３－３ 飲食店

買取市場 柴田店 名古屋市南区 鶴見通６－１－２ ショッピング

Polish YUKI 名古屋市名東区 よもぎ台１－１０３－２ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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DOGDEPT名古屋名東店 名古屋市名東区 よもぎ台２－６０５ ショッピング

フェルマータ 名古屋市名東区 よもぎ台２－６１９ ショッピング

一楽鮨 名東店 名古屋市名東区 よもぎ台２－６２０ 飲食店

View 名古屋市名東区 よもぎ台２－９１６　１Ｆ サービス

Comfortable＆髪工房Carat 名古屋市名東区 よもぎ台２－９１７ サービス

魚錠 名東店 名古屋市名東区 よもぎ台３－８２０ 飲食店

ステラヘアデザインサロン 名古屋市名東区 一社１－１００　エバーグレーズビル　２Ｆ サービス

ときわ米穀一社店 名古屋市名東区 一社１－１００　エバーグレーズビル　２Ｆ ショッピング

焼肉屋 はなれ 本店 名古屋市名東区 一社１－１０４　スタスィオン一社１０６ 飲食店

Terrace 名古屋市名東区 一社１－１１６　山桜ビル　１Ｆ サービス

サングリエ 名古屋市名東区 一社１－１６６ 飲食店

ロメオ 名古屋市名東区 一社１－７６ ショッピング

ZELE 一社 名古屋市名東区 一社１－８７　ユウトクビル サービス

LEVANTE 名古屋市名東区 一社１－９３　モリタビル　１Ｆ 飲食店

美容室 セリオ 一社 名古屋市名東区 一社２－１０５ サービス

Vezir hair design 名古屋市名東区 一社２－１３２ サービス

michill 名古屋市名東区 一社２－１４　エポック一社　１Ｆ サービス

Misslim Padma 名古屋市名東区 一社３－８　宮地興産ビル　２Ａ サービス

おきなわ料理家 残波の花 名古屋市名東区 上社１－４１２　天照レジデンスビル１０２号
室 飲食店

ZELE本郷 名古屋市名東区 上社２－６２　平安ビル　１Ｆ サービス

楽楽楽 名古屋市名東区 上社２－７１ 飲食店

陽だまりの杜 名古屋市名東区 上社３－１８０７－２　SAN上社１０１ サービス

プロステーション 名東店 名古屋市名東区 上社４－１６７ ショッピング

酒主人 名東店 名古屋市名東区 上菅２－２０１ ショッピング

リカーマウンテン 亀の井店 名古屋市名東区 亀の井２－１５１ ショッピング

欧風　料理　ウイズ 名古屋市名東区 亀の井２－２１６　丸美ハイツ　１Ｆ 飲食店

ダンディーモード企画 名古屋市名東区 八前３－９１３ ショッピング

丸野焼肉 名古屋市名東区 勢子坊１－２０３ 飲食店

ES Heart of HAIR 名東店 名古屋市名東区 勢子坊１－２０７ サービス

Cuauragarden 名古屋市名東区 名東本町１６６－１　ロイヤルシャトー虹ヶ丘
１Ｆ サービス

HAREPAN藤が丘店 名古屋市名東区 富が丘３－１　サンハイツ富が丘 飲食店

お好み焼・もんじゃ焼・鉄板焼 加屋 名古屋市名東区 小井堀町１０３ 飲食店

C．M．G 名古屋市名東区 小井堀町５０６　ＣＭＧビル　２Ｆ ショッピング

サーカス　サーカス 名古屋市名東区 小池町４４６　音楽の館リエット１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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CLEAR of hair 藤ガ丘店 名古屋市名東区 小池町７　ＫＯＩＫＥＢＬＤ１ サービス

スパイス ガーデン 名古屋市名東区 山の手１－８１４ 飲食店

ZU 名古屋市名東区 平和が丘２－１２４ サービス

ジムキング 平和が丘店 名古屋市名東区 平和が丘３－７６ ショッピング

ナフコ不二屋引山店 名古屋市名東区 引山３丁目５４２番地 ショッピング

ひもの亭 名古屋市名東区 文教台２－３０３ 飲食店

かつや 名東新宿 名古屋市名東区 新宿１－１１ 飲食店

NEW　バンチャ 名古屋市名東区 新宿１－１４７ 飲食店

株式会社大塚商会 名古屋市名東区 新宿１－１５２ ショッピング

やわらかとんかつ かつ雅 高針店 名古屋市名東区 新宿１－８６ 飲食店

ハードオフ 高針店 名古屋市名東区 新宿２－２６ ショッピング

Aguhairbijou藤ヶ丘 名古屋市名東区 明が丘１２３－３　花幸ビル　５Ｆ サービス

ソウル亭 名古屋市名東区 明が丘１２３－３　花幸ビル２Ｆ 飲食店

オプスト 藤ヶ丘店 名古屋市名東区 明が丘１２４－１　アミアミ　１Ｆ ショッピング

TERRAS of belle 名古屋市名東区 明が丘１２４－２　ａｍｉａｍｉａｎｎｅｘ　
Ｂ１ サービス

Licca 名古屋市名東区 朝日が丘１０４ サービス

hair×nailPark 名古屋市名東区 本郷２－１１５　第二藤ビル　１Ｆ サービス

ダリ 名古屋市名東区 本郷２－２２７　第二日吉ビル　１Ｆ 飲食店

Salut 名古屋市名東区 本郷２－６２　ル・アンジェ本郷　１Ｆ サービス

大矢家具店 名古屋インター店 名古屋市名東区 本郷３－１３０ ショッピング

南欧料理アンジュ 名古屋市名東区 本郷３－６８ 飲食店

BELEA 極楽店 名古屋市名東区 松井町３５２ サービス

Cotchi　Caffe 名古屋市名東区 桜が丘１　ライフメゾン瑞光園１Ｆ 飲食店

シュリンプ梅森坂店 名古屋市名東区 梅森坂１－１１０－１　ラピスラズリ梅森坂　
１Ｆ サービス

美濃路 梅森店 名古屋市名東区 梅森坂３丁目２２０１番地 飲食店

サンレジャン 名東極楽店 名古屋市名東区 極楽１－３ ショッピング

布伝説 名古屋市名東区 極楽２３ ショッピング

山本屋本店 名古屋インター南店 名古屋市名東区 極楽３－６ 飲食店

和牛焼肉　新羅館名東本店 名古屋市名東区 極楽５－１ 飲食店

酒やビック名東極楽店 名古屋市名東区 極楽５－１０２ ショッピング

EM生活shop 名古屋市名東区 極楽５－１４８ ショッピング

やきとり 異炭児 名古屋市名東区 照が丘２　藤が丘イーストスクエア　２Ｄ 飲食店

アトリエ本店 名古屋市名東区 牧の原２－６０７ 飲食店

炭火焼肉牛ざんまい高針店 名古屋市名東区 牧の原３－２０２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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和牛焼肉大丸 名古屋市名東区 猪子石２－１０１－１　アドニス９　１Ｆ 飲食店

マスダ翠花園 名古屋市名東区 猪子石３－１１９ ショッピング

クーヘアーエクラ 名古屋市名東区 猪子石原１－１３０６ サービス

グリーンルーム 名古屋市名東区 猪高台１－１０２５ サービス

バゲットラビット社口店 名古屋市名東区 社口１－９１６ 飲食店

PINEDE 社台店 名古屋市名東区 社台１－２６１－１　アリエス社台　１Ｆ 飲食店

SOLLANTE 名古屋市名東区 社台１－７６　八千代ビル　１Ｆ サービス

美容室ID 名古屋市名東区 社台２－１　第二翆芳ビル　１Ｆ　美容室ＩＤ
内 サービス

一心 上社店 名古屋市名東区 社台３－２５６ 飲食店

すし処 ひらまつ 名古屋市名東区 社台３－５６－２　サンテラス葵１Ｆ 飲食店

プライベートサロンKIO 名古屋市名東区 若葉台１５１５ サービス

ムータモーダ 名古屋市名東区 若葉台１５１５ ショッピング

Dagterior 名古屋市名東区 藤が丘１３８－１ サービス

こみかるはうす藤が丘駅前店 名古屋市名東区 藤が丘１３８－１　タイケンビル　１Ｆ ショッピング

ロベック 藤ヶ丘店 名古屋市名東区 藤が丘１４１　藤ヶ丘駅前ビル サービス

フグ料理 美舟 名古屋市名東区 藤が丘１４２－２ 飲食店

ふぐ料理美舟 名古屋市名東区 藤が丘１４２－２ 飲食店

一番軒藤が丘店 名古屋市名東区 藤が丘１４２－２　コボリマンション藤が丘　
１０２号 飲食店

カスカード 藤が丘店 名古屋市名東区 藤が丘１７０－４ 飲食店

嘉文　藤が丘店 名古屋市名東区 藤が丘１７０－４　藤が丘ｅｆｆｅ 飲食店

ラ ブランジュリ ダコテ 名古屋市名東区 藤が丘４９　アンフィニビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairlico藤が丘 名古屋市名東区 藤が丘４９　アンフィニビル　２Ｆ サービス

太田商店 名古屋市名東区 藤が丘６７ ショッピング

couvert a la maison 名古屋市名東区 藤森２－２８５－１ ショッピング

（有）ときわ米穀 名古屋市名東区 藤森２－２８７－１０５ ショッピング

や台ずし 藤が丘駅前町 名古屋市名東区 藤見が丘２０－１ 飲食店

ポルチプサムギョプサル藤が丘店 名古屋市名東区 藤見が丘５１ 飲食店

麻布ホルモン舗 名古屋市名東区 藤見が丘５４－１　第一藤が丘マンション　１
Ｆ 飲食店

魚河岸酒場 FUKU浜金 藤が丘店 名古屋市名東区 藤見が丘５９　政見マンション　１Ｆ　西 飲食店

すし家 山葵 名古屋市名東区 藤見が丘７　第二朝日ビル　１Ｆ 飲食店

ワルツ 名古屋藤が丘店 名古屋市名東区 藤里町２９ ショッピング

串揚げ あお木 名古屋市名東区 藤里町５０７　レジデンス藤里１０３ 飲食店

mokodi 名古屋市名東区 西山本通１－８－１ ショッピング

TSUKURU 名古屋市名東区 香流２－１０１６　ウェ－ブクレスト サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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HairmakeAPPY 名古屋市名東区 香流２－９０８　Ｍａｘｖａｌｕ香流店　１Ｆ サービス

ヘアカラー＆ヘッドスパ ハッピーカラーズ 名古屋市名東区 高社１－２１３　坂崎ビル１Ｆ サービス

炭火焼肉 一社 南大門 名古屋市名東区 高社１－２１５　ザヒルズ１ 飲食店

CLEAR of hair 一社店 名古屋市名東区 高社１－２４８　三陽ドーリエビル　１Ｆ サービス

e－style一社店 名古屋市名東区 高社２－１１３　ソフィア一社　２Ｆ サービス

まるせい本店 名古屋市名東区 高社２－９２　社サンハイツ　１Ｆ 飲食店

グランドスラム名東 名古屋市名東区 高針原２－１５１３ ショッピング

アミカ高針店 名古屋市名東区 高針原２－１７０５ ショッピング

Pompadour 名古屋市天白区 一本松２－１００１　サンシャイン植田　１Ｆ
　北側 サービス

リカーマウンテン 植田一本松店 名古屋市天白区 一本松２－５０７ ショッピング

酒やビック平針店 名古屋市天白区 中平４－２０５ ショッピング

美濃路 天白店 名古屋市天白区 久方２－４３－１ 飲食店

植田ホルモン 名古屋市天白区 井口１－１１５ 飲食店

ジムキング 植田店 名古屋市天白区 井口１－１５０７ ショッピング

FLOWERS・BOD 名古屋市天白区 井口１－２０１６ サービス

ハードオフ 島田南店 名古屋市天白区 保呂町２１１１ ショッピング

焼肉てっぱん 名古屋市天白区 元八事４－１４８ 飲食店

餅文総本店 元八事店 名古屋市天白区 元八事４－１５３ 飲食店

炭火焼鳥ダイニングROBATA家 篤まる 名古屋市天白区 元八事４－２５２ 飲食店

LITA HAIR 名古屋市天白区 元八事５－１１７　ユーロハイツ元八事 サービス

和食処　稲繁本店 名古屋市天白区 元八事５－８５ 飲食店

ラフロマージュマリアンヌ 名古屋市天白区 元植田１－３０１ ショッピング

ワンダー 名古屋市天白区 元植田２－１９０１ 飲食店

レイクウッド 名古屋市天白区 元植田２－１９０２ 飲食店

MOOSE 名古屋市天白区 元植田２－１９０４ ショッピング

両口屋是清 八事店 名古屋市天白区 八事天道３０２ 飲食店

美容室Comado 名古屋市天白区 八事天道３１３　フォンテビル　１Ｆ サービス

レボアンテ 名古屋市天白区 八事天道３２０ 飲食店

日本料理　ヤゴト千歳 名古屋市天白区 八事天道７０５ 飲食店

リハ－サルスタジオオサスタ 名古屋市天白区 八事山３４３ ショッピング

味仙 八事店 名古屋市天白区 八事山４３４ 飲食店

Kico．． 名古屋市天白区 八事石坂２０２　山田ビル サービス

Viage原 名古屋市天白区 原１－１６１２　マルショウビル２Ｆ サービス

MU－SE原店 名古屋市天白区 原１－１７０６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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tsunagu 名古屋市天白区 原１－２００１　旭ビル　２Ｂ サービス

trattoria AVANZA 名古屋市天白区 原１－２０６　天白葉山ビル１Ｆ 飲食店

RONND 名古屋市天白区 原１－２１０ サービス

生鮮ひろば サンエース 原駅前店 名古屋市天白区 原１－４０１ ショッピング

蕎麦割烹 黒帯 名古屋市天白区 原１－６１２ 飲食店

魚棚 名古屋市天白区 原１丁目６０６　Ｒ’ｓｏｎｅ２Ｆ 飲食店

ラ ファブリック デュスリール 名古屋市天白区 原３－２３０３ ショッピング

桃園亭 名古屋市天白区 原５－１１０４ 飲食店

Hair Room Cozy 名古屋市天白区 向が丘１－７０３　ラガーシュ向が丘　１０１ サービス

obtenir 名古屋市天白区 塩釜口１－８５５　Ｋ－ＲＯＳＳＲＯＡＤ　２
Ｆ サービス

ミューズ 名古屋市天白区 塩釜口２－１１０８ サービス

美容室 CREATION 名古屋市天白区 大根町６８－３ サービス

秋山タイヤ商会 島田店 名古屋市天白区 島田１－４０２ ショッピング

焼肉たつ 名古屋市天白区 島田１－９０７ 飲食店

IZA 名古屋市天白区 島田黒石１００８ サービス

NAP hair 名古屋市天白区 島田黒石３０５ サービス

NAKAO・COIFFURE 名古屋市天白区 平針１－１５１０ サービス

みんみん 平針店 名古屋市天白区 平針１－１９１１ 飲食店

リカーマウンテン平針店 名古屋市天白区 平針１－２１０３ ショッピング

富寿司 名古屋市天白区 平針２－１１１３－１　ユニ－ブル第二平針 飲食店

FLEUR 名古屋市天白区 平針２－１４０６　エスポワール平針　２Ｆ サービス

ワルツ 名古屋平針店 名古屋市天白区 平針２－１６０８ ショッピング

匠書店 天白平針店 名古屋市天白区 平針２－１７１２ ショッピング

一風堂 名古屋平針店 名古屋市天白区 平針２－１８１１ 飲食店

串焼きゆきむら 名古屋市天白区 平針２－８０２　ﾏﾝｼｮﾝｻﾝﾊﾟﾚｽ１Ｆ 飲食店

美容室SET－UP 名古屋市天白区 平針２丁目１１１３　ユニーブル第二平針１Ｆ サービス

ウインナー美容室 平針店 名古屋市天白区 平針３－１７０１ サービス

ゆず庵 名古屋平針店 名古屋市天白区 平針４－２０７ 飲食店

花村米穀株式会社 名古屋市天白区 弥生が岡１１０ ショッピング

B・Feel HARADA 島田店 名古屋市天白区 御前場町２１０－１　ハラダビル　１Ｆ サービス

中国料理　春帆亭 名古屋市天白区 植田１－１４１２ 飲食店

CREAM 名古屋市天白区 植田１－１８０４　ブリュ－エン　１Ｆ サービス

enーte：am 名古屋市天白区 植田３－１２０９　サンテラスタカギ１Ｆ サービス

Aguhairjour名古屋天白 名古屋市天白区 植田３－１３０３　サンピア植田　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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CARAMELA 名古屋市天白区 植田３－１３０６　ロイヤル磯谷　１Ｆ サービス

蕎麦 守貞 名古屋市天白区 植田３－１６０３ 飲食店

カフェダウニー植田店 名古屋市天白区 植田３－７１０ 飲食店

ふじさわ 名古屋市天白区 植田山１－１１１－１ 飲食店

gigs cor 名古屋市天白区 植田山３－１６０４ サービス

プランツショップブーケ 名古屋市天白区 植田山３－１８０１ ショッピング

TJ天気予報 5コ 名古屋市天白区 植田本町１－１３０６ サービス

LIBERTA 名古屋市天白区 植田本町１－１３１１　ドゥエルハウス植田 飲食店

PINEDE 植田店 名古屋市天白区 植田本町３－１１３　シャトーみなみ　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉徳重離宮 名古屋市天白区 植田西２－４０８ 飲食店

アクエリアス 名古屋市天白区 植田西２丁目４０３－１ サービス

第一楽器 植田店 名古屋市天白区 植田西３－１１２０ ショッピング

まるや本店 名古屋市天白区 植田西３－１２１２　サンスカイルウエダ　１
Ｆ 飲食店

中国料理開華亭 名古屋市天白区 植田西３－３１５ 飲食店

TANDEM 名古屋市天白区 池場３－２０３ サービス

あみやき亭 天白店 名古屋市天白区 池場５－１０１１ 飲食店

再良市場天白店 名古屋市天白区 焼山１－３０７ ショッピング

酒やビック天白焼山店 名古屋市天白区 焼山１－７１１ ショッピング

郭政良味仙焼山店 名古屋市天白区 焼山２－４１９ 飲食店

ガーデンスタジオ 名古屋市天白区 焼山２－５１３ ショッピング

ピッツェリア マリノ 島田店 名古屋市天白区 菅田１－１０１ 飲食店

成田屋 名古屋市天白区 菅田１－２６０４ ショッピング

ブラッセリーブルゴーニュ 名古屋市天白区 表山１－１１２　山口ビル　１Ｆ 飲食店

Osteria del Cuore 名古屋市天白区 表山２－２４０４　ＮＡＴＵＲＡ八事　２Ｆ 飲食店

ピッツェリアガットリベロ 名古屋市天白区 野並３－２３５　１Ｆ　Ｂ 飲食店

KaRuNa 名古屋市天白区 野並４－９６ ショッピング

NOUNOURS 名古屋市天白区 音聞山１００７ ショッピング

珈琲屋らんぷ天白店 名古屋市天白区 高宮町１３０８ 飲食店

REVOIR style 名古屋市天白区 高島２－７１６ サービス

カトニ－ 名古屋市天白区 鴻の巣１－１３１８ 飲食店

REAL Style 名古屋東店 名古屋市天白区 鴻の巣１－２１５ ショッピング

RoomieЯoom 名古屋市守山区 上志段味山ノ田１０３１－１ サービス

あみやき亭 志段味店 名古屋市守山区 下志段味南荒田２３００－１ 飲食店

華花守山店 名古屋市守山区 下志段味大字熊田４０２－１　ライフガーデン
志段味西内 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Ritta 名古屋市守山区 下志段味池段寺９４４ サービス

YAKINIKURESTAURANT燃火 名古屋市守山区 下志段味焼田４６８－１ 飲食店

パーツランド ナゴヤ 名古屋市守山区 下志段味落合３７６ ショッピング

Rian 宮前店 名古屋市守山区 中新１０－１０ サービス

再良市場大森店 名古屋市守山区 元郷１－４０２ ショッピング

RUB－A－DUB 名古屋市守山区 元郷２－６０２ サービス

株式会社フジヨシ 名古屋市守山区 四軒家１－１２３１ ショッピング

SIBA 名古屋市守山区 城南町１６－１５ 飲食店

アミカ守山大森店 名古屋市守山区 大森１２８０１ ショッピング

炭火焼肉和家大森店M＆F 名古屋市守山区 大森３－１９０１ 飲食店

知多海 名古屋市守山区 大森３－２０１５ 飲食店

美濃路 守山大森店 名古屋市守山区 大森５－３００１ 飲食店

再良市場 オフィス店舗館 名古屋市守山区 大森５－３０１０ ショッピング

あみやき亭 守山店 名古屋市守山区 大谷町１－１２ 飲食店

圓屋 守山店 名古屋市守山区 太田井４－４７ ショッピング

台湾ラ－メン江楽 名古屋市守山区 太田井７－１０ 飲食店

焼肉やおや大森店 名古屋市守山区 太田井８－６ 飲食店

酒やビック守山小幡店 名古屋市守山区 小六町７－１１ ショッピング

ナフコ不二屋小幡緑地店 名古屋市守山区 小幡３－７－１２ ショッピング

ナフコ不二屋喜多山店 名古屋市守山区 小幡５－１４－３０ ショッピング

ブランシェ 名鉄小幡駅前店 名古屋市守山区 小幡中１－３０－１５　１Ｆ サービス

徳川焼肉センター 守山店 名古屋市守山区 小幡中２－２５－１５ 飲食店

やわらかとんかつ かつ雅 小幡店 名古屋市守山区 小幡中３－３－２ 飲食店

かつや 名古屋小幡 名古屋市守山区 小幡千代田１４－１３ 飲食店

gres 名古屋市守山区 小幡南１－２４－１０ サービス

ナフコ不二屋アクロス小幡店 名古屋市守山区 小幡南１－２４－１０ ショッピング

AQICEOBATA 名古屋市守山区 小幡南１－２４－１０　アクロス小幡　２Ｆ サービス

鎌倉文庫 小幡店 名古屋市守山区 小幡南１－２４－１０　アクロス小幡南　２Ｆ ショッピング

ザ・ガ－デン　テラソル 名古屋市守山区 小幡南１丁目８－２４　 飲食店

赤池タイヤ 守山店 名古屋市守山区 小幡南３－５－２５ ショッピング

マルユキッチン 名古屋市守山区 川村町１４６　 飲食店

焼肉 からし家 名古屋市守山区 幸心３－５０１ 飲食店

パンヤ ウエストエンド 名古屋市守山区 弁天が丘３０３ 飲食店

新香園 名古屋市守山区 新守山９１１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Saphir 名古屋市守山区 村前町２０５ サービス

からやま名古屋森孝 名古屋市守山区 森孝１－１７０５ 飲食店

焼肉きんぐ 名古屋森孝店 名古屋市守山区 森孝３－１００１ 飲食店

株式会社 清水屋 藤ヶ丘店 物販 名古屋市守山区 森孝東１－５０９ ショッピング

ナフコ不二屋守山店 名古屋市守山区 森宮町２５８ ショッピング

青柳総本家 守山直営店 名古屋市守山区 瀬古１－６２８－１ 飲食店

あみやき亭 守山瀬古店 名古屋市守山区 瀬古東２－１０１２ 飲食店

STRAW HAIR 名古屋市守山区 瀬古東２－２１０－３ サービス

有限会社東龍 名古屋市守山区 瀬古東３－１６０３ ショッピング

Blue Fin cicero 名古屋市守山区 笹ヶ根１－１６１５ サービス

ボイル 名古屋市守山区 茶臼前２０－２ 飲食店

ハードオフ 千代田店 名古屋市守山区 野萩町１－３９ ショッピング

山本屋本店 守山店 名古屋市守山区 野萩町１３－１３ 飲食店

リカーマウンテン 喜多山店 名古屋市守山区 野萩町１３－１４　プラザ野萩　１Ｆ ショッピング

ヘッドスパ＆育毛促進頭皮ケアサロン フォルテ 名古屋市守山区 鼓が丘２－７０３　パラシオンTAIKOGANE サービス

シュリンプes石川橋店 名古屋市昭和区 上山町１－７－１　アップルヒルスクエア　２
Ｆ サービス

宗家源吉兆庵 石川橋店 名古屋市昭和区 上山町１－９ 飲食店

U Hair 石川橋店 名古屋市昭和区 上山町２－１－４ サービス

日本料理せき根 名古屋市昭和区 上山町４－７　南山ビル１Ｆ 飲食店

旬すし磊 名古屋市昭和区 上山町４－７　南山ビル１Ｆ 飲食店

RosSalon 名古屋市昭和区 丸屋町６－８６－３　パレス桜山１Ｆ サービス

TAKUMI 名古屋市昭和区 八事本町１００－３６ 飲食店

爪紅 名古屋市昭和区 八事本町４０－３　ﾏﾙﾍﾞﾘｰﾋﾙ八事１Ｆ サービス

浜源 名古屋市昭和区 南分町１－２８ 飲食店

La　maison　HITOTOKI 名古屋市昭和区 南山町２０－８ 飲食店

マウンテンコ－ヒ－ ビ－ンズショッ 名古屋市昭和区 台町２－２７ 飲食店

ら・おは菜 名古屋市昭和区 塩付通２－２ 飲食店

高砂本家 名古屋市昭和区 塩付通４－１１ 飲食店

萌シェ 名古屋市昭和区 塩付通４－１４ 飲食店

自然食BIO 名古屋市昭和区 塩付通４－１９　ハイツ塩付１Ｆ ショッピング

焼肉 ファインティングマン 名古屋市昭和区 安田通１－２－７ 飲食店

HairMakeSUN 名古屋市昭和区 安田通５丁目５　１Ｆ サービス

奴 名古屋市昭和区 安田通７丁目１２－２　 飲食店

CREW 名古屋市昭和区 山手通１－１７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブティックリド 名古屋市昭和区 山手通１－１７－１　シャンボール山手　１Ｆ ショッピング

グランピアット　山手通店 名古屋市昭和区 山手通１－２４ 飲食店

ペルシャ　ギャラリー 名古屋市昭和区 山手通１丁目１１　メゾン・ド山手１Ｆ ショッピング

リストランテイルソーレ 名古屋市昭和区 山手通２－９－１　アビタシオン山手　２Ｆ 飲食店

HITSUJIYA ヴァンヴ店 名古屋市昭和区 山手通３－２４　シンシア山手ビル　１Ｆ ショッピング

シャイニング シンシア山手サロン 名古屋市昭和区 山手通３－２４－１　シンシア山手　１Ｆ サービス

EyelashSalonLULU八事店 名古屋市昭和区 山手通３－２４－１　シンシア山手１Ｆ サービス

ma－ma 名古屋市昭和区 山手通３－２４－１　シンシア山手１Ｆ ショッピング

Cotte 名古屋市昭和区 山手通３－８－２　瑞光ハイツ　２Ｆ　（ｃｏ
ｔｔｅ） サービス

ジャストカーテン名古屋八事店 名古屋市昭和区 山手通４－１５　ペポ山手ビル　１Ｆ ショッピング

とんかつ比呂野 名古屋市昭和区 山花町１１６ 飲食店

珈琲家比呂野 名古屋市昭和区 山花町１１６ 飲食店

うなぎ家比呂野 名古屋市昭和区 山花町１１９－１ 飲食店

大竹酒店 名古屋市昭和区 山花町３５－１ ショッピング

マルセ 名古屋市昭和区 山里町７０－２　山手アベニュ－２０２ 飲食店

楽楽楽 名古屋市昭和区 山里町７０－２　山手アベニュー　１Ｆ 飲食店

ガッルーラ 名古屋市昭和区 山里町７０－２　山手アベニュー２Ｆ 飲食店

ブックオフ名古屋川原通店 名古屋市昭和区 川原通１－２４ ショッピング

ホンダドリーム 名古屋中央 名古屋市昭和区 川原通２－４ ショッピング

イフヘアデザイン　川名店 名古屋市昭和区 川原通７丁目７番地の４　 サービス

酒と肴なち流 名古屋市昭和区 広見町６－６７－５ 飲食店

炭火焼鶏いっぽん道 名古屋市昭和区 広路町北石坂１０２－４２ 飲食店

Cannery　Row　八事店 名古屋市昭和区 広路町南山８９ 飲食店

八勝館 名古屋市昭和区 広路町石坂２９ 飲食店

寿司Dining魚道 名古屋市昭和区 広路町石坂３０－１５ 飲食店

菓宗庵 名古屋市昭和区 広路町石坂３６ 飲食店

串あげ酒場 なごみ家 名古屋市昭和区 広路町石坂３８－２ 飲食店

花たち 名古屋市昭和区 広路町隼人１　浅井ビル１Ｆ ショッピング

八事ひばりケ丘 吉野寿司 名古屋市昭和区 広路町雲雀ケ岡１０ 飲食店

PerleFelchlin 名古屋市昭和区 広路通８－１３　グレース川名　１ＦＷ 飲食店

rippmonster 名古屋市昭和区 御器所２－６－２　鈴木ビル　３Ｆ ショッピング

エルトレロ 名古屋市昭和区 御器所３丁目１－４３　藤田ビル　１Ｆ 飲食店

Huge 名古屋市昭和区 御器所通２－１０　ブルーメンハウス２Ａ サービス

SOSEI Serve 名古屋市昭和区 御器所通２－２４　ゴキソ２２４ビル　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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メンズショップ カトー御器所店 名古屋市昭和区 御器所通２－３－１ ショッピング

PARK．salon 名古屋市昭和区 御器所通２－４－２　ダイシンビル１号館　２
Ｆ サービス

コンパル御器所店 名古屋市昭和区 御器所通２－９ 飲食店

テット．ア．テット．ノエル 名古屋市昭和区 御器所通３－１５－２ サービス

Natura 御器所店 名古屋市昭和区 御器所通３－１８　ＳＴプラザ御器所　２Ｆ サービス

や台ずし 御器所町 名古屋市昭和区 御器所通３－２ 飲食店

シュリンプ一丁目店 名古屋市昭和区 桜山町１－３－２ サービス

石焼＆ワイン イワタ 名古屋市昭和区 桜山町５－９８　岩田ビル１〜３Ｆ 飲食店

唐揚専門名古屋丸与商店桜山店 名古屋市昭和区 桜山町５－９８－１１ ショッピング

山本屋本店 桜山店 名古屋市昭和区 桜山町６－１０５－５ 飲食店

ASCH檀渓通店 名古屋市昭和区 檀溪通３－７ サービス

美濃忠 檀溪通店 名古屋市昭和区 檀溪通４－１３－１ 飲食店

LesCollection 名古屋市昭和区 檀溪通５－６　リバーサイドテラス石川橋　１
Ｆ ショッピング

知多繁 名古屋市昭和区 池端町１－１８ ショッピング

リカーマウンテン 滝子店 名古屋市昭和区 滝子通２－１４ ショッピング

リストランテ ラ・リリアーナ 名古屋市昭和区 滝川町４７－２４　光洋マテリカビル　１Ｆ 飲食店

Massa 名古屋市昭和区 滝川町４７－４７　Ｇｒｕ２　１Ｆ 飲食店

ナゴヤ学生服八事本店 名古屋市昭和区 滝川町４７－４８ ショッピング

ASTIER 名古屋市昭和区 滝川町４７－４９　ＧＲＵ　１Ｆ サービス

Melangetop 名古屋市昭和区 滝川町５４ ショッピング

ic hair make 名古屋市昭和区 滝川町６０－２ サービス

炭焼 うな富士 名古屋市昭和区 白金１－１－４　プレザント白金　１Ｆ 飲食店

SOFA100％NOYES 名古屋市昭和区 白金１－４－３ ショッピング

リジェール高辻店 名古屋市昭和区 白金３－３－２２　コ－ポ萩　１Ｆ サービス

あみやき亭 円上店 名古屋市昭和区 白金３－５－５ 飲食店

トーカイ シャンピアポート店 名古屋市昭和区 白金３－６－２４　シャンピアポート　２Ｆ ショッピング

サンレジャン 高辻店 名古屋市昭和区 白金３－６－２４　シャンピアポート　２Ｆ ショッピング

MAISON by e．m．a 名古屋市昭和区 石仏町２－４　フレンドハウス　Ｂ サービス

ハウディ 名古屋市昭和区 福江２－２－１１ ショッピング

THANKYOU，BAKE 名古屋市昭和区 福江２－５－５ ショッピング

スギモト本店 名古屋市昭和区 緑町２－２０ 飲食店

cachecache 名古屋市昭和区 花見通３－２０　ドエル杁中ビル サービス

KAMOMEYA 名古屋市昭和区 菊園町２丁目３０－１　 飲食店

リボン 名古屋市昭和区 菊園町４－２４　キクゾノビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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おけい鮨 石川橋店 名古屋市昭和区 菊園町４ー２７ 飲食店

LE DESSERT 名古屋市昭和区 藤成通２－７－２ 飲食店

焼鳥せせらぎ 名古屋市昭和区 阿由知通２丁目７－１１　 飲食店

ACOT HAIRDESIGN 名古屋市昭和区 阿由知通３－１８ サービス

まぐろや 石亭 名古屋市昭和区 阿由知通４－１－１ 飲食店

large 名古屋市昭和区 阿由知通４－３　イルソーレ　２１１ サービス

large 名古屋市昭和区 阿由知通4-3 イルソーレ211 サービス

BUDDY HAIR Leap 名古屋市昭和区 阿由知通４－９－１　丹下キアーロ　１Ｆ サービス

ココカラヘアー 名古屋市昭和区 阿由知通５－１７－３　山二ビル　１Ｆ サービス

プロステーション 御器所店 名古屋市昭和区 阿由知通５－４－１ ショッピング

レシェル桜山 名古屋市昭和区 陶生町１－７－１４　グリュック桜山　１Ｆ サービス

キッチン和 名古屋市昭和区 陶生町１丁目８　 飲食店

美容室テット・ア・テット・アンジュ 名古屋市昭和区 隼人町１２－３ サービス

華たこ 名古屋市昭和区 隼人町２－１５ 飲食店

肉匠坂井杁中店 名古屋市昭和区 隼人町５－５ 飲食店

フランス料理 アプランドル 名古屋市昭和区 隼人町７－１３　サンシャインいりなか　１Ａ 飲食店

ゴルピーコーヒー 名古屋市昭和区 駒方町２－４－２ 飲食店

カフェダウニー日赤イースト店 名古屋市昭和区 高峯町１６８ 飲食店

リストランテ　アンティキ 名古屋市東区 上竪杉町２５ 飲食店

Garde－Robe 名古屋市東区 主税町３－２５ ショッピング

Dubonnet 名古屋市東区 主税町３丁目６－２　春田邸 飲食店

一穀一枝 名古屋市東区 主税町４－１３　リヴェール桜　１０３ 飲食店

ナゴヤ学生服東店クリシェ 名古屋市東区 主税町４－３２ ショッピング

太閤本店　主税町店 名古屋市東区 主税町４－７３ 飲食店

ラ・グランターブル　ドゥ　キタムラ 名古屋市東区 主税町４－８４ 飲食店

general hair 名古屋市東区 代官町１－３－４ サービス

海鮮館 名古屋市東区 代官町１５－３ 飲食店

Cinq 名古屋市東区 代官町１７－１５ 飲食店

くすのき市原 名古屋市東区 代官町２４－２３ 飲食店

Tavolacalda　Miyake 名古屋市東区 代官町２７－１２　北條ビルＡ 飲食店

イノーヴェ 名古屋市東区 代官町２９－１８　柴田ビル　１Ｆ 飲食店

割烹 春 名古屋市東区 代官町２９－１８　柴田ビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥ええとこ代官町 名古屋市東区 代官町３２－１１　木村ビル　１Ｆ 飲食店

アンティカローマ 名古屋市東区 代官町３９－１８　日本陶磁器センター　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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丹波 名古屋市東区 出来町３－３－１３ 飲食店

うなぎの西本 名古屋市東区 山口町１６－１４ 飲食店

リカーマウンテン 徳川店 名古屋市東区 徳川１－４０１ ショッピング

地雷也徳川本店 名古屋市東区 徳川１－７３９ ショッピング

焼肉かれら 名古屋市東区 徳川２－１６－１３　シティア－ク徳川　１Ｆ 飲食店

磯部百花園徳川店 名古屋市東区 徳川２－１６－２ ショッピング

メゾン・ド・マルシェ 名古屋店 名古屋市東区 徳川２－１６－６ ショッピング

徳川ホルモンセンター 総本部 名古屋市東区 徳川２－５－２ 飲食店

宝善亭 名古屋市東区 徳川町１０１７ 飲食店

徳川美術館 名古屋市東区 徳川町１０１７ ショッピング

Le Ciel 名古屋市東区 徳川町２００９ 飲食店

Chiaro 名古屋市東区 徳川町２５０１　マルカネビル　１Ｆ 飲食店

COFFEE ROAST 徳川店 名古屋市東区 新出来町１－９－１９　　高木ビル１Ｆ南 ショッピング

ナフコ不二屋大曽根店 名古屋市東区 東大曽根町２１－３ ショッピング

Hair Hall DALI 名古屋市東区 東大曽根町４－１０ サービス

や台ずし 東大曽根町 名古屋市東区 東大曽根町４０－２ 飲食店

サブウェイ 栄ブロッサ店 名古屋市東区 東桜１－１－１０　アーバンネット名古屋ビル
　Ｂ１Ｆ 飲食店

MISS ESSENCE 名古屋市東区 東桜１－１－１０　ブロッサビル　２Ｆ サービス

LOREN3F 名古屋市東区 東桜１－１０－３　ノリタケビル　３Ｆ サービス

フラワーノリタケ 名古屋市東区 東桜１－１０－３　則武ビル ショッピング

焼肉Garden MISAWA 名古屋市東区 東桜１－１０－３－２ 飲食店

神楽家 名古屋市東区 東桜１－１０－６ 飲食店

PASTA9 名古屋市東区 東桜１－１０－９　栄プラザビル　１Ｆ 飲食店

愛知芸文センターアートショップ 名古屋市東区 東桜１－１３－２　Ｂ２Ｆ ショッピング

炭火串焼よね 名古屋市東区 東桜１－１４－１２　イースタンビル１０３ 飲食店

O’RGAR オーガル栄店 名古屋市東区 東桜１－１４－２５　テレピアビル　１Ｆ サービス

HARE／PAN栄店 名古屋市東区 東桜１－１４－２５　テレピアビル１Ｆ 飲食店

CASSA 名古屋市東区 東桜１－１４－２５　テレピアビル３Ｆ ショッピング

LA King 名古屋市東区 東桜１－２－２６　松井ビル　１・２Ｆ サービス

ソウルキッチン 名古屋市東区 東桜１－２－２９ 飲食店

GRAPH 名古屋市東区 東桜１－３－２７　２Ｆ サービス

趣肴あおき 名古屋市東区 東桜１－５－１０　コレクション東桜１Ｆ 飲食店

Neat 名古屋市東区 東桜１－６－３　ユニーブル栄　１Ｆ 飲食店

サミュゼ・アン・トラヴァイヨン 名古屋市東区 東桜１－６－３　ユニーブル栄　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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arteHAIR 名古屋市東区 東桜１－９－１９　成田栄ビル　２Ｆ サービス

e．m．a プレミアムビューティーサロン 名古屋市東区 東桜１－９－２６　一光パーク栄ビル　１Ｆ サービス

CROP 名古屋市東区 東桜１－９－３２　栄ぶへいビル　４Ｆ サービス

GIMMICK pasha 名古屋市東区 東桜１－９－３５　２Ｆ サービス

レストラン　イタリッチ 名古屋市東区 東桜１丁目８－１０　 飲食店

La　Sena 名古屋市東区 東桜２－１２－２１　ｎｅｘｔａｇｅ１　１Ｆ 飲食店

L’atelier K 名古屋市東区 東桜２－１２－２２　水谷ビル　２Ｆ 飲食店

Osteria Amore 名古屋市東区 東桜２－１２－３４　Ｍ’ｓＧＡＲＤＥＮ　Ａ－
１ 飲食店

La Modestie 名古屋市東区 東桜２－１２－３４　エムズガーデン　Ａ－２ 飲食店

すし壱藤 名古屋市東区 東桜２－１３－１　小野平ビル　１Ｆ 飲食店

秀一寿し 名古屋市東区 東桜２－１３－１７ 飲食店

両口屋是清 東新町店 名古屋市東区 東桜２－１３－２１ 飲食店

焼鳥 渡辺 名古屋市東区 東桜２－１４－１０　宝東新ハイツ　１０１ 飲食店

焼肉旬菜 松庵 はらたん堂 名古屋市東区 東桜２－１５－３０ 飲食店

あわ座 名古屋市東区 東桜２－１５－９　ダイヤパレス東桜第二　１
Ｆ 飲食店

民芸割烹八雲 名古屋市東区 東桜２－１６－２５ 飲食店

とんかつ　マ・メゾン　東桜店 名古屋市東区 東桜２－１７－１１ 飲食店

地中海バル eljardin 名古屋市東区 東桜２－１７－１３ 飲食店

漁場　葵店 名古屋市東区 東桜２－１７－１５ 飲食店

お肉とスイーツのお店 Wacca 名古屋市東区 東桜２－１７－１７　レジディア東桜１Ｆ 飲食店

焼鳥 吉祥 名古屋市東区 東桜２－１７－３ 飲食店

東桜瑞穂 名古屋市東区 東桜２－１７－９ 飲食店

韓日亭 名古屋市東区 東桜２－３－４ 飲食店

月の庭 名古屋市東区 東桜２丁目６－１７　エフォ－ト－１Ｆ 飲食店

正文館書店 本店 名古屋市東区 東片端町４９ ショッピング

くすむら本店 名古屋市東区 橦木町３－７９ ショッピング

Studio Como 名古屋市東区 泉１－１－１７　リバーパークヴィレッジ　１
Ｆ ショッピング

レストラン ザンビ 名古屋市東区 泉１－１０－２３　パムスガーデン２－Ａ－２ 飲食店

ORIGIN’S IZUMI 名古屋市東区 泉１－１０－２６　赤堀ビル　２Ｆ サービス

1LDKannex 名古屋市東区 泉１－１２－３３ ショッピング

セントラル・アートビル店 名古屋市東区 泉１－１３－２５　セントラル・アートビル ショッピング

KOCHAB HISAYA 名古屋市東区 泉１－１３－２５　セントラルア－トビル　４
Ｆ サービス

Lithograph 名古屋市東区 泉１－１３－２５　セントラルア－トビル　５
Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ふじ原 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ 飲食店

ラヴニューデ シャンゼリゼ 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ　１０６ 飲食店

ぬくみ 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ　２０３ 飲食店

中国海鮮料理彩華 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツビル　２Ｆ 飲食店

鮨 徳川家 名古屋市東区 泉１－１４－３　ハセガワビル　２Ｆ 飲食店

muku 名古屋市東区 泉１－１４－３　ハセガワビル　２Ｆ サービス

オステリア ラマンテ泉店 名古屋市東区 泉１－１４－３　ハセガワビル１Ｆ 飲食店

トラットリア マッサ 名古屋市東区 泉１－１４－６　パ－クサイト　１Ｆ 飲食店

Ratie 名古屋市東区 泉１－１４－６　パークサイト　２Ａ サービス

BEAUTYLOUNGE AZZURRO 名古屋市東区 泉１－１５－２３　チサンマンション　２Ｆ サービス

settanta 名古屋市東区 泉１－１５－２３　チサンマンション栄リバー
パーク　１Ｆ 飲食店

アトリエ ヌーヴォー泉 名古屋市東区 泉１－１５－２３　チサンマンション栄リバー
パーク　１Ｆ ショッピング

井手ちゃんぽん 名古屋市東区 泉１－１６－１３ 飲食店

BARRIQUE 名古屋市東区 泉１－１７－１５　Ｔ・Ｙビル 飲食店

鉄板ふくみみ 泉1丁目店 名古屋市東区 泉１－１７－２５　ＹＥＥＰＯＴＡビル　２Ｆ 飲食店

ハウハイザムーン 名古屋市東区 泉１－１７－２５　イープオオタビル　１Ｆ 飲食店

レストラン尾乃道 名古屋市東区 泉１－１７－２９ 飲食店

BAR un cedre 名古屋市東区 泉１－１７－３　オレンジタウン２Ｆ 飲食店

L’atelier 泉 名古屋市東区 泉１－１７－３　オレンジタウン２Ｆ 飲食店

すし処水乃 名古屋市東区 泉１－１７－３　オレンジタウンビル　２Ｆ 飲食店

別邸 豚道 泉 名古屋市東区 泉１－１７－３２ 飲食店

reiz 名古屋市東区 泉１－１７－３８　グリーンハイツリバーパー
ク泉 サービス

さいたにや泉店 名古屋市東区 泉１－１７－３８　グリーンハイツリバーパー
ク泉　１Ｆ 飲食店

ムガルパレス1号店泉 名古屋市東区 泉１－１８－３２　ポルタピアビル１Ｆ 飲食店

うなぎのしろむら 名古屋市東区 泉１－１８－４１　エスポア泉１Ｆ 飲食店

WECXII 名古屋市東区 泉１－１９－１０　ＦＯＮＴＡＮＡ　２０２ サービス

エピキュール モア 名古屋市東区 泉１－１９－１２　プラチナム　１Ｆ 飲食店

サンモリッツ名古屋高岳本店 名古屋市東区 泉１－２０－２６　ハヤカワビル 飲食店

DINING六区 名古屋市東区 泉１－２０－６　エミール泉１Ｆ 飲食店

Donna luce 名古屋市東区 泉１－２１－１０　スタメンビル　１Ｆ 飲食店

ネイルサロンビーンズ 名古屋市東区 泉１－２２－２６　Ｎ．Ｓ．ＺＥＡＬ泉 サービス

焼肉東郷泉店 名古屋市東区 泉１－２２－２８ 飲食店

李昇 本館 名古屋市東区 泉１－２２－３６ 飲食店

メナード ビレック 名古屋市東区 泉１－２２－７ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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すし旬 名古屋市東区 泉１－２３－１　ボイスビル　１Ｆ 飲食店

SCORA 名古屋市東区 泉１－２３－１　ボイスビル　２Ｆ サービス

RICHEL 名古屋市東区 泉１－２３－１　ボイスビル　５Ｆ サービス

アイリッシュネイル久屋大通店 名古屋市東区 泉１－２３－１　ボイスビル　６Ｆ サービス

Alto e Diritto 名古屋市東区 泉１－２３－２ ショッピング

Cafe＆Bar PERMS 名古屋市東区 泉１－２３－３６ 飲食店

SHANTI 名古屋市東区 泉１－２３－３７　パシフィックカレッジビル
　１Ｆ サービス

FourCorners Cut Shop 名古屋市東区 泉１－３－７　第一戸嶋屋ビル　１Ｆ サービス

うな春 名古屋市東区 泉１－７－３２　ラッフル泉　１Ｆ 飲食店

Barbassano 名古屋市東区 泉１－７－３２　ラッフル泉　２Ｆ 飲食店

牛追道中 名古屋市東区 泉１－９－２１ 飲食店

もち源 名古屋市東区 泉１丁目１１－８　 ショッピング

昇家 泉 名古屋市東区 泉１丁目１２－６ 飲食店

CAFE＆STOREベベのおそうざい 名古屋市東区 泉２－１－２７ ショッピング

鮨いずみ 名古屋市東区 泉２－１－２８　ＶｉａｒｅＳｔｒｉａ　２Ｄ 飲食店

味感 ことほぎ 名古屋市東区 泉２－１－２８　ヴィアーレストリア　２Ａ－
２ 飲食店

Salon inacheve 名古屋市東区 泉２－１－２８　ヴィアーレストリア　２Ｆ　
Ｂ号室 飲食店

NailSalonLamer 名古屋市東区 泉２－１－２８　ヴィアーレストリア　８０１ サービス

ステーキハウスインディアンズ東片端店 名古屋市東区 泉２－１－３ 飲食店

Lechinois　Sano　IZumi 名古屋市東区 泉２－１７－１７　ヴィアーレバグース　１Ｆ 飲食店

レストランジャングルジャップ 名古屋市東区 泉２－２３－８　タウンマンション泉１Ｆ 飲食店

牛亭 名古屋市東区 泉２－２６－５ 飲食店

割烹ほその 名古屋市東区 泉２－２８－１２　アクセス泉　１Ｆ　Ａ 飲食店

神戸亭 名古屋市東区 泉２－２８－２４　東和高岳ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

とり料理 まさ 名古屋市東区 泉２－７－１６　スズキビル　１Ｆ 飲食店

創作串揚げ つだ 名古屋市東区 泉２－８－２　ALAＡ泉１Ｆ 飲食店

ワインバーヴァンビック 名古屋市東区 泉２－８－２　ALA泉ビル１Ｆ 飲食店

ilAOYAMACucinaitalia 名古屋市東区 泉２－８－７　高木ビル　１Ｆ 飲食店

名古屋コーチン鳥ふく 名古屋市東区 泉３－１－２　ライオンズマンション橦木　１
Ｆ

エンターテイメン
ト

うめもと 名古屋市東区 泉３－１１－２７　クレスト泉　１Ｆ 飲食店

おん喰 せき尾 名古屋市東区 泉３－２４－１２　渡辺ビル１Ｆ東 飲食店

テーラ・テール 名古屋市東区 泉３－２８－３　Ｂ１Ｆ 飲食店

山人昔楼 名古屋市東区 白壁３－２６－２３ 飲食店

amof 名古屋市東区 白壁３－５－１　ＣＨ白壁　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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affection 大曽根 名古屋市東区 矢田１－１６－４９ サービス

プチフレーズ大曽根店 名古屋市東区 矢田１－３－２５ 飲食店

クラフト ナゴヤドーム西店 名古屋市東区 矢田南３－１ ショッピング

びっくりドンキー矢田店 名古屋市東区 矢田南３－３－２ 飲食店

天ぷらやじま。 名古屋市東区 砂田橋５－２－１０　ロアールビル１Ｆ 飲食店

寿し　やじま。 名古屋市東区 砂田橋５－２－７　レジュネミズノ　１Ｆ 飲食店

美濃路 砂田橋店 名古屋市東区 砂田橋５－３－７ 飲食店

ウインナー美容室 本店 名古屋市東区 筒井１－１０－３０ サービス

MYAGDI 名古屋市東区 筒井１－１２－３０　コーポラ建中１Ｆ 飲食店

マルミツ青果 名古屋市東区 筒井１－１４－１７　マルミツビル ショッピング

mili．Mili 名古屋市東区 筒井２－１０－６　ハウス１０８　１１０ サービス

LENTO hair 名古屋市東区 筒井２－４－２６ サービス

焼肉龍音 名古屋市東区 筒井２－６－４１ 飲食店

や台ずし 車道町 名古屋市東区 筒井２－８－１８ 飲食店

有限会社 くるま寿し 名古屋市東区 筒井２－９－８　メゾン車道　１Ｆ 飲食店

Freedom千種店 名古屋市東区 筒井３－１５－１６　マツダビル　１Ｆ サービス

焼肉小次郎 名古屋市東区 筒井３－１６－１０　第９WING赤萩Ｂ１Ｆ 飲食店

Lino gimmick 名古屋市東区 筒井３－２６－１０　リムファーストビル　１
Ｃ サービス

パスタ ピッコラ ドゥエ 名古屋市東区 筒井３－２６－２７ 飲食店

すし世界 名古屋市東区 筒井３－２９－１２　第三貞和ビル　１Ｆ 飲食店

鮨てんび 名古屋市東区 筒井３－３０－２ 飲食店

飲喰三昧　すし旬 名古屋市東区 筒井３－３４－１２　マルイチビル　１Ｆ 飲食店

サンセリテ 名古屋市東区 筒井３－３４－２　赤萩サンプラザ西棟　１Ｆ 飲食店

や台ずし 赤萩町 名古屋市東区 筒井町３－３０－１２　１　階 飲食店

despacio 名古屋市東区 芳野３－１０－２１ サービス

備長炭焼肉 竹千代 名古屋市東区 葵１－１－２０ 飲食店

TeruCafe 名古屋市東区 葵１－１－５　プラザフェニックス葵　１Ｆ 飲食店

アプンティート 名古屋市東区 葵１－１４－２０　Ｅｓｔｙ・Ｍａｉｓｏｎ・
ＡＯＩ　１３０１ ショッピング

Trattoria LaMusica 名古屋市東区 葵１－１５－１３　The office葵１Ｆ 飲食店

eau 名古屋市東区 葵１－１５－１７　アミュ－ズビル　１Ｆ 飲食店

DIAMANT葵店 名古屋市東区 葵１－１７－１４　ＨＥＲＢＥ葵　２Ｆ サービス

やきとりおでん 大賛成 名古屋市東区 葵１－１７－２４　Ｃ＆Ｓ葵　１Ｆ 飲食店

LOAOL AOI 名古屋市東区 葵１－１７－２４　Ｃ＆Ｓ葵　２Ｆ サービス

レストラン壺中天 名古屋市東区 葵１－１９－３０　マザックアートプラザ　Ｂ
２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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トラットリア　トペ 名古屋市東区 葵１－１９－３０　マザックアートプラザ　Ｂ
２Ｆ 飲食店

レストランバーメサイア 名古屋市東区 葵１－２６－１０ 飲食店

篠田商会 名古屋市東区 葵１－２６－１４ ショッピング

焼とりてっぱん 葵町 名古屋市東区 葵２－１４－７ 飲食店

茶縁 名古屋市東区 葵２－９－１５ 飲食店

デリカキッチン 車道 名古屋市東区 葵３－１０－４　グランエスポワール車道　１
Ｆ ショッピング

VANCOUNCIL 千種 名古屋市東区 葵３－１４－２２　ウィステリア千種　１Ｆ サービス

坂角総本舗 葵店 名古屋市東区 葵３－１８－１５　坂角葵ビル　１Ｆ ショッピング

はんこ屋さん21 東店 名古屋市東区 赤塚町１８ ショッピング

ぶんぶく寿司 名古屋市東区 赤塚町２－２１ 飲食店

パティスリ－リム－ザン 名古屋市東区 飯田町１２ ショッピング

豆腐懐石 くすむら 名古屋市東区 飯田町５６ 飲食店

ナフコ不二屋南陽店 名古屋市港区 七反野１－１１０８ ショッピング

アルティザン美容室 名古屋市港区 七反野２丁目１６０１　セブンスズキ３ サービス

鉄板 久 名古屋市港区 七番町５丁目５－１ 飲食店

プラスリビング みなと店 名古屋市港区 中川本町４－１－１ ショッピング

酒やビック港店 名古屋市港区 入場１－２０７ ショッピング

エマ ビビッド〔港店〕 名古屋市港区 入場１－４２７ サービス

中国食房凛 名古屋市港区 入船２丁目２－６　 飲食店

服部家具センター本社 名古屋市港区 六軒家５１１ ショッピング

服部家具センター本店 名古屋市港区 六軒家５１１ ショッピング

美濃路 築地口店 名古屋市港区 名港１－１２１６－１ 飲食店

藤一番 十一屋店 名古屋市港区 善進本町５３７ 飲食店

ミンツストア大江 名古屋市港区 大江町１０ ショッピング

salon de Clover 名古屋市港区 宝神３－１３０２ サービス

琉球ダイニング チュラ 名古屋市港区 小碓１丁目５５７　鬼頭本社ビル１Ｆ 飲食店

ブローニュの森 名古屋市港区 小碓２－２０４ 飲食店

アミカ港当知店 名古屋市港区 小碓３－２７２ ショッピング

赤から 愛知当知店 名古屋市港区 小碓３－３０８ 飲食店

魚処はしもと 名古屋市港区 小碓４－２１－１　ガーデンヒルズ光１Ｆ 飲食店

parts shop マンモス 名古屋市港区 川西通３－４ ショッピング

炭火焼肉ゆたか 名古屋市港区 当知１－１２０１　松寿ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉工房やきやみなと 名古屋市港区 当知２－１７１１ 飲食店

サンワ当知店 名古屋市港区 当知４－１０３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Aguhairpalm名古屋競馬場前 名古屋市港区 当知４－１０６　Ｔ．ＴＯＲＩＹＡＭＡビル　
２Ｂ サービス

ナフコ不二屋当知店 名古屋市港区 明正１２３４ ショッピング

バイクワールド名古屋みなと店 名古屋市港区 木場町８－１７ ショッピング

ラジコン天国名古屋店 名古屋市港区 木場町９－１ ショッピング

焼肉の国よってっ亭 名古屋市港区 本宮新町３０ 飲食店

肉匠坂井 港店 名古屋市港区 本宮町８－４６ 飲食店

KASERYA MINATOTEN 名古屋市港区 油屋町１－３０ ショッピング

あみやき亭 港当知店 名古屋市港区 油屋町１－３１－１ 飲食店

Bay salon TAKAMI 名古屋市港区 油屋町２－５９－１ サービス

港キリン 名古屋市港区 浜２－２－８ 飲食店

美濃屋商店 名古屋市港区 港栄３－２－５ ショッピング

焼肉や巧 名古屋市港区 港楽１－１２－７　フレンドシップ１Ｆ 飲食店

レッドロブスター 名古屋市港区 港町１－７　ＪＥＴＴＹウェスト　２Ｆ 飲食店

キャッツガーデン 名古屋市港区 港町１－７　ＪＥＴＴＹノース 飲食店

あんかけFACTORY 名古屋市港区 港町１－７　ジェティウエスト 飲食店

男の店JINBAY 名古屋市港区 甚兵衛通２－２－１ ショッピング

あみやき亭 港知多店 名古屋市港区 知多２－１０１ 飲食店

びっくりドンキー港名四店 名古屋市港区 神宮寺１－１０６－１ 飲食店

かつや 名古屋名四港 名古屋市港区 神宮寺１－４０２－１ 飲食店

ナフコ不二屋宝神店 名古屋市港区 稲永５－１１－１ ショッピング

ふしぎなおみせZAKZAK港店 名古屋市港区 築盛町１２０ ショッピング

あみやき亭 港築盛店 名古屋市港区 築盛町３ 飲食店

曉茶 メイカーズピア店 名古屋市港区 金城ふ頭２－７－１ 飲食店

B CAFE 名古屋市港区 金城ふ頭２－７－１　メーカーズピア 飲食店

鉄板居酒屋やまや 名古屋市熱田区 一番１－５－１２ 飲食店

リカーマウンテン日比野店 名古屋市熱田区 中出町１－１０ ショッピング

Hair space A・I・R 名古屋市熱田区 中出町１－２０ サービス

Ruka 名古屋市熱田区 中出町１－２６－４ ショッピング

ベーリングプラント 名古屋市熱田区 中田町８－２４ 飲食店

大東飯店 名古屋市熱田区 五番町１８－１６　三浦ビル 飲食店

魚忠 熱田店 名古屋市熱田区 伝馬町２－３－５ 飲食店

アイラッシュサロン サラ 名古屋市熱田区 八番２－１－１６　１Ｆ サービス

pasadyna 名古屋市熱田区 六番２－８－２０　グランドハイツ六番町　１
Ｆ　南 サービス

シャカJY熱田店 名古屋市熱田区 六野１－２－２４　ベレ－サ熱田　１Ｆ　１０
３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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zenzero　神宮店 名古屋市熱田区 六野２－６－１３ 飲食店

デリカキッチン 日比野 名古屋市熱田区 千代田町１７　大名古屋食品卸センター　１Ｆ ショッピング

肉の三河屋日比野店 名古屋市熱田区 千代田町１７－８ ショッピング

中国料理　日月楼 名古屋市熱田区 四番１－９－１９ 飲食店

ジョイフル＆Well 1 名古屋市熱田区 四番２－１－１５ サービス

寿司処　角　日比野店 名古屋市熱田区 大宝１－１－１　ヴェルクレート日比野Ａ　１
Ｆ 飲食店

ヘアースペースリジェール日比野店 名古屋市熱田区 大宝１－１－１　ｳﾞｪﾙｸﾚｰﾄ日比野A棟012 サービス

インテリアスタジオ ココフェス 熱田店 名古屋市熱田区 大宝２－４－２２　コジマ×ビッックカメラ熱田
店　２Ｆ ショッピング

Laffy 名古屋市熱田区 大宝４－１－１１ サービス

寿司丸忠　新尾頭店 名古屋市熱田区 尾頭町２－１４ 飲食店

メンズ美容室 名古屋市熱田区 比々野町５９－３　タカミビル　２Ｆ サービス

餅屋文蔵の店 名古屋市熱田区 池内町５－１２ 飲食店

妙香園 名古屋市熱田区 沢上２－１－４４ ショッピング

宮きしめん 伊兵衛 名古屋市熱田区 沢上２－５－２４ 飲食店

宮きしめん 伊兵衛 名古屋市熱田区 沢上二丁目５番２４号 ショッピング

支留比亜珈琲店 金山店 名古屋市熱田区 沢下町５－５　Ｓｏｎｏｓａｋｉ１金山　１Ｆ 飲食店

Natura 金山店 名古屋市熱田区 波寄町２１－１３　２Ｆ サービス

イースタイルガーデン 名古屋市熱田区 波寄町２３－８ サービス

doc． 名古屋市熱田区 波寄町９－１７ サービス

蓬莱軒　神宮店 名古屋市熱田区 神宮２－１０－２６ 飲食店

あつた 辨天 名古屋市熱田区 神宮３－７－１　べんてんビル　３Ｆ 飲食店

蓬莱陣屋 名古屋市熱田区 神戸町５０３ 飲食店

MARKS CAFE 名古屋市熱田区 西野町１－７５ 飲食店

弌鳥 名古屋市熱田区 金山町１－１２－４ 飲食店

たぬきraccoondog 名古屋市熱田区 金山町１－１４－６晃麗ビル３階 飲食店

TEPPAN EN 名古屋市熱田区 金山町１－１５－２０　ひかるビル　５Ｆ 飲食店

豊味韓 名古屋市熱田区 金山町１－１６－３ 飲食店

レイフィールド金山店 名古屋市熱田区 金山町１－２－２６　ヤガミ金山ビル　２Ｆ サービス

欧風居酒屋　サヴアサヴア 名古屋市熱田区 金山町１－２－８　ジャルダン金山　２Ｆ 飲食店

四川菜園金山店 名古屋市熱田区 金山町１－２０１　金山スクエアビル　２Ｆ 飲食店

ラパンセオランジュ 名古屋市熱田区 金山町１－３－６　２Ｆ サービス

ネイルサロンBrille 名古屋市熱田区 金山町１－３－６　金山ブリッジビル　６Ｆ サービス

アンナンブルーノンカフェ 名古屋市熱田区 金山町１－４－１　ビルディング第一金山　１
Ｆ 飲食店

TECHRISE kanayama 名古屋市熱田区 金山町１－６－１７　第七野辺ビル　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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T．STAGE 名古屋市熱田区 金山町１丁目６－１５Ｌｉｖｉｏｎ金山ＥＡＳ
Ｔ サービス

一鳳 名古屋市熱田区 金山町２－２－１ 飲食店

炭火焼きてり串金山店 名古屋市熱田区 金山町２－４－１ 飲食店

ギャルリ-·ドゥ·カツァラス 名古屋市瑞穂区 上山町２丁目９－２ ショッピング

寿司のあおやま 名古屋市瑞穂区 上山町３－１５－１ 飲食店

焼肉料理 大香園 名古屋市瑞穂区 下坂町１－２９ 飲食店

シュリンプ桜山店 名古屋市瑞穂区 中山町１－１８　スペリア中山　１Ｆ サービス

K－one瑞穂高辻店 名古屋市瑞穂区 二野町６０３ ショッピング

日本料理蓬莱 名古屋市瑞穂区 八勝通２－１４ 飲食店

コンフェティつばき山下通店 名古屋市瑞穂区 八勝通３－１７ サービス

ア’メルベイユ 名古屋市瑞穂区 初日町２－６９ 飲食店

南山　吉扇 名古屋市瑞穂区 南山町１８－２２　 飲食店

堀田ホルモン 名古屋市瑞穂区 塩入町４－１０ 飲食店

らーめん登 名古屋市瑞穂区 塩入町４－１０　びい７堀田 飲食店

プライベ－トサロンカレン 名古屋市瑞穂区 大喜町３丁目６　フォレストイン瑞穂１０２ サービス

スーパーヤマダイ 瑞穂店 名古屋市瑞穂区 大喜町６－２２ ショッピング

焼肉大門 名古屋市瑞穂区 妙音通３－１０－２ 飲食店

ワークショップナップ 妙音通店 名古屋市瑞穂区 妙音通３－１７ ショッピング

酒ゃビック妙音通店 名古屋市瑞穂区 妙音通３－２８ ショッピング

あみやき亭 妙音通店 名古屋市瑞穂区 妙音通３－３５ 飲食店

オリジン 名古屋市瑞穂区 妙音通４－２９ サービス

寿司ダイニングまぐろや石亭 名古屋市瑞穂区 妙音通４－４２－１　コスモパレス１Ｆ 飲食店

AVANZAR HAIR 名古屋市瑞穂区 姫宮町１－４７－１　第２新瑞１Ｆ サービス

フィーネデルモンド 名古屋市瑞穂区 姫宮町２－７５－２　ネオ新瑞　１０２５ 飲食店

GALANTERIE 名古屋市瑞穂区 弥富通１－２－１　サウザンドワン１Ｆ サービス

glambyREIELEGANCE 名古屋市瑞穂区 彌富町円山５－１ サービス

美容室QUOKKA 名古屋市瑞穂区 彌富町月見ヶ岡３－２　八勝ビル１Ｆ サービス

ひつまぶし う家 名古屋市瑞穂区 彌富町桜ヶ岡６ 飲食店

ASCH 八事店 名古屋市瑞穂区 彌富町清水ヶ岡４１－１ サービス

パテスリー・シェ・コーベ 名古屋市瑞穂区 彌富町緑ヶ岡２ 飲食店

かつや 名古屋弥富通 名古屋市瑞穂区 彌富通１－１４ 飲食店

焼き肉ホルモンまる金 名古屋市瑞穂区 彌富通５－５９ 飲食店

有限会社ティンカーベル 名古屋市瑞穂区 彌富通５－６ サービス

寿司森島 名古屋市瑞穂区 惣作町１－２７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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南月 名古屋市瑞穂区 新開町２８－２６ 飲食店

春勢 名古屋市瑞穂区 明前町１－８　グレース堀田　１Ｆ エンターテイメン
ト

三河屋 名古屋市瑞穂区 明前町１３－３３ 飲食店

Patisserie MiuLa 名古屋市瑞穂区 松栄町２－９９　梅雲マンション　１０４ 飲食店

寿司丸忠　桜山店 名古屋市瑞穂区 桜見町１－１－１２ 飲食店

フローリスト ナガイ 名古屋市瑞穂区 桜見町２－１３－３　ティージェビバンテ ショッピング

トップフルーツYAOBUN 名古屋市瑞穂区 汐路町１－５ ショッピング

鶏笑名古屋瑞穂店 名古屋市瑞穂区 汐路町４丁目２２　 ショッピング

レイフィールド新瑞橋店 名古屋市瑞穂区 洲山町２－２０－１ サービス

affect 名古屋市瑞穂区 洲山町２－２６－２　白木ビル　１・２Ｆ サービス

や台ずし 新瑞橋町 名古屋市瑞穂区 洲山町２－３２ 飲食店

THEBROWNESALON 名古屋市瑞穂区 洲雲町４－５８－１ サービス

アミカ堀田店 名古屋市瑞穂区 牛巻町３０９丁目１ ショッピング

山田餅本店 名古屋市瑞穂区 瑞穂通１－１８ 飲食店

うなぎ茶屋 あんず 名古屋市瑞穂区 瑞穂通１－２０　ライオンズマンション瑞穂通
　１Ｆ　テナント 飲食店

ピッツァ サルヴァトーレ クオモ 瑞穂 名古屋市瑞穂区 瑞穂通２－２－２　サニーストン瑞穂 飲食店

きずなや 名古屋市瑞穂区 瑞穂通６－１９　瑞和ビル　１Ｆ 飲食店

海山　Koujirou 名古屋市瑞穂区 瑞穂通７丁目７－１　 飲食店

山田餅新瑞店 名古屋市瑞穂区 瑞穂通８－２２ 飲食店

MUSE新瑞橋店 名古屋市瑞穂区 瑞穂通８－５　ウサミアラタマビル　１Ｆ サービス

プレストン 2 名古屋市瑞穂区 田辺通１－１５　リバーサイドヴュー・　１０
２ ショッピング

SAVOYHAIRDRESSING 名古屋市瑞穂区 田辺通２－２７ サービス

HARE／PAN瑞穂店 名古屋市瑞穂区 田辺通２－２７ 飲食店

alfRedtva 名古屋市瑞穂区 田辺通４－２４－３　ハートイン田辺　１Ｆ サービス

まぐろや　石亭 名古屋市瑞穂区 田辺通６－３２ 飲食店

飛騨牛焼肉・すき焼き・しゃぶしゃぶ 丸明 名古屋市瑞穂区 甲山町１－６ 飲食店

丸明 瑞穂店 名古屋市瑞穂区 甲山町１－８ ショッピング

炭火焼肉 煖 名古屋市瑞穂区 石田町１－２０ 飲食店

近江屋精肉店 瑞穂店 名古屋市瑞穂区 萩山町２－１８－２ ショッピング

安江 名古屋市瑞穂区 陽明町２－３２ 飲食店

磯部百花園本店 名古屋市瑞穂区 雁道町２－４－７ ショッピング

DELA by afloat 名古屋市緑区 ほら貝２－２ サービス

寿司丸忠　滝の水店 名古屋市緑区 万場山１－１８１４ 飲食店

BoConcept Nagoya 名古屋市緑区 万場山１－２２０７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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レイフィールド 滝の水店 名古屋市緑区 上旭１－１６１０ サービス

U Hair 滝ノ水店 名古屋市緑区 上旭１－６１１ サービス

ASCH滝の水店 名古屋市緑区 上旭２－１０５ サービス

お好み焼・鉄板焼　きん太　名古屋緑店 名古屋市緑区 乗鞍２－１５０３－２ 飲食店

HARD・OFF OFFHOUSE徳重店 名古屋市緑区 乗鞍３－１６５ ショッピング

おしわら 名古屋市緑区 亀が洞１－１０４ 飲食店

PINEDE 徳重店 名古屋市緑区 亀が洞１－４０９ 飲食店

焼肉きんぐ 名古屋徳重店 名古屋市緑区 亀が洞１－５０４ 飲食店

ATEASYヒルズウォーク徳重 名古屋市緑区 元徳重１－５０５ ショッピング

DECO 名古屋市緑区 八つ松１－１９０７ サービス

パリジャンパーペチュアル 名古屋市緑区 八つ松１丁目１０１　パリジャンパーペチュア
ル 飲食店

スーパーヤマダイ 鳴海店 名古屋市緑区 六田１－３ ショッピング

炭火焼鳥 鶏火 名古屋市緑区 南大高１－１００３ 飲食店

U－HAIR大高 名古屋市緑区 南大高３－７０５ サービス

トーカイ 有松ジャンボリー店 名古屋市緑区 南陵６０１　有松ジャンボリー内 ショッピング

回転割烹寿司御殿有松店 名古屋市緑区 境松２－５１０ 飲食店

ザ・アミーゴス大高店 名古屋市緑区 大高町上塩田２６－１ ショッピング

アストロプロダクツ 名古屋緑店 名古屋市緑区 大高町中川１８－１ ショッピング

ワークショップ男の店 大高店 名古屋市緑区 大高町杁前２２ ショッピング

スーパーヤマダイ うばこ店 名古屋市緑区 姥子山２－１６１１ ショッピング

お好み焼 六三 緑店 名古屋市緑区 小坂２－１９１５ 飲食店

ラの壱鳴海店 名古屋市緑区 左京山３０３５ 飲食店

やきとり大吉左京山駅店 名古屋市緑区 左京山４０２　 飲食店

mata－L23（マターエル） 名古屋市緑区 平手北２－１１５ サービス

Rian 徳重 名古屋市緑区 徳重１－８１５ サービス

久米珈琲 名古屋市緑区 文久山１０１０　 飲食店

Cafe＆bar　REVEUR 名古屋市緑区 曽根１丁目１３３　メゾン曽根１－Ｃ 飲食店

カフェダイニング 庄九郎 名古屋市緑区 有松１８０４ 飲食店

ソングドリーム名古屋 名古屋市緑区 有松１９０６ ショッピング

やきとり大吉 有松駅前店 名古屋市緑区 有松２３０２　福岡ビル　１Ｆ 飲食店

パティスリ-ル-プ 名古屋市緑区 有松愛宕１２０１ 飲食店

鮨処　たつみ 名古屋市緑区 有松愛宕１４０５ 飲食店

NAPhair bocco 名古屋市緑区 東神の倉３－３５０９ サービス

餅文総本店 桃山店 名古屋市緑区 桃山１－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヘアーサロン いいだ 名古屋市緑区 桃山４－１２７ サービス

Cafeオムレット 名古屋市緑区 桶狭間切戸１２０４ 飲食店

赤から 有松インター店 名古屋市緑区 桶狭間切戸１３０８ 飲食店

楽一楽座　桶狭間店 名古屋市緑区 桶狭間森前１０５ 飲食店

NUDECOLOR 名古屋市緑区 桶狭間森前２１３ サービス

ラミューズヘアー 名古屋市緑区 桶狭間神明３７１３ サービス

Aguhairsol桶狭間 名古屋市緑区 桶狭間神明４０１３ サービス

華花 緑店 名古屋市緑区 横吹町２０１３ 飲食店

Dress 名古屋市緑区 武路町１２２ サービス

biss 名古屋市緑区 水広１－１０２８ サービス

BUSH水広店 名古屋市緑区 水広３－７１６ サービス

酒ゃビック滝ノ水店 名古屋市緑区 池上台３－２７ ショッピング

わくわく広場なるぱーく店 名古屋市緑区 浦里３－２３２ ショッピング

アミカ緑浦里店 名古屋市緑区 浦里５－３４８－１ ショッピング

宗家源吉兆庵 滝ノ水店 名古屋市緑区 滝ノ水１－５０８ 飲食店

楽一楽座　滝の水店 名古屋市緑区 滝ノ水１－９０１ 飲食店

TJ天気予報 7t 名古屋市緑区 滝ノ水１－９０３ サービス

ジムキング 滝の水店 名古屋市緑区 滝ノ水２－２０１－１ ショッピング

バディヘアスパ 名古屋市緑区 滝ノ水３－１０２ サービス

花の木の実 名古屋市緑区 滝ノ水５－２１１１　ハ－ヴェスト滝ノ水　１
Ｆ ショッピング

上海スパイス滝ノ水店 名古屋市緑区 滝ノ水５－２５０７ 飲食店

ヘアーサロンハラダ 滝ノ水店 名古屋市緑区 滝ノ水５－８０１ サービス

あみやき亭 潮見が丘店 名古屋市緑区 潮見が丘２－９ 飲食店

Renatahair 名古屋市緑区 熊の前１－１５１８　オーヴァルテラス２Ｆ サービス

大問屋神の倉事業本部 名古屋市緑区 熊の前２－７０５ ショッピング

神の倉ホルモン 名古屋市緑区 白土７０３ 飲食店

felice nail 名古屋市緑区 相川３－１９ サービス

グランドビューティーB’s緑店 名古屋市緑区 相川３－２３３ サービス

Santa Hair 名古屋市緑区 神の倉４－１８０ サービス

こうずし 名古屋市緑区 神沢１－３０８－２ 飲食店

BoulangerieBENKEI滝ノ水 名古屋市緑区 神沢３－２０１８ 飲食店

正文館書店 緑区グリーンプラザ店 名古屋市緑区 篠の風２－２５１　平和堂名古屋グリーンプラ
ザ店内 ショッピング

まぐろや石亭緑店 名古屋市緑区 篭山３－２０１　１Ｆ 飲食店

支留比亜珈琲 篭山店 名古屋市緑区 篭山３－３１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ピザハット平手店 名古屋市緑区 細口１－１０１４ ショッピング

やさい家 咲くゑ 名古屋市緑区 藤塚１－３０１ 飲食店

カフェダウニー神の倉店 名古屋市緑区 藤塚２－１０５ 飲食店

パティスリー ルルット 名古屋市緑区 藤塚２－１０９ 飲食店

メガ インディアンズ ステーキハウス白土店 名古屋市緑区 藤塚２丁目１２０１ 飲食店

Vie Avance 名古屋市緑区 西神の倉１－３０２　グランドメゾン神の倉 飲食店

支留比亜珈琲 神ノ倉店 名古屋市緑区 西神の倉１－３１８ 飲食店

和牛もつ鍋処 鍋光 名古屋市緑区 西神の倉２－１８０１－３ 飲食店

ヘアーサロン メープル 名古屋市緑区 西神の倉２－２０１　ローズガーデン１０２ サービス

ヘア－サロン　メ－プル 名古屋市緑区 西神の倉２丁目２０１　ロ－ズガ－デン１０２ サービス

SOMEDAY 名古屋市緑区 鎌倉台２－１７０８ サービス

ハードオフ みどり店 名古屋市緑区 青山２－２３８ ショッピング

焼肉 澄 名古屋市緑区 鳥澄１－５２０　ラウム鳥澄　１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン 鳴子店 名古屋市緑区 鳴子町４－２９　第四カンテ　１Ｆ ショッピング

しみずや 名古屋市緑区 鳴子町４－６４－１ ショッピング

うみっ子大高 名古屋市緑区 鳴海町下汐田６８－１２７８－１ 飲食店

トップヘアー スパ＆リゾート 名古屋市緑区 鳴海町中汐田３６ サービス

かつや名古屋鳴海店 名古屋市緑区 鳴海町京田３ 飲食店

COCO野並店 名古屋市緑区 鳴海町古鳴海８－１　サンライズパレス１Ｆ サービス

ヤマダイベルデ 鳴海駅店 名古屋市緑区 鳴海町向田１－３ ショッピング

ふじ寿し 名古屋市緑区 鳴海町有松裏２６－１ 飲食店

藤一番 野並南店 名古屋市緑区 鳴海町杜若１１１－１ 飲食店

焼肉 雅 名古屋市緑区 鳴海町杜若３８－２ 飲食店

TJ天気予報 徳重店 名古屋市緑区 鳴海町神ノ倉３－３４３ サービス

おしょくじ処 今 名古屋市緑区 鳴海町細根１６－７ 飲食店

日本料理 小や町 名古屋市緑区 鳴海町細根１６－９ 飲食店

焼肉 鳴萬 名古屋市緑区 鳴海町花井町６２ 飲食店

アトリエ ド ガレ 名古屋市緑区 鴻仏目１－２０４ サービス

びっくりドンキー鳴海店 名古屋市緑区 鴻仏目２－２０７ 飲食店

gigshair 名古屋市緑区 鶴が沢１－１０１　徳重セントラルビル　１Ｆ サービス

サンレジャン 徳重店 名古屋市緑区 鶴が沢１－２３１０ ショッピング

ピッツェリアマリノ 緑店 名古屋市緑区 鶴が沢２－１１１３ 飲食店

アコーズ徳重 名古屋市緑区 黒沢台４－１２１０ サービス

京菓子司 亀広良 名古屋市西区 上名古屋１－９－２６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉 金の城 名古屋市西区 上名古屋２－１９－１３ 飲食店

焼肉 たけのうち 名古屋市西区 上名古屋２－２１－２ 飲食店

やいてこちゃん 名古屋市西区 上名古屋２－５－２ 飲食店

寿司丸忠　浄心店 名古屋市西区 上名古屋２－５－３ 飲食店

海鮮旬菜 一屋 名古屋市西区 上名古屋３－２５－１７　第１０猪村ビル１Ｆ 飲食店

PRECIOUSHAIR浄心 名古屋市西区 上名古屋３－２５－３５ サービス

Hair＆MakeCumplir 名古屋市西区 上名古屋４－１７－２０　アークヒル　１Ｆ サービス

あみやき亭 堀越店 名古屋市西区 上堀越町２－９－３ 飲食店

マルツ名古屋小田井店 名古屋市西区 上小田井２－３３０－１ ショッピング

国産牛しゃぶしゃぶふふふ小田井店 名古屋市西区 中小田井２－４５２ 飲食店

あみやき亭 小田井店 名古屋市西区 中小田井２－４５２ 飲食店

REAL hair works 名古屋市西区 中小田井２－４６１ サービス

馳走家 創め 名古屋市西区 中小田井２－４６１　コ－ポ深見　１－Ｂ 飲食店

garrnish 名古屋市西区 中沼町１３－１ サービス

焼肉 小松園 名古屋市西区 児玉２－２３－２ 飲食店

魚忠 名古屋西店 名古屋市西区 児玉３－４０－１ 飲食店

ラトリエ・ドゥ・ミッシェル・ブラン 名古屋市西区 児玉３－６－１１ 飲食店

和食房味彩 名古屋市西区 八筋町２２０ 飲食店

椿山 名古屋市西区 則武新町１－３－５ 飲食店

ミュ－ズ・ティ－ル－ム 名古屋市西区 則武新町１丁目３３番１４号　 飲食店

レストラン　ブリックエイジ 名古屋市西区 則武新町４－１－３５　産業技術記念館内 飲食店

串かつ きむら 名古屋市西区 則武新町４－１－４３　嶋谷ビル　１Ｆ 飲食店

シャンティ－ヒラノ 名古屋市西区 名西１－２３－３ ショッピング

味波　押切店 名古屋市西区 名西２－１－３２ 飲食店

ステーキハウスインディアンズ本店 名古屋市西区 名駅２－１０－１２ 飲食店

割烹きらく 名古屋市西区 名駅２－１６－２　ＺＲ名駅　１Ｆ 飲食店

窯焼きステ－キ焚火 名古屋市西区 名駅２－２３－１４　ＶＩＡ１４１　１３１号
室 飲食店

バタリ－ 名古屋市西区 名駅２－２３－１４　ＶＩＡ１４１　１Ｆ　１
３２号室 ショッピング

VOA 名古屋市西区 名駅２－２９－２　プリマヴェール名駅ノルテ
　１Ｆ サービス

きときと 名古屋店 名古屋市西区 名駅３－７－１３ 飲食店

松阪牛 友屋本店 名古屋市西区 坂井戸町２０７ ショッピング

大銀杏名古屋西店 名古屋市西区 城西２－２２－５　泰水堂城西ビル１Ｆ 飲食店

もんじゃ鉄板お好み焼のだ 名古屋市西区 城西２丁目１４－２７　 飲食店

しら河 浄心本店 名古屋市西区 城西４－２０－１２ 飲食店
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鮨はーべすと浄心店 名古屋市西区 城西４－２９－１０ 飲食店

元祖台湾もつ鍋仁 浄心店 名古屋市西区 城西４－３２－４ 飲食店

m．e．lbyorigami 名古屋市西区 大野木４－８ サービス

ウインナー美容室 西店 名古屋市西区 大野木５－１８ サービス

プロショップ 圓屋 名古屋市西区 山木１－１４１－１ ショッピング

炭火焼肉 壱牛 名古屋市西区 幅下２－１－１０ 飲食店

鮨井 名古屋市西区 幅下２－１０－１２ 飲食店

や台ずし 庄内通町 名古屋市西区 庄内通３－３６－１ 飲食店

アイラッシュサロンブラン 名西店 名古屋市西区 庄内通４－１－１ サービス

aeca 名古屋市西区 押切２－１－１　栗田ビル　１Ｆ サービス

東洋商事株式会社 名古屋市西区 新道１－１０－１５ ショッピング

MILhairdesign 名古屋市西区 新道１－２０－１９ サービス

豆福本店 名古屋市西区 新道２－１４－１０ 飲食店

遠州屋 名古屋市西区 新道２－２－９ 飲食店

LUCIDOSTYLE Leclat 名古屋市西区 栄生１－３５－２０　川津ビル　２Ｆ サービス

美濃路 栄生店 名古屋市西区 栄生３－９－１ 飲食店

ワークショップナップ 名西店 名古屋市西区 歌里町３６８ ショッピング

CHICKa 名古屋市西区 歌里町３７２ 飲食店

小川屋園芸 名古屋市西区 比良４－３ ショッピング

近所の鉄板焼き家つどい 浄心店 名古屋市西区 浄心１－１－４６ 飲食店

いち寅 名古屋市西区 浅間１－４－４ 飲食店

酒やビック押切店 名古屋市西区 浅間２－５－１ ショッピング

志の島 西店 名古屋市西区 浮野町３３ 飲食店

オンセンド 名古屋西店 名古屋市西区 浮野町８６　コノミヤ平田店　２Ｆ ショッピング

風遊花 名古屋市西区 牛島町５－５　カネヒサビル　１Ｆ ショッピング

URBAN． 名古屋市西区 牛島町５－５　カネヒサビル　２Ｆ サービス

タキヒヨー ファミリーセール 名古屋市西区 牛島町６－１　名古屋ルーセントタワー２　４
Ｆ ショッピング

NICKSTOCK名古屋駅前 名古屋市西区 牛島町６－２４　ａｃｒｏｓｓｃｕｂｅｎａｇ
ｏｙａ　１Ｆ 飲食店

うなぎしら河 名駅店 名古屋市西区 牛島町６－２４　アクロスキューブ名古屋　１
Ｆ 飲食店

THE OSCAR 名古屋市西区 牛島町６－２４　アクロスキューブ名古屋　４
Ｆ サービス

リカーマウンテン比良店 名古屋市西区 砂原町２４２ ショッピング

AMERICAN DREAM 名古屋市西区 砂原町３４７ ショッピング

炭火焼肉 たけのうち 名古屋市西区 笠取町２－１３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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kuuki 名古屋市西区 花の木１－８－１９　プログレッソ花の木　１
Ｆ サービス

(有)三輪碁盤店 名古屋市西区 花の木２丁目１－２１ ショッピング

や台ずし 浄心町 名古屋市西区 花の木３－１４－１９　マルサンビル　１Ｆ 飲食店

厚切りステ－キ　たわらや　浄心 名古屋市西区 花の木３丁目１－２　 飲食店

ワインショップ・スタンドフォー 名古屋市西区 菊井１－１３－２１　大篠原ビルヂング　１Ｆ ショッピング

菊井ストア 名古屋市西区 菊井１－１７－８ ショッピング

Lian 名古屋市西区 菊井１－３２－１１ サービス

ヴォアソルヂェガーデン 名古屋市西区 菊井２－１９－１８　ＨＦ名駅北レジデンス　
１Ｆ サービス

sky 名古屋市西区 赤城町１　ネオ赤城一番　１Ｆ－４ サービス

ネイルサロンAttc 名古屋市西区 赤城町６　Ｕ－ＤＩＮＥ赤城　１Ｆ　テナント
東側 サービス

よしの寿司 名古屋市西区 那古野１－１１－６ 飲食店

nagoya murata 名古屋市西区 那古野１－１４－１８　那古野ビル北館　１２
０ 飲食店

Amusebox×Noa 名古屋市西区 那古野１－１５－１８　那古野ビル南館　２０
１ サービス

ひつまぶし登河 名古屋市西区 那古野１－２－１１ 飲食店

galerie P＋EN 名古屋市西区 那古野１－２０－３７ ショッピング

淡 如雲 名古屋市西区 那古野１－２１－１０ 飲食店

OsteriaOlmo 名古屋市西区 那古野１－２２－５ 飲食店

那古野みつ林 名古屋市西区 那古野１－２２－９ 飲食店

うなぎ家 しば福や 名古屋市西区 那古野１－２３－１０ 飲食店

レストラン ペルージュ 名古屋市西区 那古野１－２３－９ 飲食店

かぶと 名古屋市西区 那古野１－３０－６ 飲食店

古民家ビストロ 狸 名古屋市西区 那古野１－３４－１１ 飲食店

喫茶まつば 名古屋市西区 那古野１－３５－１４ 飲食店

四季の蔵 右近 名古屋市西区 那古野１－３６－１９ 飲食店

四間道レストランマツウラ 名古屋市西区 那古野１－３６－３６ 飲食店

SKBeauty＆Essex 名古屋市西区 那古野１－８－４ サービス

yoake 名古屋市西区 那古野２－１４－１ 飲食店

魚野菜酒 しゃばらむ 名古屋市西区 那古野２－１９－２５ 飲食店

Bistrot coba 名古屋市西区 那古野２－２５－１２　さくらヒルズ名駅
NORTH１Ｆ 飲食店

丸一ストアー 円頓寺店 名古屋市西区 那古野２－８－１０ ショッピング

メゾン・ド・ジャンノエル 名古屋市西区 香呑町４－７３ 飲食店

DERICH 名古屋市西区 香呑町６－５５ 飲食店

パティスリー FUKAYA 大府市 一屋町４１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ぼてこ大府店 大府市 一屋町５－２８ 飲食店

CAFELEPIN 大府店 大府市 中央町１－２２１ 飲食店

グリーンプラザおおぶ 大府市 中央町７－３００－３ ショッピング

グリーンプラザきょうわ 大府市 共和町２－１９－１ ショッピング

みかど共和店 大府市 共和町３－５－８ 飲食店

HASSIN 大府市 共和町３－８－９ ショッピング

ワークショップナップ 共和店 大府市 共栄町３－３－５ ショッピング

ジムキング 共和店 大府市 共栄町９－８－１ ショッピング

酒のすぎた 大府店 大府市 半月町２－８２ ショッピング

いちごや 大府市 吉田町３－１ ショッピング

さんハウス四季 大府市 吉田町正右ェ門新田１－１ ショッピング

赤池タイヤ 大府店 大府市 大東町３－１０８ ショッピング

マルタミ 大府市 明成町１－３１４ ショッピング

やわらかとんかつ かつ雅 大府店 大府市 明成町２－２６５－２ 飲食店

TJ天気予報9t 大府市 明成町３－６６－１ サービス

酒やビック大府店 大府市 明成町３－８２－３ ショッピング

焼肉 源・蔵 大府店 大府市 月見町６－８０ 飲食店

佐々木理容館 大府市 朝日町３丁目２６ サービス

ピッツェリア マリノ 大府店 大府市 柊山町３－３５６ 飲食店

からやま愛知大府 大府市 柊山町４－１８９ 飲食店

BOOK OFF 大府店 大府市 柊山町５－４０４ ショッピング

Hair novere 大府市 桃山町５－２０４ サービス

農家の店しんしん大府店 大府市 桜木町２－２５１－３ ショッピング

エコパーク大府店 大府市 梶田町６－２６０ ショッピング

焼肉SHO 大府市 森岡町１－１１８ 飲食店

かつや愛知大府店 大府市 森岡町２－３４３ 飲食店

江戸前廻転寿司 森の石松 大府店 大府市 森岡町２－３６３ 飲食店

寿司割烹 なだか 大府市 横根町名高山１２ 飲食店

カフェ・レストランノワール大府店 大府市 横根町箕手１－１ 飲食店

ヘアーリゾート トラヴィス 大府市 若草町１－２９７　ハーモニック若草１Ｆ サービス

リフトフ鋼管ストーブ工房 大府市 若草町４丁目２９ ショッピング

RECIEL大府 大府市 追分町１－２２１　第一ヒダカビル　１Ｆ サービス

Aguhaircrea大府 大府市 追分町１－６０　ＳＤスクエア　Ｂ サービス

あみやき亭 大府店 大府市 追分町３－３４０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BUDDY HAIR exx 大府市 追分町３－３４２ サービス

八宝菜館 大府店 大府市 追分町６－３９８ 飲食店

マリアージュドゥファリーヌ大府 大府市 長草町石原５７ 飲食店

焼肉みます 安城市 三河安城南町１－１１－６ 飲食店

さかい珈琲安城店 安城市 三河安城南町１－１６－１ 飲食店

オフハウス三河安城店 安城市 三河安城南町１－９－１８ ショッピング

ハードオフ 三河安城店 安城市 三河安城南町１－９－１８　デンデルプラザＳ
Ｃ ショッピング

美容室ラ・ベルファム 安城市 三河安城本町１－１－１２ サービス

焼肉きんぐ三河安城店 安城市 三河安城本町１－３０－１ 飲食店

魚菜食しゃもじや 安城市 三河安城本町１－３３－４ 飲食店

フィットハウス 安城店 安城市 三河安城本町２－１０－１８ ショッピング

トラットリア　223 安城市 三河安城本町２－２－２　カーサ・グリージョ
　１Ｆ 飲食店

TOPHAIRMIKAWAANJO 安城市 三河安城本町２－７－２ サービス

日本料理　戸たに 安城市 三河安城東町１－２７－３２　ＴＨＥＳＴＡＴ
ＵＳ　１Ｆ 飲食店

CAVANI QUINTA 安城市 三河安城町１－１６－５　東祥ビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairlycka安城 安城市 三河安城町１－４－３ サービス

開 安城市 三河安城町１－９－１０　ハウスプラザ三河安
城ビル２ 飲食店

オーバーフロークロージング 三河安城店 安城市 三河安城町２－２４－２ ショッピング

安城PC シューズ・バック館 安城市 三河安城町２２４ ショッピング

トラットリア彩會 安城市 今本町７－１－１ 飲食店

マディナ ハラルレストラン＆フード 安城市 今池町１－１１－１３ ショッピング

しらゆき 安城市 今池町１－１７－１６ 飲食店

セリオ 安城 安城市 住吉町２－３－３３ サービス

TOPHAIRgardenvilla 安城市 住吉町３－４－８ サービス

soup． 安城市 住吉町３－６－１4 ショッピング

本の王国 安城店 安城市 住吉町５－１３－４０ ショッピング

酒のすぎた 新安城店 安城市 住吉町６－１－７ ショッピング

うなぎ海鮮料理六なぎ 安城市 住吉町６－８－７ 飲食店

TOP HAIR スパ＆リラクゼーション 安城市 住吉町７－７－１ サービス

酒やビック安城住吉店 安城市 住吉町荒曽根３－１ ショッピング

リサイクルマート安城店 安城市 南町１６－１４ ショッピング

からやま安城南町店 安城市 南町４－３６ 飲食店

マウロアヘアー 安城市 古井町小仏１－１ サービス

有限会社たつみ麺店 安城市 和泉町中本郷２２０－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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いずみ庵本店 安城市 和泉町大北５８－２ 飲食店

ミスタータイヤマン安城店 安城市 和泉町高曽根５４－３ ショッピング

aimable RICCA 安城市 大山町１－１０－９ サービス

株式会社らくだ 安城市 大山町１－１０－９　第二十五東海ビル　１Ｆ 飲食店

産直センター 安城東部 安城市 安城町宮前４６－３ ショッピング

ピッツェリアブル安城店 安城市 安城町東広畔５－１ 飲食店

パンのトラ 安城店 安城市 安城町東広畔５－３ 飲食店

ラコンテ 安城市 小堤町１５－８　 ショッピング

車留満 本店 安城市 尾崎町追池５２－５ ショッピング

あきば書店 安城1号店 安城市 尾崎町追池５２－９ ショッピング

BOTANIUM．AnbyRrSALON 安城市 御幸本町１－８　御幸ビル１Ｆ サービス

ブティック スーベニール 安城市 御幸本町１４－１　１Ｆ ショッピング

日新堂書店 安城市 御幸本町１４－１４ ショッピング

うり食堂 安城市 御幸本町６－８　築山ビル１階 飲食店

や台ずし JR安城駅前町 安城市 御幸本町７－１　フランセビル 飲食店

精肉まるえん安城店 安城市 新田町新栄８３－１ ショッピング

オーバヤシ安城日の出店 安城市 日の出町１－２１ ショッピング

焼肉春 安城市 日の出町８－１７　 飲食店

本の王国 南安城店 安城市 朝日町２１－１２ ショッピング

Rich　nail4 安城市 朝日町２４－５　アルファビル３Ｆ サービス

イースタイル 安城店 安城市 東明町１６－１ サービス

びっくりドンキー安城店 安城市 東栄町３－５－２ 飲食店

ファーマーズマーケットでんまぁと安城北部 安城市 東栄町４－５－１５ ショッピング

あみやき亭 安城店 安城市 東栄町５－２１－２８ 飲食店

産直センター 安城桜井 安城市 桜井町三度山６５－１ ショッピング

もんじゃ鉄板料理和助 安城市 桜井町新田１０２－２ 飲食店

焼肉 万祥 安城市 桜町２１－２５ 飲食店

ゆず庵 安城横山店 安城市 横山町下毛賀知１２４－１ 飲食店

ピッツェリアマリノ安城横山店 安城市 横山町八左１８９－１ 飲食店

かつや安城横山店 安城市 横山町毛賀知５１－２ 飲食店

文具館 B2 安城市 横山町浜畔上１２０－３ ショッピング

楽一楽座　安城店 安城市 横山町浜畔上６４－１ 飲食店

サンレジャン 安城店 安城市 横山町管池２４ ショッピング

桜街珈琲癒しの池浦店 安城市 池浦町丸田１９３－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ハードオフ安城店 安城市 池浦町池田上３１－１２ ショッピング

salonCLUTCH 安城市 百石町１－１１－１ サービス

アミカ安城店 安城市 百石町１－２２－５ ショッピング

Baby doll plus 安城市 百石町１－５－１ サービス

マンガ喫茶ログキャビン 安城百石店 安城市 百石町２－１５－５ 飲食店

酒ゃビック安城百石店 安城市 百石町２－１６－３ ショッピング

北城屋 百石店 安城市 百石町２－１９－１５ 飲食店

ファーマーズマーケットでんまぁと安城西部 安城市 福釜町釜ケ渕１－１ ショッピング

メゾンドヌーヴォー 安城市 箕輪町唐生１５５－１ 飲食店

あみやき亭 安城箕輪店 安城市 箕輪町唐生８０－１ 飲食店

ぎんごんちゃん。安城店 安城市 篠目町新郷８１－４ 飲食店

TOPHAIRHILLS 安城市 篠目町竜田８４－５ サービス

soup．LifeStore 安城市 篠目町竜田８６－８ ショッピング

お好み焼本舗 三河安城店 安城市 篠目町童子２０１－１ 飲食店

オンセンド 三河安城店 安城市 篠目町童子２０７－１４ ショッピング

焼肉ハウス　家族亭 安城市 緑町２丁目１８－１　 飲食店

PONTO BRASIL FOODS 安城市 美園町１－２８－１ ショッピング

酒のすぎた 赤松店 安城市 赤松町北新屋敷１８３ ショッピング

ホレ・フェスト 安城市 赤松町梶１ 飲食店

和食処 ふるさと館 安城市 赤松町梶１ 飲食店

産直センター 道の駅デンパーク安城 安城市 赤松町梶５ ショッピング

MORA 安城市 里町東山ノ田１４５ サービス

ピッツェリア マリノ 安城里町店 安城市 里町長根２－３９４ 飲食店

マンガ喫茶ログキャビン 安城高棚店 安城市 高棚町大道１８－１ 飲食店

佳花園 小牧市 三ツ渕３８７－１ ショッピング

Sgmart 中部ハブセンター店 小牧市 三ツ渕惣作１３５０ ショッピング

かつや小牧南インター店 小牧市 下小針天神１－１－１ 飲食店

サワセイ 小牧店 小牧市 中央１－２００ ショッピング

VOGUE小牧店 小牧市 中央３－２９ サービス

QUESTe′f 小牧市 二重堀１５９１－１ サービス

フィットハウス 小牧店 小牧市 二重堀１８９－１ ショッピング

ナフコ不二屋小牧二重堀店 小牧市 二重堀中西浦７９７ ショッピング

HUGBIEN 小牧市 北外山１０６０－１ サービス

ブランシェ 桃花台ピエスタ店 小牧市 城山１－３　ピエスタ内　２Ｆ－２０４ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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TJ天気予報 9コ 小牧市 堀の内２－６６ サービス

アミカ小牧店 小牧市 堀の内２５５ ショッピング

お宝市番館尾張小牧店 小牧市 堀の内３－２４ ショッピング

サムソンアンドデリライズム 小牧市 堀の内３－２４　プラスラフネ サービス

中部事務機再販 小牧市 堀の内５－１３６ ショッピング

カルコス 小牧店 小牧市 堀の内５－１４４ ショッピング

イタリア料理　KAN 小牧市 堀の内５丁目２８７　 飲食店

焼肉五苑 小牧花 店 小牧市 外堀２－１８８ 飲食店

好魚門 小牧市 外堀２－３５ 飲食店

愛知無限堂本館 小牧市 外堀３－１３９ ショッピング

愛知無限堂オフィス館 小牧市 外堀３－１６１ ショッピング

ユニホームセンター 甚五郎 小牧市 多気中町４３－１ ショッピング

アップガレージ 小牧南インター店 小牧市 多気中町４３７－１ ショッピング

プライベ－トエステル－ムさくら 小牧市 多気西町２７３番地　 サービス

美容室ギッシュ北外山店 小牧市 大字北外山字外出２９２５－１ サービス

両口屋是清 小牧工場売店 小牧市 大字間々字浦通り１８番地 飲食店

Naty Hair Works 小牧市 小木５－４１５－２ サービス

かんてんぱぱショップ 名古屋店 小牧市 小木東１－４９ ショッピング

RE－SQUARE BANUL 小牧市 小木東２－１１３ ショッピング

テッパンズ ポニー 小牧市 小木西１－１２５ 飲食店

学生服のイトウ小牧本店 小牧市 小牧２－５８ ショッピング

エーアイディー 小牧店 小牧市 小牧３－１４７ ショッピング

オンセンド ラピオ店 小牧市 小牧３－５５５　ラピオ　１Ｆ ショッピング

ノエル ド ティオ 小牧市 小牧３－５５６　ルミナスツインズ南館 飲食店

しちりん家 小牧店 小牧市 小牧４－２９７－１ 飲食店

HAIR MAKE NYNY 小牧店 小牧市 小牧４－４２５－２ サービス

株式会社松浦利右衛門商店 小牧市 小牧原１－３８７ ショッピング

QUEST a’mo 小牧市 小牧原１－６５ サービス

ピッツェリア マリノ 小牧店 小牧市 小牧原１－６６ 飲食店

BRICK CAFE 小牧市 小牧原３－２０ 飲食店

しゃぶ亭ふふふ小牧店 小牧市 小牧原３－２１０ 飲食店

再良市場 小牧店 小牧市 小牧原３－３８ ショッピング

焼肉山樹小牧原店 小牧市 小牧原新田１２７１－２ 飲食店

かつや 愛知小牧原 小牧市 小牧原新田１４１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼肉 釜山 小牧原店 小牧市 小牧原新田寺前１４７５－１ 飲食店

宝島 小牧店 小牧市 小牧原新田鷹之橋７０１－１ ショッピング

咲椀 小牧市 小針１－２９０ 飲食店

クラルテ小牧小針店 小牧市 小針１－３１２ サービス

CAFE de CRIE 小牧市民病院 小牧市 常普請１－２０　小牧市民病院　３Ｆ 飲食店

ニーヨン小牧店 小牧市 常普請３－１２０ 飲食店

炭火焼肉いわむら 小牧市 常普請３－１６０ 飲食店

アストロプロダクツ 小牧店 小牧市 弥生町１ ショッピング

藤一番　小牧インター店 小牧市 弥生町１３４ 飲食店

日栄 小牧市 弥生町１５３ 飲食店

炭火焼肉南山 小牧市 春日寺２－２９ 飲食店

あみやき亭 小牧店 小牧市 曙町１－１ 飲食店

新鮮酒場　天手鼓舞 小牧市 曙町１２７ 飲食店

てじ韓 小牧店 小牧市 村中新町４１ 飲食店

合掌レストラン大蔵 小牧市 村中新町６３ 飲食店

からやま愛知小牧 小牧市 村中稲荷７７８ 飲食店

名古屋コ－チン石焼 かな和 小牧市 東田中１６３２－１ 飲食店

バグ 小牧市 池之内２９０９－１　 ショッピング

ナフコ不二屋田県店 小牧市 田県町１１３ ショッピング

HAIRGALLERYARTDECO田県 小牧市 田県町７５ サービス

美容室 comb out 本店 小牧市 若草町２２０ サービス

レストラン ベニーニ 小牧市 郷中２－１３ 飲食店

やわらかとんかつかつ雅小牧店 小牧市 郷中２－１８２－４ 飲食店

美濃の郷小牧店 小牧市 間々原新田６５０－１ 飲食店

サンレジャン（株） 小牧店 小牧市 間々原新田９８１ ショッピング

ライコランド小牧インター店 小牧市 間々原新田下新池９４７ ショッピング

MUGENFOODS 小牧 小牧市 間々本町１２３ ショッピング

Seculo21 小牧市 間々本町１２８　名城元町ビル１Ｆ ショッピング

BoostGear小牧店 小牧市 間々本町３０１ ショッピング

ゆう美容室 桃花台店 小牧市 高根２－３３４ サービス

グリーンセンター桃花台店 小牧市 高根２－７－２ ショッピング

ナフコ不二屋桃花台店 小牧市 高根２－８４－３ ショッピング

鈴松　本店 尾張旭市 上の山町間口３０３６－２ 飲食店

アストロプロダクツ 尾張旭店 尾張旭市 上の山町間口３０６１－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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一心　尾張旭店 尾張旭市 北本地ヶ原町１－５７ 飲食店

尾張旭産直センター 尾張旭市 北本地ヶ原町３－６０ ショッピング

かつや愛知尾張旭店 尾張旭市 北本地ヶ原町４－２８ 飲食店

CS HAIR 尾張旭市 南原山町赤土２０１－１　プランドール旭　１
Ｆ サービス

ハードオフ 尾張旭店 尾張旭市 南原山町赤土２２９－１ ショッピング

hair Parge Suite 尾張旭市 南本地ヶ原町２－１２６　加庄マンション　１
Ｆ サービス

秋山タイヤ 尾張旭晴丘店 尾張旭市 南本地ヶ原町３－１３１ ショッピング

アミカ尾張旭店 尾張旭市 南本地ヶ原町３－１４９ ショッピング

服部家具センター 尾張旭店 尾張旭市 南栄町旭ヶ丘１０－１ ショッピング

花の店くすの木 尾張旭市 南栄町旭ヶ丘１２－２ ショッピング

サロン・ド・テ名古屋ふらんすあさひ長久手 尾張旭市 南栄町旭ヶ丘１６－１ 飲食店

はな牛尾張旭 尾張旭市 南栄町旭ヶ丘４２－６ 飲食店

RueDor長久手図書館通り店 尾張旭市 南栄町旭ヶ丘６３－１ サービス

TJ天気予報9mm 尾張旭市 南栄町旭ヶ丘６５－１ サービス

藤一番 印場店 尾張旭市 印場元町３－１－１ 飲食店

やわらかとんかつ かつ雅 尾張旭店 尾張旭市 印場元町４－１１－１７ 飲食店

酒遊庵こてつ 尾張旭市 向町３－２－１　メゾンソフィア１Ｆ 飲食店

中国料理 九龍居 尾張旭店 尾張旭市 大塚町２丁目１３－１ 飲食店

Beauty salon coco 尾張旭店 尾張旭市 大塚町２丁目６－１３　クリスタルビル　１Ｆ サービス

KOPILA 尾張旭市 庄中町１－１１－１６ 飲食店

TEAS Liyn－an 尾張旭市 庄中町１－７－２ 飲食店

Shairy 尾張旭市 庄中町１－８－２２ サービス

焼肉永昌苑 尾張旭市 庄南町４－８８ 飲食店

ピッツェリア マリノ 尾張旭店 尾張旭市 新居町明才切２０ 飲食店

U Hair 尾張旭店 尾張旭市 新居町明才切３７ サービス

日立オムロン 売店 尾張旭市 晴丘町池上１ 飲食店

中国料理 豊龍園 印場店 尾張旭市 東印場町２－２－１３ 飲食店

尾張旭グリーンセンター 尾張旭市 東大道町原田２４８２－２ ショッピング

リカーマウンテン尾張旭店 尾張旭市 東大道町原田３８ ショッピング

SERA 尾張旭市 東大道町原田７－１ サービス

炭火焼肉朝日亭尾張旭店 尾張旭市 東本地ヶ原町２－１２５　ＪＩＮ晴丘ビル　１
Ｆ 飲食店

フェロ－ズ名古屋店 尾張旭市 東本地ヶ原町２－１２９ ショッピング

鮨江戸芝 尾張旭市 東本地ヶ原町２－５ 飲食店

焼肉の松阪 尾張旭市 柏井町公園通２５５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アップガレージ 尾張旭店 尾張旭市 渋川町１－１４－８ ショッピング

株式会社エルビープランニングス 尾張旭市 瀬戸川町２－９ ショッピング

こみかるはうす ベルコート店 尾張旭市 狩宿町４－７３ ショッピング

エミリー 尾張旭市 緑町緑ヶ丘２７ 飲食店

GOTTO FLOW 岡崎市 上六名町字林２１－１（コムタウン敷地内） サービス

酒やビック岡崎上和田店 岡崎市 上和田町切戸２６－１ ショッピング

海鮮和食うお翔 岡崎市 上和田町北天白２３－２ 飲食店

SIRMIX 岡崎市 上和田町北天白３５－３ サービス

クッチーナイタリアーナ　ダ・フィリオ 岡崎市 上和田町北屋敷４６ 飲食店

いきなりステーキ岡崎上和田店 岡崎市 上和田町南天白２１－２　飲食Ｄ区画（ｴﾙｴﾙﾀｳﾝ
駐車場内） 飲食店

とうふや豆蔵 岡崎エルエルタウン店 岡崎市 上和田町南天白２３　エルエルタウン内 ショッピング

焼肉ダイニングぼうや 岡崎店 岡崎市 上地２－１７－２ 飲食店

炉端でほっこり ゆげや 岡崎市 上地３－９－３０ 飲食店

CONNESSO 岡崎 岡崎市 上明大寺町２－１４－１　Ｎ 飲食店

LIGHT CAFE 東岡崎店 岡崎市 上明大寺町２－１４－１　オトリバーサイドテ
ラス北棟　２Ｆ 飲食店

あおい書店 上里店 岡崎市 上里１－１－１８ ショッピング

ハードオフ 岡崎上里店 岡崎市 上里２－１－８ ショッピング

ゴルフ・ドゥ岡崎上里店 岡崎市 上里２－１－９ ショッピング

マライカバザール岡崎店 岡崎市 上里２－２－５ ショッピング

鉄板焼専門店JuJu 岡崎市 上里２－２０－１０ 飲食店

媽媽やオリエンタル岡崎店 岡崎市 上里２－６－３ 飲食店

BACCHUS 岡崎市 上里３－４－１ 飲食店

ふれあいドーム岡崎 岡崎市 下青野町天神７７ ショッピング

大正庵釜春 本店 岡崎市 中岡崎町６－９ 飲食店

Hair Et， Moi 岡崎市 中島町井龍２０－４ サービス

天下鶏いっとく 岡崎市 中島町鮫田２６－１ 飲食店

一番カルビ 羽根店 岡崎市 中田町１－３ 飲食店

ZARAME CLASSIC 岡崎市 中田町６－１９ 飲食店

岡崎天満宮 岡崎市 中町北野１ ショッピング

古都鮨 岡崎市 久右エ門町１－８ 飲食店

ゆず庵 岡崎店 岡崎市 井ノ口新町２－１ 飲食店

酒やビック岡崎店 岡崎市 井ノ口新町３－１ ショッピング

SEED岡崎店 岡崎市 井ノ口町和田屋７ ショッピング

かつや愛知岡崎北店 岡崎市 井ノ口町河原西１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アンクネイル 岡崎市 井内町上堤１３－１ サービス

美容室 ミラートーク 岡崎市 井内町手保８－１ サービス

しゃぶしゃぶステーキ桂 岡崎市 井田南町１－９　２０１ビル３Ｆ 飲食店

quadrosundrystore 岡崎 岡崎市 井田新町１－１ ショッピング

重の家 岡崎市 井田新町３－５ 飲食店

Chou chou 岡崎市 井田新町４－３　平安ビル 飲食店

魚菜屋樞 岡崎市 井田新町５－１６　 飲食店

ヘアーミュゼ 岡崎市 井田町１－２３ サービス

タルタルーガ　北岡崎店 岡崎市 井田西町２－１６ 飲食店

リサイクルショップ フカツ大樹寺店 岡崎市 井田西町６番１５号 ショッピング

あみやき亭 岡崎北店 岡崎市 伊賀新町３－１ 飲食店

和牛焼肉わ 岡崎市 伊賀新町３－２３ 飲食店

からやま岡崎伊賀店 岡崎市 伊賀町７－８３－１ 飲食店

備前屋 岡崎市 伝馬通２－１７ 飲食店

花一生花店 岡崎市 伝馬通３－１ ショッピング

焼肉和吟 岡崎市 八帖北町３２－９ 飲食店

ChezTOMO 岡崎市 六名３丁目１－１２　 飲食店

ぎんごんちゃん。岡崎店 岡崎市 六名南２－１－１３ 飲食店

ふぐ料理和食みひろ 岡崎市 六名新町１－１２　 飲食店

ハードオフ 岡崎六名店 岡崎市 六名本町２０－１２ ショッピング

寿し孝 岡崎市 六名本町９－２２ 飲食店

ソウルカルビ 岡崎市 六名東町５－１ 飲食店

ニクヨイ 岡崎市 六名東町５－４ 飲食店

炭火焼肉しょうえん 岡崎市 南明大寺町７－６　 飲食店

pantagruelico 岡崎市 向山町５－１６ 飲食店

酒のすぎた 土井店 岡崎市 土井町字柳ヶ坪６－２ ショッピング

肉匠坂井岡崎店 岡崎市 土井町池田甲３３－５ 飲食店

GOTTO ISM 岡崎市 土井町西社口７－１ サービス

ますだ家 土井店 岡崎市 土井町駒之舞１－１ 飲食店

タイヤショップヒッツ 岡崎店 岡崎市 大平町八ツ幡２５ ショッピング

ナムチャイ 岡崎 岡崎市 大平町才勝３４－１ 飲食店

かつや愛知岡崎インター店 岡崎市 大平町新寺２５ 飲食店

タイヤ屋キトキト大樹寺店 岡崎市 大樹寺３－６－１１ ショッピング

ステーキハウスジャム 岡崎市 大西１－６－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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COREdoGANA 岡崎市 大西２－１６－３ 飲食店

ミュゼ大西店 岡崎市 大西３－３－１ サービス

焼肉うしの家 岡崎店 岡崎市 大西町奥長入２－２ 飲食店

サンワ大門店 岡崎市 大門３－６－５ ショッピング

ハンコーズ 岡崎市 大門５－２３－５ ショッピング

ラの壱岡崎店 岡崎市 天白町東池２２－１ 飲食店

美濃路 岡崎店 岡崎市 天白町郷西２４－１ 飲食店

あみやき亭 岡崎店 岡崎市 天白町郷西２６－１ 飲食店

トラックショップ・ジェット 岡崎店 岡崎市 宇頭町稲荷６５－３ ショッピング

アップガレージ 岡崎宇頭店 岡崎市 宇頭町長合５１－４ ショッピング

ガトータツミヤ 岡崎北店 岡崎市 小呂町２－６－１ 飲食店

焼肉 山 岡崎市 小呂町マヤシリ３２－３１ 飲食店

アストロプロダクツ 岡崎店 岡崎市 小呂町字２－３０ ショッピング

工具専門店エコツール岡崎店 岡崎市 岩津町字川畔３０－１ ショッピング

花のデパート花徳 岡崎市 庄司田１－１１－９ ショッピング

COCO岡崎店 岡崎市 康生町６８３ サービス

さかな八百弥 岡崎市 康生通南２－３１ 飲食店

ZOCCA 岡崎市 康生通南２－８ サービス

萬珍軒本店 岡崎市 康生通東２－５３ 飲食店

正文館書店 シビコ店 岡崎市 康生通西２－２０－２ ショッピング

学生の店みくさ 岡崎市 康生通西２－２０－２　シビコ　２Ｆ ショッピング

オンセンド シビコ店 岡崎市 康生通西２－２０－２０　ジャスコ岡崎シビコ
店　３Ｆ ショッピング

リビングスタイルハウズ 岡崎市 戸崎元町４ ショッピング

木建堂 岡崎市 戸崎元町４－１ ショッピング

さんびょうし 葵湯店 岡崎市 戸崎新町２－１ 飲食店

ガトータツミヤ 岡崎本店 岡崎市 戸崎新町３－２ 飲食店

電化のフクタ 岡崎市 戸崎町沢田２－３　 ショッピング

CHE－VEUX PLUS 岡崎市 戸崎町牛転１０－１６ サービス

リサイクルフカツ岡崎南店 岡崎市 戸崎町越舞１１－４ ショッピング

割烹料理あかつき 岡崎市 日名南町１－１３ 飲食店

riley 岡崎市 日名西町１－１ヴィオラ日名Ａ サービス

小野ふとん店 岡崎市 明大寺本町２－２５ ショッピング

ギャッベアートギャラリー 岡崎市 明大寺本町２－２５ ショッピング

世界の山ちゃん 東岡崎駅前店 岡崎市 明大寺本町４－１１　えきまえＰＥＮビル　２
Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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御用鮨 岡崎市 明大寺本町４－１９ 飲食店

炭焼ホルモン こんのり 岡崎市 明大寺本町４－８　かつらぎビル　１Ｆ 飲食店

カキ小屋厚岸水産東岡崎駅前店 岡崎市 明大寺町６　大関ビル２Ｆ 飲食店

ケーキ空間 カントリークリスマス 岡崎市 明大寺町大圦１－３５　問屋団地内 飲食店

中華料理同源 本店 岡崎市 昭和町落合１６－１ 飲食店

リーガルシューズ 岡崎本町通り店 岡崎市 本町通１－１０ ショッピング

ZIPANG 岡崎市 材木町１－３４　ＳＨＩＰＵＥビル　Ｂ１ 飲食店

ワインと食事ate 岡崎市 材木町１丁目２３　コメルスビル２Ｆ－Ａ 飲食店

ワインセラーウメムラ 岡崎市 材木町２－６ ショッピング

城北飯店 岡崎市 材木町８２ 飲食店

Santo Spirito 岡崎市 東明大寺町１３－１１ 飲食店

nano・universe岡崎 岡崎市 東明大寺町１５－７　竜美丘ガーデンプレイス
ＷＯＲＫＳＴＵＤＩＯ　２Ｆ ショッピング

酒やビック東岡崎店 岡崎市 東明大寺町９－１５ ショッピング

おかざき農遊館 岡崎市 東阿知和町乗越１２ ショッピング

だい福 岡崎市 松本町１－９３－２　鈴の木ビル　１Ｆ 飲食店

Hello赤ちゃん 岡崎店 岡崎市 柱１－１－１０ ショッピング

ミュゼ柱店 岡崎市 柱曙２－８－１２ サービス

焼肉 吉粋亭 岡崎市 柱曙３－７－１２　加納ビル南２Ｆ 飲食店

鮨の松由 岡崎市 梅園町２－３－２ 飲食店

はいらっせぬかた 岡崎市 樫山町八ツ田３９ ショッピング

スーパーやまのぶ矢作店 岡崎市 橋目町字阿知賀１－１ ショッピング

グリーンセンター長瀬 岡崎市 橋目町遠山３１－１ ショッピング

すしの善衆 岡崎市 橋目町阿知賀４１－５ 飲食店

LIFbyMIRRORTALK 岡崎市 橋目町阿知賀７ サービス

Nippon食の森 あざれあ 岡崎市 欠町栗宿１－１ 飲食店

日本料理　且座 岡崎市 欠町清水田２７－５　 飲食店

イケジム 岡崎市 欠町野添４０ ショッピング

サンレジャン 岡崎店 岡崎市 法性寺町猿待２４ ショッピング

PINEDE 岡崎店 岡崎市 洞町五位原１－１ 飲食店

Corhair 岡崎市 洞町西五位原１－１ サービス

ANTENA LINKS 岡崎市 洞町西浦１３－１ サービス

生活再良品館 岡崎市 牧御堂町油田２７ ショッピング

鎌倉文庫 岡崎南店 岡崎市 牧御堂町油田５６ ショッピング

ANTIQUE 北岡崎店 岡崎市 百々西町６－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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レイフィールド岡崎店 岡崎市 真宮町２－７ サービス

珈琲家暖香 岡崎福岡店 岡崎市 福岡町下高須８２－１ 飲食店

焼肉 我が家 岡崎市 福岡町八斗目３－１ 飲食店

GOTTO LATOUR 岡崎市 福岡町岩ケ崎２０－６ サービス

d－style 岡崎市 福岡町東後田１９－３　ローズガーデン　１０
１ サービス

アミカ岡崎店 岡崎市 稲熊町１－１１－１ ショッピング

焼肉泰 岡崎市 稲熊町１－１１３ 飲食店

ホリホック書店 岡崎市 稲熊町１－６５－１　ＯＤＡビル　１０２ ショッピング

レイフィールド岡崎稲熊店 岡崎市 稲熊町２－７２－５ サービス

美容室 セリオ 稲熊 岡崎市 稲熊町２－７９－５ サービス

ネオル－ジュ 岡崎市 稲熊町３８　 サービス

ViVi 岡崎店 岡崎市 稲熊町５－７４－３ サービス

ふぐ・四季料理しばた 岡崎市 稲熊町字６－５５ 飲食店

ワルツ 岡崎竜美丘店 岡崎市 竜美中２－２－１９ ショッピング

THE ACNE 竜美ヶ丘店 岡崎市 竜美北１－３－２８ サービス

GALLARIAElegante岡崎竜美 岡崎市 竜美南２－５－６ サービス

アコーズ 竜美丘 岡崎市 竜美南３－２－６ サービス

RrSALON OKAZAKI 岡崎市 竜美西２－１－２３　１Ｆ サービス

珈琲家暖香岡崎筒針店 岡崎市 筒針町下川田６－１ 飲食店

ペンズアレイ 岡崎市 籠田町３６ ショッピング

美容室 haretoki 岡崎市 緑丘１－２８－８ サービス

セリオ 美合 岡崎市 美合新町５３－１１ サービス

三国志 岡崎市 美合新町６－１５ 飲食店

SABA 岡崎市 美合町入込８８－７ サービス

ピーシーレスキューミヤゲン 岡崎市 美合町生田１２４ サービス

リカーマウンテン岡崎店 岡崎市 羽根北町２－１－３ ショッピング

びっくりドンキー岡崎南店 岡崎市 羽根北町３－１－１７ 飲食店

お好み焼本舗　岡崎羽根店 岡崎市 羽根北町５－５－３ 飲食店

スラップスティックカットゾーン 岡崎市 羽根町北ノ郷２０－１ サービス

南湖羽根店 岡崎市 羽根町小豆坂２００ 飲食店

クッチーナイタリアーナアモリーノ 岡崎市 羽根町小豆坂２１４ 飲食店

ハニーズ 岡崎ウイングタウン店 岡崎市 羽根町小豆坂３　ＷＩＮＧＴＯＷＮ　２Ｆ ショッピング

BEAUTY NAIL本店 岡崎市 羽根町小豆坂３　ウィングタウン　１Ｆ サービス

酒中楽店 岡崎市 羽根町小豆坂３　ウィングタウン　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ジャムズゲート 岡崎市 羽根町小豆坂３　ウイングタウン　１Ｆ ショッピング

フィルストーリー 岡崎市 羽根町小豆坂３　ウイングタウン１２７区画 サービス

トンガリアーノ JR岡崎駅前店 岡崎市 羽根町東荒子４１－８　マイステーション岡崎
　３Ｆ 飲食店

HAIR CLEATECLEAR due 岡崎市 羽根町若宮１０－１ サービス

GOTTO eel 岡崎市 羽根町鰻池１２５ サービス

サージュ・ドゥエ 岡崎市 羽根町鰻池１２７ サービス

Hair＆Beauty theB 岡崎店 岡崎市 羽根町鰻池２２７－２ サービス

焼肉 はな博 岡崎市 羽根西３－１－２ 飲食店

や台ずし 岡崎駅西口町 岡崎市 羽根西新町７－６ 飲食店

酒肴菜飯 さくら 岡崎市 能見町２４０－１ 飲食店

五万石家具総本店 岡崎市 能見通２－３ ショッピング

マンガ喫茶ログキャビン 岡崎若松店 岡崎市 若松東１－６－８ 飲食店

焼肉 はな博 若松店 岡崎市 若松町横手９－１ 飲食店

ハチスカ 岡崎市 葵町９－６ ショッピング

大蔵屋 岡崎市 薮田１－３－６ ショッピング

burgerhouseGABURI 岡崎市 西本郷町字社口５５－１ 飲食店

オオガヤ 岡崎市 連尺通１丁目４ ショッピング

すし人三篤 岡崎市 針崎町東カンジ３６－４５ 飲食店

ニワ花店 岡崎市 錦町１－８ ショッピング

Nikiita 岡崎市 錦町９－１９　ＫＪビル　１Ｆ サービス

YOUR TABLE 岡崎市 高隆寺町峠１ 飲食店

丸源ラーメン 岡崎鴨田店 岡崎市 鴨田南町１－１０ 飲食店

焼肉キング 鴨田店 岡崎市 鴨田町所屋敷４３－１ 飲食店

や台ずし 岩倉駅東口町 岩倉市 下本町下市場１３２－１ 飲食店

からやま愛知岩倉 岩倉市 中央町３－２０ 飲食店

ヘアサロンカトレヤ 岩倉市 中本町古市場５－５ サービス

鮨処清蔵 岩倉市 八剱町下り松４６ 飲食店

リカーマウンテン 岩倉店 岩倉市 大地新町１－２５ ショッピング

プチアマンド 岩倉市 大地新町２－４５ 飲食店

産直センター岩倉店 岩倉市 大地町西町畑５ ショッピング

MY BRASIL Recanto 岩倉市 大市場町順喜１８－１ ショッピング

オンセンド 岩倉店 岩倉市 川井町天神東４０　トップ１岩倉店　２Ｆ ショッピング

赤から 愛知岩倉店 岩倉市 川井町折口７４ 飲食店

天麩羅の里 天 岩倉市 川井町村西３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒やビック岩倉店 岩倉市 川井町郷前２１ ショッピング

美濃路 岩倉店 岩倉市 旭町１－３０ 飲食店

角善 岩倉市 曽野町４０ ショッピング

焼肉大衆酒場 ニューイワクラ 岩倉市 本町一丁田２７－２ 飲食店

OZLASTRESORT 岩倉市 本町神明西６－８　ＡＰ朴の樹 サービス

ナフコ不二屋岩倉店 岩倉市 東新町南江向２４－５ ショッピング

さかい珈琲岩倉店 岩倉市 西市町東畑田１６９ 飲食店

焼肉 モランボン 岩倉市 西市町西市前８１－４ 飲食店

かつや愛知岩倉店 岩倉市 鈴井町元屋敷４５－１ 飲食店

あみやき亭 岩倉店 岩倉市 鈴井町観音寺７７ 飲食店

ブランドショップハピネス常滑店 常滑市 りんくう町２－２０－３ ショッピング

焼肉はせ川 常滑市 りんくう町３－１０－２ 飲食店

和生 常滑市 りんくう町３－２－１ 飲食店

まるは食堂　りんくう常滑店 常滑市 りんくう町３－９－５ 飲食店

ピッツェリア　テレ－ノ 常滑市 北条３丁目１２６　栄プラザ関ビル１Ａ 飲食店

たまご農家のキッチン レシピヲ 常滑市 大谷芦狭間２４９－１ 飲食店

ココテラス 常滑市 大谷芦狭間２４９－１ 飲食店

ピッツェリアラ フォルナーチェ 常滑市 奥栄町１－１３０　INAXﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ内 飲食店

イシハラフード フーディー店 常滑市 市場町２－１ ショッピング

グリーンセンター鬼崎 常滑市 新田町５－６４ ショッピング

トーカイ 常滑店 常滑市 本郷町４－１９２ ショッピング

サンセット ウォーカー ヒル 常滑市 金山上白田１３０ 飲食店

MUKU． 常滑市 錦町１－１１－１ サービス

焼肉元太 常滑市 長間３５－１ 飲食店

ヘアファッションモナミ 常滑市 飛香台６－１３－３ サービス

酒やビック弥富店 弥富市 前ヶ須町南本田３５７－１ ショッピング

かつや愛知名四弥富店 弥富市 稲荷２－４４ 飲食店

グリーンセンター 十四山店 弥富市 鍋平３－５５－５ ショッピング

スーパー間崎 弥富市 間崎１－１９－２ ショッピング

エマ ディライト〔弥富店〕 弥富市 鯏浦町南前新田６９－５ サービス

かつや愛知1号線弥富店 弥富市 鯏浦町西前新田１６－１ 飲食店

あみやき亭 弥富店 弥富市 鯏浦町西前新田３２ 飲食店

でらうま 弥富店 弥富市 鯏浦町車東１番３ 飲食店

焼肉ホルモン東郷 愛知郡東郷町 北山台５－８－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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モトスクエア 愛知郡東郷町 和合北蚊谷２９－１ ショッピング

びっくりドンキー153広場店 愛知郡東郷町 和合字牛廻間４１－４ 飲食店

めん処　みのぜん 愛知郡東郷町 和合牛廻間４１－４ 飲食店

東郷グリーンセンター 愛知郡東郷町 春木仲田４９－１ ショッピング

サンフレッシュブルーム東郷店 愛知郡東郷町 春木前田３２５３－１ ショッピング

レストラン東郷 愛知郡東郷町 春木新池１４０ 飲食店

野々山籐屋 愛知郡東郷町 春木新池３９２２－６００ ショッピング

ホットロード 東郷店 愛知郡東郷町 春木池田２４－１ ショッピング

マザーハーツ 愛知郡東郷町 白鳥１－２－２ 飲食店

ジムキング 東郷店 愛知郡東郷町 白鳥２－１－１ ショッピング

リカーマウンテン 東郷店 愛知郡東郷町 白鳥２－２－１２ ショッピング

らくだ書店 東郷店 愛知郡東郷町 白鳥２－２０－１ ショッピング

酒ゃビック東郷店 愛知郡東郷町 白鳥２－２０－７ ショッピング

びっくりドンキー長久手店 愛知郡長久手町 山越１０４ 飲食店

ガ－デンピアッツァ 愛西市 南河田町八龍２５－３ 飲食店

ルーストヘアーフェイス 愛西市 大井町六川北７９ サービス

住宅資材館 愛西市 本部田町狭場３５－１ ショッピング

一や 愛西市 東條町平城４４－３ ショッピング

アオキーズ・ピザ津島店 愛西市 柚木町山廻２３ ショッピング

かにの華 愛西店 愛西市 森川町１番割１５３番１ 飲食店

肉市場ドラゴンミート愛西店 愛西市 森川町井桁西１３－１ 飲食店

焼肉ダイニング牛源 愛西店 愛西市 西保町同所新田１６ 飲食店

ピッツェリア マリノ 愛西店 愛西市 見越町前田１４１－１ 飲食店

パティシエクロキ 愛西市 諸桑町西浦６３－４ ショッピング

鮨処つかさ 新城市 井代大貝津４２－１ 飲食店

酒やビック新城店 新城市 城北２－２－１１ ショッピング

大野宿美術珈琲鳳来館 新城市 大野上野１７－２　 飲食店

44 TRAPPER 新城市 富永新栄２２－１ サービス

Aコープ しんしろ店 新城市 平井中田６－１ ショッピング

だわり屋 新城市 杉山字大東２３－６ ショッピング

大地のりんご 新城市 杉山荒井４８－４ 飲食店

マルイチ本店 新城市 東沖野２０－１ ショッピング

グリーンセンターしんしろ店 新城市 豊栄２２１－１ ショッピング

マルイチ野田店 新城市 野田上市場２５－１５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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こんたく長篠 新城市 長篠西野々３０ ショッピング

まるや本店　日進香久山店 日進市 岩崎台１－１２３３ 飲食店

イワサキダイクラブグラスグラス 日進市 岩崎台１－２２０７ 飲食店

HOT 日進市 岩崎台３－１０９ その他

Pasta クオ－レ 日進市 岩崎町大塚３１－１ 飲食店

回転割烹寿司御殿竹の山店 日進市 岩崎町竹ノ山３７－８６２ 飲食店

源六寿司 日進市 岩崎町西ノ平３５－１　 飲食店

木こり家日進店 日進市 折戸町中屋敷１８４－４ 飲食店

amie hair room 日進市 折戸町孫三ヶ入３２－１３ サービス

やきとり大吉日進駅店 日進市 栄２－１７０８　日進駅構内 飲食店

hairmake R・M 日進市 栄２－４０８　ベルビエ２Ｆ サービス

マレオット 日進市 栄３－２２１４ サービス

Bio－Top NISSHIN 日進市 栄４－１４０７ サービス

ナンハウス日進店 日進市 梅森台２－２０２ 飲食店

ICONIQ 日進梅森台店 日進市 梅森台２－２３７－１ サービス

花ゆい 日進市 梅森町株山１－３　ＢＴ０１ 飲食店

久月 名古屋店 日進市 浅田平子２－３３０ ショッピング

服部家具センター 日進店 日進市 浅田町美濃輪６－１ ショッピング

FUNHAPPYHAIRKALOKALO 日進市 浅田町茶園４８－９ サービス

味噌とんちゃん屋長久手ホルモン 日進市 竹の山１－６１０ 飲食店

やきとり一式 左門 日進市 竹の山２－１９１６ 飲食店

個室焼肉鉢屋 日進市 竹の山２－２１０７ 飲食店

ZARAME NISSIN 竹ノ山 日進市 竹の山２－２１１１ 飲食店

ブリットボウル 日進市 竹の山２－２１１７ 飲食店

アントムサイド 長久手南店 日進市 竹の山２－２２０１ ショッピング

maisondebois名古屋日進竹の山 日進市 竹の山２－５０６ ショッピング

とんかつマ・メゾン　日進竹ノ山店 日進市 竹の山２丁目１００８ 飲食店

マ・メゾン　日進竹ノ山店 日進市 竹の山２丁目２０２３ 飲食店

ピッツェリア マリノ 日進竹ノ山店 日進市 竹の山３－１００８ 飲食店

TJ天気予報 3t 日進市 竹の山３－１０１１ サービス

ジムキング 竹の山店 日進市 竹の山３－２００１ ショッピング

カフェダウニークラシック店 日進市 竹の山３－４０３ 飲食店

牛ざんまい 日進店 日進市 竹の山３－４１３ 飲食店

アトリエTEN 日進 日進市 竹の山５－８０２ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大吉 米野木駅店 日進市 米野木町南山１８５－３　名鉄米野木駅構内 飲食店

luana hair 日進市 米野木町南荒田７３－１ サービス

しゃぼん玉 本店 日進市 藤塚７－５５ ショッピング

タンドリ－キッチン日進店 日進市 藤枝町小六田２３８－３　サンシャインるみ　
１Ｆ 飲食店

日進園芸センター 日進市 蟹甲町池下２１３－１ ショッピング

かつや愛知日進店 日進市 蟹甲町浅間下１６－１ 飲食店

あみやき亭 日進店 日進市 蟹甲町浅間下１８－３ 飲食店

わか松 日進蟹甲店 日進市 蟹甲町浅間下５６４－７ 飲食店

Rosy 日進市 赤池１－１２１４ サービス

ユーズドユーズ日進赤池店 日進市 赤池１－２７１０ ショッピング

e－style vivi 赤池店 日進市 赤池１－３００１　第二十五オーシャンプラザ
　２０１Ａ サービス

NAPhairscoya 日進市 赤池１－３００３　ルミエール赤池　１Ｆ サービス

寿司御殿赤池本店 日進市 赤池２－６００－１ 飲食店

鉄板酒処　いづ家　本店 日進市 赤池２丁目６０６　 飲食店

美容室アクター 日進市 赤池３－７０７　ラフィーネカニエ１Ｆ サービス

珈食房るぱん　平針店 日進市 赤池町屋下３１６－１ 飲食店

パティスリーミルグレイ 日進市 香久山２－４０３ ショッピング

U Hair 香久山店 日進市 香久山３－１０９ サービス

焼肉とんび 本店 春日井市 上条町１－２５８　第二栄林ビル　１Ｆ 飲食店

Banchetto 春日井市 下市場町３－８－５ 飲食店

ナフコ不二屋下津店 春日井市 下津町北島２１０ ショッピング

赤池タイヤ春日井店 春日井市 中切町１－７－１９ ショッピング

本の王国 高蔵寺店 春日井市 中央台１－１－２ ショッピング

宝島高蔵寺店 春日井市 中央台１－１－２ ショッピング

ハニーズ 高蔵寺店 春日井市 中央台１－２－２　サンマルシェ南館　２Ｆ ショッピング

ブランシェデドゥー高蔵寺店 春日井市 中央台２－１－１１ サービス

洋風鉄板焼かくれ家 春日井市 中央通１－７８　弘栄ビル 飲食店

Artis HAIR DESIGN 春日井市 中央通２－８３ サービス

Zeal d／u／e 春日井市 乙輪町２－５８ サービス

鰻処 まえの 本店 春日井市 八事町３－８３ 飲食店

水徳 春日井市 八光町１－１８－１ 飲食店

美濃路 春日井八田店 春日井市 八田町１－１２－１ 飲食店

うなぎのしろむら 春日井市 八田町１－１５－２ 飲食店

焼肉　えん 春日井市 八田町２－２８－１３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブティック rococo 春日井市 八田町２－４４－１８ ショッピング

アミカ春日井店 春日井市 八田町８－２－１ ショッピング

アメリカンスクエア マツヤ 春日井店 春日井市 六軒屋町４－５２ ショッピング

ジェイズ．ビス．グラム 春日井市 六軒屋町４－６１ サービス

ナフコ不二屋春日井店 春日井市 六軒屋町５－２９ ショッピング

ANTIQUE 春日井店 春日井市 六軒屋町東丘１３－２５ 飲食店

BOOKOFF 19号春日井中央店 春日井市 六軒屋町東丘１５－１ ショッピング

ホビーオフ19号春日井中央店 春日井市 六軒屋町東丘１５－１ ショッピング

Re－style 春日井市 出川町２１６９－６ ショッピング

ほるたん屋 出川店 春日井市 出川町８－１７－５ 飲食店

焼肉 やおや 春日井市 前並町東屋敷６１ 飲食店

ぼてこ勝川店 春日井市 勝川町１－７－１ 飲食店

レイフィールド勝川店 春日井市 勝川町２－１５－１ サービス

炭火焼肉 かち川亭 春日井市 勝川町５－１８　ウイングＫ　１Ｆ 飲食店

Diva 春日井市 勝川町６－１４１　長谷川ビル１Ｆ サービス

soie 春日井市 勝川町６－９３ サービス

御菓子処 美濃屋 駅前店 春日井市 勝川町７－３５　リプロ勝川 飲食店

clarte JR勝川駅前南口店 春日井市 勝川町８－２８５８－１ サービス

ボナー 春日井市 南下原町１－７－１ サービス

なかむら屋 春日井市 南下原町１－８－１７ 飲食店

やわらかとんかつ かつ雅 春日井店 春日井市 南下原町３－１３－６ 飲食店

花元 南下原店 春日井市 南下原町３－５－２ ショッピング

串焼菜膳 和み 春日井店 春日井市 南下原町３丁目１４番地７号 飲食店

ピッツェリア マリノ 春日井店 春日井市 南下原町３丁目６９番地 飲食店

ほるたん屋南下原店 春日井市 南下原町６－１９－５ 飲食店

Angelica 春日井市 味美白山町２－９－１　ベルニシキＮ－１Ａ サービス

宝島 味美店 春日井市 味美西本町字西海道２３１８－１ ショッピング

ナフコ不二屋坂下店 春日井市 坂下町４６１３ ショッピング

ブランシェ 神領店 春日井市 堀ノ内町２－１６－１６ サービス

かつや勝川インター店 春日井市 大和通１－７６－１ 飲食店

dal Babbo 春日井市 大和通２－１０－３ 飲食店

御菓子処 美濃屋 本店 春日井市 大和通２－３ 飲食店

串けん 春日井市 大手町２丁目５　 飲食店

SAKURA hair 大手店 春日井市 大手町９０７－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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TJ天気予報5mm春日井店 春日井市 大手町甲斐作１２２５ サービス

えびす 春日井市 大泉寺町２２０－１　福の湯内 飲食店

かつや 愛知春日井インター 春日井市 大泉寺町４８１－１ 飲食店

らーめんなごみや高蔵寺店 春日井市 大留町８－１２－１ 飲食店

焼肉きんぐ 春日井大留店 春日井市 大留町８－２０－１ 飲食店

リカーマウンテン高蔵寺店 春日井市 大留町９－３－４ ショッピング

髪切処 ICHI 春日井市 如意申町３－１－２　レジデンスサンパーク　
１０１ サービス

PINEDE 春日井店 春日井市 如意申町５－１２－１０　パークサイド広田　
１Ｆ 飲食店

ISCO 春日井市 如意申町６－１６－４　プラザ六丁目　１０２ サービス

PLUSCAREharu 春日井市 如意申町７－１３－１ サービス

エアエイジ 春日井市 宮町２－３－６ ショッピング

トーカイ 春日井宮町店 春日井市 宮町中島１－１ ショッピング

Hair Doop 春日井市 小野町５－８３－９ サービス

酒やビック春日井小野店 春日井市 小野町５－８８－１１ ショッピング

六三春日井店 春日井市 小野町６－５－７ 飲食店

酒やビック高蔵寺店 春日井市 岩成台９－２－２３ ショッピング

Wep hair 春日井市 岩野町１－５４ サービス

ナフコ不二屋岩野店 春日井市 岩野町２－１３－１１ ショッピング

和食創作料理　はんなり春日井店 春日井市 岩野町４１８０　キャクタス春日井 飲食店

リカーマウンテン 押沢台店 春日井市 押沢台１－７－２４ ショッピング

グリル城下 春日井市 旭町１－１１－４ 飲食店

とりまる勝川本店 春日井市 旭町１－２－３ 飲食店

豆工房コーヒーロースト勝川店 春日井市 旭町１－２６ ショッピング

韓まる勝川店 春日井市 旭町１－４５ 飲食店

CAFeZU－CCOTTO 春日井市 旭町１－６　ままま勝川　１Ｆ 飲食店

ナフコ不二屋勝川店 春日井市 旭町４－１１ ショッピング

ホットロード 春日井西店 春日井市 春日井上ノ町割畑６３－４ ショッピング

ピッツェリア マリノ 高蔵寺店 春日井市 東神明町１－１２－２ 飲食店

メンズヘアーサロンARD 春日井市 東神明町１－５－６　末澤ビル　１Ｆ サービス

カーテンアンドじゅうたん王国 春日井店 春日井市 東野新町１－６－７ ショッピング

トーカイ 春日井店 春日井市 東野新町２－４－１ ショッピング

海鮮処兄弟一丁目店 春日井市 東野町１－１－３３ 飲食店

株式会社さくらギフト 春日井市 東野町１－１２－１４ ショッピング

リカーマウンテン 春日井東野店 春日井市 東野町３－４－１３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ナフコ不二屋東野店 春日井市 東野町８－１－１０ ショッピング

海鮮処 兄弟 春日井市 東野町９－２－２２　安藤コーポ１Ｆ 飲食店

寿し兵衛 春日井市 東野町西３－１１－１０ 飲食店

Rich to 勝川店 春日井市 松新町１－２０　河合ビル　１Ｆ サービス

LOA style 春日井市 松新町１－２３　エクセレント勝川　１Ｆ サービス

ガーデンセンター不二 春日井市 松本町１－１－１ ショッピング

ファーマーズマーケット ぐぅぴぃひろば 春日井市 松本町１－１－１ ショッピング

お好み焼本舗 高蔵寺店 春日井市 松本町１－１－１５ 飲食店

ハードオフ 高蔵寺店 春日井市 松本町１－１０－１ ショッピング

ブックオフ 春日井高蔵寺店 春日井市 松本町１－１０－６　高蔵寺コスモスガーデン
内 ショッピング

オンセンド 春日井店 春日井市 松本町１－１１－１　高蔵寺コスモスガーデン
内 ショッピング

VOGUE 春日井市 松本町１－３－１６ サービス

HAIR MAKE NYNY 高蔵寺店 春日井市 松本町１－９－３ サービス

Aguhairleo春日井 春日井市 柏井町１－７０　第二新豊土地ビル　２Ｆ サービス

ラの壱 春日井店 春日井市 柏井町３－２３ 飲食店

レストラン 春日井店 春日井市 柏井町４－４ 飲食店

Acero 春日井市 柏井町５－２１０－１ サービス

ハンバ－グ＆グリル HANGURI 春日井市 柏原町１－１８　リゾ－トエリア英豊　１Ｆ 飲食店

はんこ屋さん21春日井店 春日井市 柏原町２－８１　小林ビル　１Ｆ ショッピング

サンレジャン 春日井店 春日井市 柏原町３－２５２ ショッピング

PRECIOUSHAIR春日井 春日井市 柏原町４－１３ サービス

ゆず庵 春日井店 春日井市 梅ヶ坪町９１－１ 飲食店

アストロプロダクツ 春日井店 春日井市 梅ヶ坪町９８－１ ショッピング

焼肉 大蓮 春日井市 気噴町北１－１６７ 飲食店

やきとりあら家 春日井市 気噴町北２－１７９ 飲食店

寿司竹 春日井市 浅山町１－１－５３ 飲食店

洋食ダイニングOGATSHI 春日井市 瑞穂通４－６２　コ－ポエトワ－ル　１Ｆ 飲食店

清水屋 春日井店 春日井市 瑞穂通５－３３ ショッピング

焼肉 牛角 春日井市 瑞穂通７－９ 飲食店

鰻処 まえの 瑞穂通店 春日井市 瑞穂通８－２４－１ 飲食店

ランド リバー 春日井市 白山町６－１２－２０ サービス

美容室 ラペ 春日井市 白山町６－２－４ サービス

パティスリ－ミュ－ 春日井市 白山町６－９－３ 飲食店

旬彩遊膳ながなわ 春日井市 知多町２－５１－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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グリーンセンター味美店 春日井市 知多町３－４１ ショッピング

ナフコ不二屋石尾台店 春日井市 石尾台１－２－５ ショッピング

AIM 春日井市 神領町２－２－１ サービス

Bonami hair 春日井市 稲口町２－３－７ サービス

カスガイケンテツ 春日井市 篠木町７－２１－１５ ショッピング

シナプス 春日井市 篠木町７－２４－１３ ショッピング

とんかつマ・メゾン　春日井店 春日井市 篠木町８－２７８８ 飲食店

ナフコ不二屋サンライフ店 春日井市 美濃町２－１５ ショッピング

ちどり 春日井市 若草通１－２－２ サービス

ワールドクラブ1989 春日井市 若草通２－１９－１ ショッピング

COCO春日井店 春日井市 若草通３－５７　MAINEビル2F サービス

うなぎ・ふぐ・懐石日比野 春日井市 若草通５丁目９０ 飲食店

買取市場 春日井店 春日井市 西山町１５５１－５ ショッピング

炭火焼肉 雄山 春日井市 西山町２－１－８ 飲食店

焼肉ホルモン ざくろ 春日井市 西山町３－１５－１ 飲食店

グリーンセンター春日井中央店 春日井市 西山町３－１８ ショッピング

うなぎ屋たむろ　本丸　春日井店 春日井市 西山町３－２－２ 飲食店

ブランシェ 春日井市民病院前店 春日井市 西山町３－４－１ サービス

酒やビック春日井西店 春日井市 西高山町２－１－３ ショッピング

花元バロー春日井西店 春日井市 西高山町２－３－６　バロー春日井西店内 ショッピング

ゆう美容室 朝宮店 春日井市 高山町２－３１－４ サービス

ロイス 春日井市 高蔵寺町２－６４ サービス

高蔵寺まつげ 春日井市 高蔵寺町２－７５－２ サービス

Aコープ 高蔵寺店 春日井市 高蔵寺町３－４－３ ショッピング

炭火焼肉とさや 高蔵寺店 春日井市 高蔵寺町北１－３５ 飲食店

VANCOUNCIL 春日井 春日井市 高蔵寺町北２－１５１ サービス

肉のよいち春日井店 春日井市 鳥居松町２－１５ 飲食店

プロステーション 春日井店 春日井市 鳥居松町２－２６５ ショッピング

solabeautydesign 春日井市 鳥居松町２－５５ サービス

chacoa 春日井市 鳥居松町５－１００　プリミエ－ル鳥居松　２
－１０１ サービス

Lorrancentral 春日井市 鳥居松町５－６０ サービス

花元 春日井市 鳥居松町６－２９－１ ショッピング

びっくりドンキー春日井店 春日井市 鳥居松町６－３９ 飲食店

Chaleur 春日井市 鳥居松町６－４６－２　ツタヤビル１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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EyelashSalonLULU春日井店 春日井市 鳥居松町６－５５　春日井THXビル２０３ サービス

NUDE COLOR 太田川店 東海市 中央町１－２９７ サービス

酒専門店 グランツ 東海市 中央町７－９２ ショッピング

焼き肉ホルモン肉亭 東海市 加木屋町一本木５５－１３ 飲食店

ゆず庵 東海店 東海市 加木屋町中井道１２８－１ 飲食店

坂角総本舗 加木屋工場売店 東海市 加木屋町御林４３－１ ショッピング

愛藤物産 東海市 加木屋町白拍子９０－２ ショッピング

焼肉 源・蔵 東海店 東海市 加木屋町真崎８４－１ 飲食店

てじ韓東海市店 東海市 加木屋町真崎８９－１ 飲食店

GALLARIA SALONE 東海市 加木屋町石田７４－１ サービス

ノンナカコーレ 東海市 加木屋町石田７８ 飲食店

ロンフーキッチン加木屋中華東海店 東海市 加木屋町腹太４９－２ 飲食店

アミカ東海名和店 東海市 名和町２番割中６２－２ ショッピング

あみやき亭 東海名和店 東海市 名和町三番割中２３－１ 飲食店

びっくりドンキー名和店 東海市 名和町三番割中３１－１ 飲食店

焼肉きんぐ 東海名和店 東海市 名和町八幡前３３－１ 飲食店

ジュエリー工房 セリオ 東海市 名和町南三ヶ月２０－１ ショッピング

牛ざんまい 東海店 東海市 名和町向田１－１ 飲食店

フィットハウス 東海店 東海市 名和町向田１－１ ショッピング

酒やビック東海店 東海市 名和町東垣内１０－１ ショッピング

焼肉八二九 東海市 名和町石谷１－１　レジデンスエーワン　１Ｆ 飲食店

焼肉純ちゃん名和 東海市 名和町細田４１－１ 飲食店

創作割烹ながさか 東海市 大田町下浜田１４７－３６ 飲食店

炭火焼鳥かぐら 東海市 大田町下浜田９２－１　ストリーム　２Ｆ 飲食店

帆季珈琲テラス　37 東海市 大田町東畑３２ 飲食店

焼肉 水谷 東海市 大田町蟹田３－８ 飲食店

酒・肴　魚信 東海市 大田町蟹田３９－１　 飲食店

まる兆 東海市 大田町郷中１６６ 飲食店

旬鮮 海宝 東海市 大田町郷中１９３ 飲食店

寿司丸忠　富木島店 東海市 富木島町伏見１－１０－１０ 飲食店

アクーユ東海店 東海市 富木島町伏見１－１８－７ サービス

六三 東海店 東海市 富木島町伏見２－５－１０ 飲食店

ヘアスペース・オドックス・ハナイ 東海市 富木島町伏見４－１７－２１ サービス

R・B・Y Four Leaf 東海市 富木島町南広３７－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉純ちゃん上野台店 東海市 富木島町東山２２ 飲食店

坂角総本舗 本店 東海市 横須賀町三の割６１ ショッピング

テニスショップIMPACT 東海市 横須賀町二ノ割３６－１－２０１ ショッピング

ハローキッド 東海店 東海市 荒尾町下平井７８ 飲食店

グリーンプラザうえの 東海市 荒尾町寄亀５５ ショッピング

坂角総本舗 本社工場売店 東海市 荒尾町甚造１５－１ 飲食店

ウシヒロ 横須賀店 東海市 養父町北反田４３　横須賀駅西第一ビル ショッピング

アベニール洋菓子店 東海市 養父町大木之本５１ 飲食店

SO－E HAIR 東海市 養父町大木之本５６－１　森ビル　１Ｆ サービス

Salut by IZA 東海市 高横須賀町公家１５－３ サービス

あみやき亭 東海横須賀店 東海市 高横須賀町社宮司９７ 飲食店

こみかるはうす 江南店 江南市 上奈良町栄６１－３　平和堂江南店　２Ｆ ショッピング

暮しの衣料マツオカ 江南ピナ店 江南市 前飛保町河原３３　江南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝﾋﾟﾅ１Ｆ ショッピング

花音 江南市 力長町観音寺１１８－１ ショッピング

権兵衛 江南市 力長町観音寺８ 飲食店

江南焼肉わにく 江南市 古知野町朝日２８０　μPLAT江南１Ｆ 飲食店

kannan亭 江南市 宮後町上河原１８－３ 飲食店

パティスリーデゼル 江南市 宮後町王塚１３４ 飲食店

リカーマウンテン 江南店 江南市 宮後町王塚６９ ショッピング

江南まつげ＆ネイル 江南市 宮後町砂場東１７７ サービス

わ 江南市 宮後町西屋敷２７ サービス

陶八 江南市 宮田町久保見１４０ ショッピング

尾関屋 江南市 小杁町明土４３ 飲食店

服部家具センター 江南店 江南市 木賀本郷町南３５ ショッピング

肉の匠 江南市 村久野町中郷１８０ 飲食店

ヤマケン家具 江南市 村久野町門弟山２０４ ショッピング

魚錠 江南店 江南市 東野町郷前西８４ 飲食店

レイフィールド江南店 江南市 東野町長幡寺４０－２ サービス

ローズ・ヴィ アイワールド 江南西店 江南市 松竹町上野２０５ ショッピング

TJ天気予報1mm 江南市 江森町中２１４ サービス

ハメカエタウン江南店 江南市 赤童子町御宿１０２ サービス

酒やビック江南店 江南市 赤童子町桜道９８ ショッピング

あみやき亭 江南店 江南市 赤童子町良原１６８－１ 飲食店

ほるたん屋 江南店 江南市 野白町葭場１１４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サワセイ 江南店 江南市 野白町葭場５ ショッピング

スーパー三心 江南店 江南市 野白町野白４６ ショッピング

THE GARDEN 江南市 高屋町清水６３ 飲食店

かっぽう家　ぶしん 江南市 高屋町西町１３２－１ 飲食店

ミヤコ花壇 江南店 江南市 高屋町西町３０ ショッピング

藤一番 江南店 江南市 高屋町西里２１ 飲食店

ぐっすり屋ワタシン津島本店 津島市 今市場町４－１４ ショッピング

あみやき亭 津島店 津島市 元寺町１－３３－１ 飲食店

サムソン＆デリラ 津島店 津島市 埋田町１－３３－１ サービス

グリーンセンター 津島店 津島市 大縄町９－７１－１ ショッピング

エコパーク津島店 津島市 天王通り５－９ ショッピング

alt tsushima 津島市 天王通り６－６６－２　サンパ－ク津島　２０
１ サービス

BOOKTOWN津島店 津島市 愛宕町９－７３－１ ショッピング

VANCOUNCIL津島 津島市 新開町１－５１－４ サービス

きときとの味 ゑびす屋 津島市 日光字東浦７６１－６ 飲食店

ALPHACUTVILLA 津島市 杁前町４－６６－１ サービス

BOOKOFF 津島店 津島市 東柳原町２－５１－１ ショッピング

サンレジャン津島店 津島市 東柳原町５－３ ショッピング

グッドモーニングユナイト 津島市 永楽町４－２９－１ サービス

かつや愛知津島店 津島市 江東町１－４５ 飲食店

にぎりの徳兵衛天王店 津島市 江西町３－５１ 飲食店

えちぜん津島店 津島市 江西町３－６４ 飲食店

エマ アバンス〔津島店〕 津島市 津島北新開２６０ サービス

ジーンズ藍や 津島市 津島北新開３４２－１ ショッピング

あみやき亭 神守店 津島市 神守町元屋敷１６１ 飲食店

珈琲元年津島神守店 津島市 神守町東浦４３ 飲食店

七輪焼肉 牛丸 津島市 神尾町１３５ 飲食店

津島甲羅本店 津島市 神尾町蓮池６５－１ 飲食店

ムラテ名古屋西支店 津島市 神尾町蓮池９ ショッピング

藤一番 津島店 津島市 神尾町蓮池９４－２ 飲食店

まぐろ堂　津島本店 津島市 莪原町不毛５２－１ 飲食店

JA海部東 グリーンプラザ 津島市 莪原町字郷東４８－１ ショッピング

赤から 津島店 津島市 莪原町神守前６６－２ 飲食店

HARD OFF 津島店 津島市 藤里町３－３５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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美濃路 津島店 津島市 西愛宕町２－１４５－１ 飲食店

ほるたん屋 津島店 津島市 西愛宕町２－１６６ 飲食店

酒やビック津島店 津島市 西愛宕町２－６５ ショッピング

オフハウス津島店 津島市 西柳原町４－１２ ショッピング

とりとり亭津島店 津島市 西柳原町４－５４－１ 飲食店

TJ天気予報 1t 津島市 越津町梅之木９２－１ サービス

BoulangerieBENKEI蟹江店 津島市 金柳町神様田２２８ 飲食店

焼肉 後楽園 津島本店 津島市 金柳町観音堂１６－１ 飲食店

りきゅう 津島店 津島市 金柳町観音堂３ 飲食店

チュウブワ-クス 津島市江西町 4丁目120番地 サービス

HairLounge le Ciel 海部郡大治町 三本木屋形１８８－１ サービス

BOOKOFF 大治店 海部郡大治町 三本木屋形１９３－１ ショッピング

洋菓子フィレンツェ大治店 海部郡大治町 三本木柳原１１４ 飲食店

Grandir 海部郡大治町 東條高松６４ サービス

beautyLabo 海部郡大治町 花常本郷西６７－１ サービス

Yellow for hair 海部郡大治町 花常福島２８　エクセルロアール１Ａ サービス

焼肉炎－musubi大治店 海部郡大治町 西條大辻１００－１ 飲食店

サンセイタイヤサービス大治店 海部郡大治町 西條附田４３－３ ショッピング

七厘焼肉 絆ーKIZUNAー 海部郡蟹江町 今本町通３４ 飲食店

ラパンセ ブラン 海部郡蟹江町 八幡１－１５－２ サービス

かつや 愛知蟹江インター 海部郡蟹江町 北新田２－６２ 飲食店

お好み焼　六三　蟹江店 海部郡蟹江町 学戸２－４５ 飲食店

浜舟 海部郡蟹江町 学戸４－１２２ 飲食店

ピッツェリア マリノ 蟹江店 海部郡蟹江町 学戸４－１３３ 飲食店

和食処 高さか 海部郡蟹江町 宝２－４３４ 飲食店

びっくりドンキー蟹江店 海部郡蟹江町 宝２－５８５－２ 飲食店

洋食 西洋軒 海部郡蟹江町 宝３－４４６ 飲食店

グッドモーニングプリム 海部郡蟹江町 富吉３－２５３ サービス

エマ ネクサス〔蟹江店〕 海部郡蟹江町 本町３－３７ サービス

ハードオフ愛知蟹江店 海部郡蟹江町 本町５丁目１１８番地 ショッピング

ヴェルム蟹江店 海部郡蟹江町 桜１－２１２　ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店 ショッピング

RAPPORT 海部郡蟹江町 桜3-821 サービス

宴家 海部郡蟹江町 源氏３－３８ 飲食店

からやま愛知蟹江 海部郡蟹江町 舟入２－３３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BOOKOFF 愛知蟹江店 海部郡蟹江町 蟹江本町５－１１８ ショッピング

Aコープ とびしま店 海部郡飛島村 松之郷１－５１ ショッピング

ワークショップ男の店 飛島店 海部郡飛島村 梅之郷中梅８４－３ ショッピング

焼肉きんぐ 清須店 清須市 寺野美鈴１９ 飲食店

エマ ブルーム〔清須店〕 清須市 寺野美鈴７３－１ サービス

梨撫麗 清須市 新清洲１丁目４－４　 ショッピング

松河屋老舗 春日店 清須市 春日砂賀東１４５ 飲食店

かつや名岐バイパス春日店 清須市 春日高札３３ 飲食店

こむぎことたまご。 清須市 清洲１０８１－３ ショッピング

綿半フレッシュマーケット清須店 清須市 清洲２０７４ ショッピング

美容室 Leclat×SHISEID 清須市 清洲下御替地１１３０　　フィール清須店２Ｆ サービス

炉ばた串一文字 清須市 西枇杷島町住吉５３　セントラルエチュード１
Ｆ 飲食店

美濃路 古城店 清須市 西枇杷島町城並２－１－１ 飲食店

カナヤマ商店 清須市 西枇杷島町宮前２－１３ ショッピング

珈琲元年清須店 清須市 西田中長堀１０１ 飲食店

酒やビック清須店 清須市 西田中長堀９８ ショッピング

フィットクラシック 瀬戸市 みずの坂１ー１４６ サービス

ダートバイクプラス 瀬戸店 瀬戸市 中水野町２－３０ ショッピング

ほるたん屋 瀬戸店 瀬戸市 共栄通４－９ 飲食店

コマツヤ　共栄店 瀬戸市 共栄通６丁目４１　 飲食店

すし処 光永 瀬戸市 共栄通７－１６４ 飲食店

かつや愛知瀬戸店 瀬戸市 共栄通７－２－１ 飲食店

酒のすぎた 共栄通店 瀬戸市 共栄通７－２１ ショッピング

酒やビック瀬戸店 瀬戸市 北浦町３－２４ ショッピング

カフェレストランノワ－ル瀬戸店 瀬戸市 南菱野町４６５　 飲食店

フィットネスクラブ　レスポ瀬戸 瀬戸市 南菱野町４６５　 ショッピング

ゴルフショップ72瀬戸 瀬戸市 南菱野町４６５　 ショッピング

カフェレストランノワール瀬戸店 瀬戸市 南菱野町４６５ 飲食店

アルプスヤマダ理容館 瀬戸市 南菱野町６８ サービス

品野陶磁器センター 瀬戸市 品野町１－１２６－２ ショッピング

びっくりドンキー瀬戸長根店 瀬戸市 城屋敷町４８－６ 飲食店

藤一番 瀬戸店 瀬戸市 川北町１－１８ 飲食店

牛ざんまい瀬戸店 瀬戸市 東寺山町１７９ 飲食店

ナフコ不二屋瀬戸店 瀬戸市 東横山町１１４－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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こみかるはうす 新瀬戸店 瀬戸市 東横山町９２　バロー新瀬戸ショッピングセン
ター　１Ｆ ショッピング

マカロニcafe＆Bakery 瀬戸市 祖母懐町４５ 飲食店

スーパーバリュー瀬戸店 瀬戸市 緑町１－１０６ ショッピング

直販市場しんせん 瀬戸市 緑町１－８ ショッピング

アイサン菱野店 瀬戸市 緑町１－８　グリーンシティショッピ ショッピング

瀬戸グリーンセンター 瀬戸市 菱野町３０５ ショッピング

瀬戸蔵セラミックプラザ 瀬戸市 蔵所町１－１ ショッピング

赤池タイヤ本地店 瀬戸市 西本地町１－１５９－１ ショッピング

ブランシェ西松山店 瀬戸市 西松山町３－４７ サービス

トーカイ 瀬戸店 瀬戸市 西長根町１－１ ショッピング

赤から 愛知瀬戸店 瀬戸市 西長根町６８－１ 飲食店

オフハウス 瀬戸店 瀬戸市 見付町７－１０ ショッピング

リカーマウンテン 瀬戸店 瀬戸市 陶原町１－３７－１ ショッピング

ギフトアオキ 瀬戸店 瀬戸市 高根町２－８５ ショッピング

プレジール 瀬戸店 瀬戸市 高根町２－８５ ショッピング

焼肉きんぐ 瀬戸店 瀬戸市 高根町３－１０３ 飲食店

うなぎ蓬ぜん 犬山市 上坂町４－１６８ 飲食店

ル・スリジェダムール犬山店 犬山市 上坂町５－２１９ 飲食店

湊 犬山市 上坂町５－５４ 飲食店

ヘアアートアーバ 犬山市 塔野地北４－７－１ サービス

ヨシヅヤ 犬山店 犬山市 天神町１－１ ショッピング

サイトウハム 犬山市 松本町１－１６２ ショッピング

酒やビック犬山店 犬山市 松本町２－９４ ショッピング

ヘアメイクジール 犬山市 梅坪３－１０３ サービス

RESTAURANT La vita 犬山市 梅坪３－２８ 飲食店

HAIR LOUNGE Le ciel 犬山市 梅坪３－２８ サービス

もちたけ 犬山市 犬山北笠屋１０－１ 飲食店

フレンチ 奥村邸 犬山市 犬山東古券３９５ 飲食店

豆吉本舗犬山店 犬山市 犬山西古券５－２ ショッピング

や台ずし 犬山駅西口町 犬山市 犬山高見町８－２ 飲食店

大安 犬山市 羽黒新田米野前２４－６ 飲食店

タイヤショップ エムイー 犬山市 羽黒新田郷東９７－１ ショッピング

パワーズ田原店 田原市 加治町東天神７－１ ショッピング

フードオアシス あつみ 福江店 田原市 古田町エゲノ前１２５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

109 / 129

[愛知県愛知県]



ヤマサちくわ 田原店 田原市 東赤石２－５２－５３ ショッピング

ミマス 田原市 浦町丸山１－４１ ショッピング

みかわの郷本店 田原市 浦町川向１３６－１ 飲食店

赤から田原店 田原市 田原町倉田６－３　 飲食店

居酒屋 Kai 田原市 田原町汐見１２ 飲食店

フードオアシス あつみ 田原店 田原市 田原町萱町１　セントファーレ内 ショッピング

カ－サ・ヴォ－ノ 田原市 神戸町堀池４３－１ 飲食店

来た佐 田原市 神戸町大坪３４－１　 飲食店

おおたにや 田原市 神戸町汐田１－１８ ショッピング

魚と貝のうまい店 玉川 田原市 福江町中紺屋瀬古２２－１ 飲食店

寿シ兼 田原市 福江町原ノ島３８ 飲食店

ダ・ヴィータ 田原市 豊島町安原崎４－５ ショッピング

なごみの郷 田原市 赤石６－５２ 飲食店

サンテパルクふれあいのMori 田原市 野田町芦ヶ池８ ショッピング

ヘアースタジオ シック 知多市 つつじが丘４－１２－１０ サービス

威風堂々 知多市 にしの台１丁目１１１２－１　 飲食店

リカーマウンテン知多店 知多市 にしの台４－７－８ ショッピング

CLOVERS 知多市 八幡中島１３８－３ サービス

酒やビック知多巽ケ丘店 知多市 八幡笹廻間６－１ ショッピング

FANTAGIA 知多市 八幡鍋山１２８の７ サービス

Minette 知多市 新知台２－１０－２ サービス

カ－ビュ－ティ－プロ・サンライズ 知多市 新知東屋敷８４−３ ショッピング

焼肉きんぐ 知多店 知多市 新知東町２－２－２７ 飲食店

くっく 靴店 知多市 新知東町２－２３－１ ショッピング

プランクオアトリ－ト 知多市 新知東町２丁目２－３３　 飲食店

食事処 おお田 知多市 新知西町５－１ 飲食店

焼肉 とっけん 知多市 新舞子北西田１２－１ 飲食店

かつや愛知新舞子店 知多市 新舞子竹ノ花１０８－１４ 飲食店

あみやき亭 知多新舞子店 知多市 旭南５－１１９－１ 飲食店

焼肉やまちゃん 知多市 朝倉町２８４ 飲食店

うみっ子朝倉 知多市 清水が丘１－１３０６ 飲食店

まるはドライブイン内海店 知多郡南知多町 山海高峯９－１ 飲食店

まるは本館 知多郡南知多町 豊浜中村８０ 飲食店

回転　まるは 知多郡南知多町 豊浜峠８　まるは食堂旅館　Ｂ１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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食堂旅館新館 知多郡南知多町 豊浜峠８－１ 飲食店

モノ市場 東浦店 知多郡東浦町 森岡一町田２０－１ ショッピング

美容室 アルルヘアー 知多郡東浦町 森岡中田面８－１５ サービス

ANTIQUE 東浦店 知多郡東浦町 森岡田面１６０－１ 飲食店

リカーワールドちとせ屋 知多郡東浦町 森岡田面３２－２ ショッピング

あみやき亭 東浦店 知多郡東浦町 緒川下汐田１５－１ 飲食店

PINEDE 東浦店 知多郡東浦町 緒川古川６６－１ 飲食店

ハードオフ 東浦店 知多郡東浦町 緒川家下３０－１ ショッピング

THE POD 知多郡東浦町 緒川旭１４－４ サービス

おぱんで豆蔵 東浦店 知多郡東浦町 緒川相生の丘８－８ ショッピング

すしプラザ武豊 知多郡武豊町 内鉋４３－３ 飲食店

グリーンセンター武豊 知多郡武豊町 向田６０－１ ショッピング

呑喜 知多郡武豊町 天神前１－１１４ 飲食店

ひらめ亭 知多郡武豊町 平井６－１０７ 飲食店

イシハラフード 武豊店 知多郡武豊町 平井６－８５ ショッピング

暮らしの衣料マツオカ 武豊店 知多郡武豊町 瀬木１９　TAK２１武豊ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ２Ｆ ショッピング

美濃路 武豊店 知多郡武豊町 石川７１－１ 飲食店

あみやき亭 武豊店 知多郡武豊町 石川７１－３ 飲食店

トーカイ 武豊店 知多郡武豊町 祠峯２－６４ ショッピング

焼肉たさき園 知多郡武豊町 西田崎６－１９ 飲食店

えびせんべいの里 美浜本店 知多郡美浜町 北方吉田流５２－１ 飲食店

うつみ食堂 鵜の池店 知多郡美浜町 奥田新入道７０－２ 飲食店

グリーンセンター美浜 知多郡美浜町 河和北田面７１－１ ショッピング

マンガ喫茶ログキャビン 阿久比店 知多郡阿久比町 卯坂神田１０－１ 飲食店

レイニ 知多郡阿久比町 植大大前田１－１５ サービス

鉢の木 知多郡阿久比町 植大森後４５－７ 飲食店

すし屋も料理屋もびっくり 知多郡阿久比町 植大浜田７ 飲食店

海鮮市場 徳川 知多郡阿久比町 白沢上蔵々１３ 飲食店

焼肉茶屋みさわ 阿久比本店 知多郡阿久比町 白沢上蔵々１９－７ 飲食店

グリーンプラザあぐい 知多郡阿久比町 阿久比駅前１－１ ショッピング

焼肉や大善 知立市 上重原２－２６ 飲食店

TOPHAIRLounge 知立市 上重原２－３１ サービス

服部家具センタ－レスパ知立店 知立市 上重原６丁目７５番地 ショッピング

露菴 知立店 知立市 上重原町丸山２００ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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GREENSHOP WALDEN 知立市 八ツ田町久根の内３８ ショッピング

正文館書店 知立八ツ田店 知立市 八ツ田町曲り５７－１ ショッピング

TJ天気予報5ページ 知立市 南新地１－６－１３ サービス

知立にこにこ餃子 知立市 南陽２－１ 飲食店

イング 知立市 堀切３－３７－１ サービス

JUe Hair Design 知立市 宝１－１３－５ サービス

和食酒家 縁 知立市 宝３－１４－５ 飲食店

HARD OFF 知立店 知立市 宝３－５－１８ ショッピング

アストロプロダクツ 知立店 知立市 山町御林１－１２７ ショッピング

お宝創庫知立店 知立市 広見１－９１ ショッピング

PapaNoel 知立市 広見４－３８ サービス

NICOLA 知立市 広見４－７６ サービス

リオン 知立市 新富２丁目１９ 飲食店

NOSSO LANCHE 知立市 昭和１－１２－５ 飲食店

Act stylish hair 知立市 東上重原４－５４ サービス

肉や大善 知立市 東上重原４－６ 飲食店

肉や大善 クロスゲート店 知立市 栄２－１０ 飲食店

天ぷら酒場KITSUNE知立店 知立市 栄２－１０　ＣＨＩＲＹＵＣＲＯＳＳＧＡＴＥ
　１Ｆ 飲食店

夢酒場知立魚昇本店 知立市 栄２－１５　Ｖａｒｍ　１・２Ｆ 飲食店

人形町今半フーズプラント名古屋センター 知立市 牛田１－９５ ショッピング

かつや愛知知立店 知立市 西町宮腰２７－１ 飲食店

thirty nine cafe 知立市 西町西４ 飲食店

KAZA・DA・PIZZA 知立市 谷田町北屋下９１－２０ ショッピング

MOTORING SEED 東刈谷店 知立市 谷田町本林２－１４－１ ショッピング

スーパーヤオスズ キララ店 知立市 谷田町西２－１０－４ ショッピング

肉匠坂井 知立店 知立市 逢妻町西栄８－３ 飲食店

あみやき亭 知立店 知立市 鳥居１－１２－１６ 飲食店

アルルヘアー ビープラス 知立市 鳥居１－１４－１２ サービス

タイヤガーデン知立 K－one知立店 知立市 鳥居１－１７－１ ショッピング

ゆず庵 知立店 知立市 鳥居３－３－９ 飲食店

オブジェ 碧南市 中山町３丁目４５　 ショッピング

金原酒店 碧南市 中山町６－７ ショッピング

はちすか 碧南市 中後町２－６３－１ 飲食店

エルメート洋菓子店 碧南市 向陽町４－７７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Pure Hearts 碧南店 碧南市 城山町１－８１－２ サービス

ヘアメイク グラフィティ 碧南市 天王町３－４０ サービス

キャロル 碧南市 幸町４－１ 飲食店

フーズアイランド碧南店 碧南市 弥生町２－７ ショッピング

ゆき寿司 碧南市 旭町２－４３－１ 飲食店

HARD OFF 碧南店 碧南市 末広町３－５０ ショッピング

あみやき亭 碧南店 碧南市 末広町３－６１ 飲食店

うお鉄 碧南市 本郷町１－１０２ 飲食店

あおいパークもぎたて広場 碧南市 江口町３－１５－３ ショッピング

レストラン＆カフェ K庵 碧南市 浜寺町２－１１ 飲食店

石川八郎治商店 碧南市 浜寺町２－１１ ショッピング

BakeryDooku 碧南市 源氏町１－１５－１０ 飲食店

日本料理 小伴天 碧南市 源氏神明町２５６ 飲食店

マンガ喫茶ログキャビン 碧南店 碧南市 照光町２－１４ 飲食店

美容室Shu 碧南本店 碧南市 西山町４－２１－１ サービス

マヤマサラ碧南店 碧南市 野田町１１９ 飲食店

メンズショップ イソガイ 碧南市 野田町１７ ショッピング

JA愛知西 産直広場 一色下方店 稲沢市 一色下方町２１８－１ ショッピング

酒ゃビック稲沢下津店 稲沢市 下津下町西２－１３６ ショッピング

てじ韓 稲沢店 稲沢市 下津丹下田町１６１ 飲食店

アンドトレッセ2 稲沢市 下津北山１－１６－４　豊田合成記念体育館
「エントリオ」内 飲食店

あみやき亭 稲沢下津店 稲沢市 下津小井戸１－５－５ 飲食店

エマ トラスト〔稲沢店〕 稲沢市 下津穂所町１６ サービス

産直広場 下津店 稲沢市 下津高戸町５０ ショッピング

炭火焼肉釜山稲沢店 稲沢市 井之口柿ノ木町１７１－２ 飲食店

酒や ビック 西尾下町店 稲沢市 井之口親畑町１４７ ショッピング

酒やビック小牧味岡店 稲沢市 井之口親畑町１４７ ショッピング

やきとり家 美濃路 稲沢店 稲沢市 前田１９４－３ 飲食店

産直広場 国府宮店 稲沢市 国府宮２－３－８ ショッピング

TEPPAN BAR LaTanta 稲沢市 国府宮２－５－１５ 飲食店

オンセンド 稲沢店 稲沢市 国府宮神田町１７　カネスエ国府宮店前 ショッピング

エコパーク清洲店 稲沢市 増田北町２ ショッピング

ビルズカフェ稲沢大 店 稲沢市 大塚北６丁目３５ 飲食店

赤から 稲沢店 稲沢市 大矢町三條田２６－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オートプラザラビット 稲沢店 稲沢市 奥田大沢町３－１ ショッピング

LICO 稲沢市 奥田町三十番神７１２４－１ サービス

産直広場 大里店 稲沢市 奥田計用町６８－２ ショッピング

モーリーの床屋 稲沢市 小沢３－１８－１７ サービス

炭火焼肉あかまつ 稲沢市 平和町丸渕上３６５ 飲食店

INCONTRARE 稲沢市 平和町横池中之町１９８ 飲食店

宝島 稲沢店 稲沢市 朝府町３－２２ ショッピング

藤一番　稲沢店 稲沢市 桜木宮前町４９－２ 飲食店

あみやき亭 稲沢店 稲沢市 桜木宮前町５３ 飲食店

PINEDE 稲沢店 稲沢市 正明寺２－１６－１０ 飲食店

VANCOUNCIL稲沢 稲沢市 石橋５－４０ サービス

酒やビック稲沢店 稲沢市 石橋５－４３ ショッピング

Sarao祖父江店 稲沢市 祖父江町三丸渕１１４　 飲食店

ヘア－スタジオイワタ 稲沢市 祖父江町三丸渕１５４－３　 サービス

暮らしの衣料マツオカ 祖父江店 稲沢市 祖父江町祖父江高熊１１１　平和堂祖父江店２
Ｆ ショッピング

リカーマウンテン祖父江店 稲沢市 祖父江町祖父江高熊４１８ ショッピング

ピッツェリアマリノ 稲沢店 稲沢市 稲島１２－３６－２ 飲食店

TJ天気予報part7 稲沢市 稲島東２－８６－１ サービス

旬菜・鮮魚・創作 みたき 稲沢市 稲島東６－４１－１ 飲食店

かつや 愛知稲沢店 稲沢市 重本１－６１ 飲食店

フィットハウス リーフウォーク稲沢店 稲沢市 長野７－１－２　リーフウォーク稲沢　２Ｆ ショッピング

Cherie Eye 稲沢市 陸田栗林町１－１－２６　１Ｆ サービス

アストロプロダクツ 稲沢店 稲沢市 高御堂２－１７－４ ショッピング

マルイチ三谷店 蒲郡市 三谷町常徳２６－２ ショッピング

料理うえむら 蒲郡市 上本町44260 飲食店

めんるい食堂清田庵 蒲郡市 中央本町３０－２４ 飲食店

サンヨネ蒲郡店 蒲郡市 八百富町７－３４ ショッピング

mur－mure形原 蒲郡市 形原町南新田３１－１６ サービス

松月 蒲郡市 形原町春日浦２９－１　 飲食店

カルピネット 蒲郡市 形原町春日浦２９－６　 飲食店

Aコープかたはら 蒲郡市 形原町東欠ノ上２４－１ ショッピング

波瀬 蒲郡市 水竹町４７－１　 飲食店

楽食家 ほろほろ 蒲郡店 蒲郡市 水竹町一反田１４－１ 飲食店

えびせん工房 一色屋 蒲郡市 清田町上大内３３－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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竹の家 蒲郡市 竹谷町土生６３　 飲食店

喜多 蒲郡市 西浦町西浜田５０－１　 飲食店

ハッピーワークス 本店 蒲郡市 鹿島町横砂１２－１ サービス

Aコープ 一色店 西尾市 一色町前野新田５３－１ ショッピング

酒やビック一色店 西尾市 一色町前野新田６６－３ ショッピング

三水亭 西尾市 一色町坂田新田西江９５－１０ 飲食店

三水亭 はなれ 西尾市 一色町坂田新田西江９５－１０ 飲食店

うなぎ処 いっしき 西尾市 一色町小薮船江東１７６ 飲食店

（株）イチカワ 西尾店 西尾市 丁田町上ノ切８ ショッピング

焼肉処 たけ家 西尾市 丁田町中ノ切５８ 飲食店

MEN’S SHOP INUZUKA 西尾市 丁田町杢左２２－２ ショッピング

焼肉 美昭 西尾市 丁田町柳堂１－１ 飲食店

株式会社 葵製茶 西尾市 上町上屋敷７ ショッピング

アップガレージ西尾店 西尾市 上町南荒子１６－１ ショッピング

松鶴園 西尾市 上町南荒子５０－２ 飲食店

あいや 西尾市 上町横町屋敷１５ ショッピング

ボロン西尾店 西尾市 上町沖道２３－５ ショッピング

Pure Hearts 西尾本店 西尾市 上町泡原１８－１ サービス

ザ・アミーゴス西尾店 西尾市 下町神明下１１ ショッピング

かつや愛知西尾店 西尾市 下町神明下４６ 飲食店

肉匠坂井 西尾店 西尾市 下町神明下５０－１ 飲食店

BOOKOFF西尾下町店 西尾市 下町神明下６３ ショッピング

おかず処たけ家 西尾市 中畑町浜田下１５－５ ショッピング

HairRelaxArty 西尾市 亀沢町５３８－１ サービス

カルビ一丁西尾店 西尾市 今川町東大城２８－１ 飲食店

アミカ西尾店 西尾市 今川町石橋６９ ショッピング

お好み焼本舗 西尾店 西尾市 今川町落３１－１ 飲食店

お肉や 金の月 西尾市 伊藤１－１０－２７ 飲食店

アジアンキッチン　媽媽や　西尾店 西尾市 住崎３－８１ 飲食店

オフハウス 西尾店 西尾市 住崎町北畑９－１ ショッピング

そば処　仁王門屋　むらまつ 西尾市 八ツ面町半ノ木下２－９ 飲食店

山善糟谷海苔店 西尾市 吉良町吉田東郷３１ ショッピング

Aコープ 吉良店 西尾市 吉良町吉田桐杭２３－１ ショッピング

酒やビック西尾店 西尾市 寄住町東浦３５－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉きんぐ西尾店 西尾市 寄住町東浦９８ 飲食店

酒のすぎた 西尾店 西尾市 寄住町若宮３６ ショッピング

焼肉しちりん家 西尾店 西尾市 山下町八幡山５１－１ 飲食店

Beauty door Syu 西尾市 新渡場町大西１９－１ サービス

ちょっとより道　食処　喜泉 西尾市 東幡豆町大平６３番地　 飲食店

きく寿司 西尾市 永吉３－２ 飲食店

からやま愛知西尾店 西尾市 永吉３－８６ 飲食店

あおい書店 西尾店 西尾市 熊味町北十五夜５－１ ショッピング

sunny side up 西尾市 熊味町道万１ サービス

あみやき亭 西尾店 西尾市 矢曽根町赤池５３ 飲食店

コンピュ-タハウスワタナベ 西尾市 羽塚町坊山４８－３ サービス

とうふや豆蔵 西尾花ノ木店 西尾市 花ノ木町７－５ ショッピング

Aコープ 幡豆店 西尾市 西幡豆町菰田１０６－１ ショッピング

キングファームカフェ 西尾市 西浅井町坂下６－１ 飲食店

炭焼いろり 炎楽 西尾市 道光寺町堰板２１－２ 飲食店

うなぎ割烹みかわ三水亭 西尾東店 西尾市 駒場町東山１－１６８０ 飲食店

フィットハウス ヴェルサウォーク西尾店 西尾市 高畠町３－２３－９　ヴェルサウォーク西尾　
１Ｆ ショッピング

穂積堂 西尾市 鶴舞町５４－１ 飲食店

焼肉 SenSyu亭 西春日井郡春日町 下之郷中沼６６ 飲食店

ブランシール 西春日井郡豊山町 豊場伊勢山２８０ 飲食店

ヘアモード フーガ 西春日井郡豊山町 豊場冨士１４ サービス

しゃぶ亭ふふふ豊山店 西春日井郡豊山町 豊場山方７０－１ 飲食店

HUGAVEC 西春日井郡豊山町 豊場新栄３８ サービス

ポンチャン 西春日井郡豊山町 豊場神戸１１６－１ 飲食店

WillesdenGreen 西春日井郡豊山町 豊場神戸１６５－１　エクセル神戸 サービス

松阪亭　三澤 西春日井郡豊山町 豊場高前１５ 飲食店

肉の三澤屋 西春日井郡豊山町 豊場高前４ ショッピング

クックマート 一宮店 豊川市 一宮町泉３３ ショッピング

ファミリ衣タウンイマイズミ一宮店 豊川市 一宮町泉７６ ショッピング

ゆず庵 豊川店 豊川市 下長山町高畑１３－１ 飲食店

e－style豊川店 豊川市 下長山町高畑３－１ サービス

鰻日本料理正楽 豊川市 中央通４－３８ 飲食店

露菴 豊川店 豊川市 中条町中道３１ 飲食店

VUN 豊川市 伊奈町北村１３８－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ビューティープレイスマチニワ とよかわ店 豊川市 光明町１－１９　ライフスタイル棟　２Ｆ サービス

ガトーラヴィ 豊川市 八幡町上宿７０－２ 飲食店

炭焼きワイン食堂Brace 豊川市 八幡町下天王９８ 飲食店

マルイチ八幡店 豊川市 八幡町大池３９ ショッピング

のだや 八幡店 豊川市 八幡町西赤土６１－１０ ショッピング

ポカラFC 豊川八幡店 豊川市 八幡町足洗１ 飲食店

玄気 豊川市 八幡町鐘鋳場２４７ ショッピング

Aコープ 中部店 豊川市 八幡町鐘鋳場２７６ ショッピング

セルフィーユ 豊川市 千歳通１－１５－２ 飲食店

酒やビック豊川店 豊川市 千歳通３－４－１ ショッピング

nido by Honey Bee Pr 豊川市 千歳通４－１８　アイレクステラスクラシック
内 ショッピング

はくよ庵 豊川市 千歳通４－１８－１ 飲食店

フードオアシス あつみ 宿店 豊川市 宿町佐平山５６ ショッピング

Aコープ 小坂井店 豊川市 小坂井町門並１８ ショッピング

GITA 豊川市 山道町１－８３ 飲食店

かつや豊川御油店 豊川市 御油町西井領２－１ 飲食店

ブルーモーメント 豊川市 御津町御幸浜１－１－２１　三河みとマリーナ
内 飲食店

たつみストアー御津店 豊川市 御津町泙野宮永７ ショッピング

産直ひろば御津 豊川市 御津町西方松本６７ ショッピング

鮨たか 豊川市 新栄町１－１０－５ 飲食店

analog／tool 豊川市 新桜町通１－３－２ ショッピング

吟酒館 たからや 豊川市 新桜町通２－９－１ ショッピング

Donmai京楽軒 豊川市 新豊町１－１５３ 飲食店

granny．f 豊川市 本野町東浦１８－１ サービス

クックマート 本野町店 豊川市 本野町東浦２５－５ ショッピング

（有）ヤマトストアー本野町店 豊川市 本野町東浦９ ショッピング

JAひまわり グリーンセンター一宮 豊川市 東上町松本２２７ ショッピング

焼肉おかだ 豊川市 東曙町２３９ 飲食店

クックマート 国府店 豊川市 森１－１４５ ショッピング

ブックマ－ケットエ－ツ－豊川店 豊川市 正岡町５２０　 ショッピング

本の王国 豊川店 豊川市 正岡町池田６９４－１ ショッピング

スパゲッティー＆ピッツア ペパート 豊川市 正岡町流田４３７－１ 飲食店

焼肉割烹 月と蓮 豊川市 為当町新屋川原１－３ 飲食店

サンワ豊川店 豊川市 牛久保城跡６３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

117 / 129

[愛知県愛知県]



お好み焼本舗 豊川店 豊川市 牛久保町城下７９－１ 飲食店

かつや愛知豊川インター店 豊川市 牧野町２－１ 飲食店

アストロプロダクツ 豊川店 豊川市 牧野町２－３ ショッピング

中国料理 豊龍園 豊川店 豊川市 白鳥町高田７４ 飲食店

クックマート諏訪店 豊川市 萩山町２－７ ショッピング

ザ・アミーゴス豊川店 豊川市 蔵子６－１２－１１ ショッピング

アミカ豊川店 豊川市 西桜木町２－２３－１ ショッピング

大吉 豊川市 諏訪２－２２ 飲食店

ワルツ 豊川プリオ店 豊川市 諏訪３－１３３ ショッピング

オンセンド 豊川店 豊川市 諏訪３－１３３　豊川プリオ　２Ｆ ショッピング

牛月乃屋ゆるり 豊川市 谷川町天王１３３ 飲食店

びっくりドンキー豊川インター店 豊川市 谷川町天王１７６ 飲食店

あみやき亭 豊川店 豊川市 豊が丘町１９８－１ 飲食店

ヤマサちくわ 豊川インター店 豊川市 豊が丘町８ ショッピング

ちくわの里 豊川市 豊が丘町８ ショッピング

車留満 音羽店 豊川市 赤坂町丁田１１０－２ ショッピング

JAひまわり グリーンセンター音羽 豊川市 赤坂町大日６ ショッピング

STEAKHOUSEUMEMURA 豊川市 野口町新屋敷７７－４ 飲食店

サンヨネ豊川店 豊川市 金塚町２－１ ショッピング

hair＆makekokua 豊川市 金塚町２－１０　タワーロイヤル１０５ サービス

炭火焼肉 あかしろ 豊川店 豊川市 金屋本町４－１７ 飲食店

ヤマサちくわ 音羽店 豊川市 長沢町流田２２３－４ ショッピング

ヤマサちくわ 門前店 豊川市 門前町１ ショッピング

松屋 豊川市 門前町５ 飲食店

JAひまわり グリーンセンター豊川 豊川市 馬場町上石畑６５ ショッピング

旬和風食彩さとう 豊川市 駅前通４丁目３１－１ 飲食店

さとうはなれ 豊川市 駅前通４丁目３１－１ 飲食店

精進料理手打そば瀧 本店 豊明市 三崎町ゆたか台３４－８ 飲食店

豊明フレッシュセンター 豊明市 三崎町中ノ坪５－２ ショッピング

あみやき亭 豊明店 豊明市 三崎町井の花７－５ 飲食店

LAP 豊明市 二村台２－２０－２ ショッピング

焼肉 おおさか家 豊明市 前後町三ツ谷１３１８－２ 飲食店

アミカ豊明店 豊明市 前後町善江１６８５－１ ショッピング

酒やビック豊明店 豊明市 前後町螺貝１３７９－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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藤一番　豊明店 豊明市 前後町螺貝１３８８－１ 飲食店

かつや愛知前後店 豊明市 前後町螺貝１３９４－４ 飲食店

豊明西部産直センター 豊明市 新栄町３－３２８ ショッピング

fufufu．TJ天気予報 豊明市 新栄町５－１－２ サービス

マリーヌ洋菓子店 豊明市 新田町下一ノ割７２－１１ 飲食店

味処しゅん 豊明市 新田町村合５６－５　シャインＫ　１０２ 飲食店

徳川ホルモンセンター 豊明御殿 豊明市 新田町門先１１－１ 飲食店

ブックオフ とよあけ店 豊明市 新田町門先１１－１３ ショッピング

一二家吉池店 豊明市 新田町門先２－１ ショッピング

ヴィレッジヴァンガード ポルト 豊明市 栄町元屋敷５５　スパークシティーポルト　１
Ｆ ショッピング

横山農園 豊明市 沓掛町山新田４２－２ ショッピング

サンフレッシュブルーム豊明本店 豊明市 西川町広原４３－２ ショッピング

アップガレージ 豊明・国1店 豊明市 阿野町長根１５３－１ ショッピング

牛嵐山 豊橋市 つつじが丘２－２８－５ 飲食店

ジーンズショップヤマト 向山店 豊橋市 つつじが丘２－６－１６ ショッピング

お好み焼本舗 向山店 豊橋市 つつじが丘２－６－２１ 飲食店

焼肉レストラン はなだ 豊橋市 つつじが丘２－７－２７ 飲食店

びっくりドンキー三ノ輪店 豊橋市 三ノ輪町３－１－１ 飲食店

ビオ・あつみエピスリー豊橋 豊橋市 三ノ輪町本興寺２－１２ ショッピング

mono PLACE 豊橋市 三ノ輪町本興寺３－１６ ショッピング

モカとチャイ 豊橋市 三ノ輪町本興寺３－５７ 飲食店

COCO豊橋店 豊橋市 三ノ輪町本興寺４１－１　ＣＲＥＳＴ　１〜３
Ｆ サービス

サンヨネ高師店 豊橋市 上野町上野５３－２ ショッピング

ルシードスタイルソレイユ 豊橋市 上野町字新上野５５－５ サービス

ヤマサちくわ 下地店 豊橋市 下地町橋口３０－１ ショッピング

どんどん 豊橋下地店 豊橋市 下地町瀬上１２ 飲食店

U－ICHIBAN 豊橋店 豊橋市 下地町瀬上１６ ショッピング

西洋茶店 豊橋市 中岩田１－１－１ 飲食店

有限会社かねまるセンター 豊橋市 中岩田３－２４－５ ショッピング

BOMBRASiL 豊橋市 中岩田５－５－１２ ショッピング

Aguhairglanz豊橋 豊橋市 中浜町１８２ サービス

BOMBRASIL NAKANO 豊橋市 中野町大原１９－１ ショッピング

いちょう　中野町本店 豊橋市 中野町平北８０ 飲食店

グリーンセンター 磯辺店 豊橋市 中野町野中４０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サロック二川店 豊橋市 二川町北裏１－１６ ショッピング

ニューライフフジ 二川店 豊橋市 二川町南裏４４－６ ショッピング

Chouette 豊橋市 井原町１４６－４ サービス

サンヨネ東店 豊橋市 仲ノ町１ ショッピング

すし義 豊橋市 伝馬町１８８ 飲食店

ポカラ豊橋佐藤店 豊橋市 佐藤１－１４－６　花ヶ崎ガ－デンプレイス　
１Ｆ 飲食店

ar．nouvelle．vaugue 豊橋市 佐藤２－２４－７ サービス

トリト 豊橋市 佐藤３－１９－１３ ショッピング

ルシードスタイル アートラッシュ 豊橋市 佐藤４－３３－３ サービス

アミカ豊橋佐藤店 豊橋市 佐藤４－３９－６ ショッピング

ニューライフフジ 西口店 豊橋市 佐藤町北島５－２ ショッピング

伊勢屋酒店 豊橋市 八通町１２０－２ ショッピング

コントワール・デュ・モンド 豊橋市 前田南町１－１－３　ﾀﾜｰﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ·ｱﾈｯｸｽ１ ショッピング

Matsushita 豊橋市 前田南町１－１－３　タワーレジデンスアネッ
クス１－Ｃ ショッピング

リゾートレストラン シカン 豊橋市 前田南町１－１２－１６ 飲食店

サンワ前田南店 豊橋市 前田南町１－１４－１２ ショッピング

和牛三将軍 豊橋市 前田南町２－１４－１１ 飲食店

ラ・コレクション エムズ 豊橋市 前田南町２－１７－２ ショッピング

どんどん 豊橋北山店 豊橋市 北山町２４－１ 飲食店

大正庵 豊橋市 南松山町１２１－２　 飲食店

有楽製菓夢工場直営店 豊橋市 原町蔵社８８ ショッピング

Fleur de SOLEIL 豊橋市 吉川町１６２－１ サービス

豊川堂本店 豊橋市 呉服町４０ ショッピング

酒やビック豊橋柱店 豊橋市 堂坂町２３－１ ショッピング

ふじや 本店 豊橋市 多米西町３－６－５ ショッピング

オリエント楽器 豊橋店 豊橋市 大国町３０ ショッピング

orto 豊橋市 大山町東大山１４１　 飲食店

ガーデンガーデン 豊橋市 大岩町境目３５－８ ショッピング

豊橋総合動植物公園自然史博物館 売店 豊橋市 大岩町字大穴１－２３８ ショッピング

BONHEUR SOLEIL 豊橋市 大岩町西郷内１２７－１ サービス

山安食料品店 本店 豊橋市 大手町５７ ショッピング

アップガレージ豊橋店 豊橋市 大村町大賀里９２ ショッピング

焼肉処 若葉亭 豊橋市 大橋通１－８３　豊橋駅前ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉塩すだち 豊橋市 大橋通１－８７－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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たつみストアー大清水店 豊橋市 大清水町大清水１３８ ショッピング

ほなみ 豊橋市 大清水町字大清水３－１０４３ ショッピング

たつみストアー二川店 豊橋市 大脇町大脇３６－２ ショッピング

丸文建材 豊橋支店 豊橋市 天伯町八田平２７－１１５ ショッピング

パティスリー ガトーフルール 豊橋市 宮下町７５　フローラルビレッヂ　１Ｆ 飲食店

カフェ・ガトーフルール 豊橋市 宮下町７５　フローラルビレッヂ　２Ｆ 飲食店

松寿し 豊橋市 宮下町８５ 飲食店

VAN COUNCIL豊橋 豊橋市 富本町３２ サービス

焼肉 凛檎や 豊橋市 小松町１６８－１ 飲食店

焼肉吉祥庵 豊橋市 小松町１７０－１ 飲食店

ビオラス 豊橋市 小池町４８－３　 サービス

ワルツ 藤沢店 豊橋市 小浜町５５ ショッピング

コーヌコピア 豊橋市 山田一番町１４７－１ サービス

リカーマウンテン豊橋山田店 豊橋市 山田一番町１４８－１ ショッピング

フードオアシス あつみ 山田店 豊橋市 山田町字西山１１－１ ショッピング

ザ・アミーゴス岩屋店 豊橋市 岩屋町岩屋下２９－５０ ショッピング

ステーキ＆ディナー シカゴ 豊橋市 平川本町２－１３－１４ 飲食店

ステ－キ＆ディナ－シカゴ 豊橋市 平川本町２丁目１３－１４　 飲食店

炭とおでん 広小路でんでん 豊橋市 広小路１－１０ ショッピング

酒の肴とせいろ料理い子い 豊橋市 広小路１－１２－１ 飲食店

ベルモード 豊橋広小路店 豊橋市 広小路１－１９ ショッピング

ドバール 豊橋市 広小路１－２１ 飲食店

まえしろ 豊橋市 広小路１丁目１１　三河屋ビル１Ｆ 飲食店

リーガルシューズ 豊橋店 豊橋市 広小路２－２７　中央ビル　１Ｆ ショッピング

クックマート ユーアイ店 豊橋市 弥生町東豊和１２３ ショッピング

ルシードスタイルビーシャイン 豊橋市 弥生町松原４９－２ サービス

花一 豊橋市 新吉町６０ ショッピング

炉端くう 豊橋市 新本町１０１　杉田ビル１Ｆ－Ｂ 飲食店

勇魚や 豊橋市 新本町８１－２ 飲食店

かつや豊橋新栄店 豊橋市 新栄町南小向１００－７ 飲食店

ヤマサちくわ 曙店 豊橋市 曙町南松原１１ ショッピング

焼肉きんぐ 曙店 豊橋市 曙町南松原１５ 飲食店

garage 豊橋市 曙町南松原１７ ショッピング

ニューライフフジ 岩田店 豊橋市 東岩田３－１０－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒やビック豊橋店 豊橋市 東幸町東明１０４－１ ショッピング

ゴリラの酒屋 もりたや 豊橋市 東脇３－１－１７ ショッピング

甲羅グループ 豊橋市 東脇３－１－７ 飲食店

パワーズ東脇店 豊橋市 東脇４－１８－１７ ショッピング

KKIndianRestaurant 豊橋市 松井町南新切３３－１ 飲食店

ワルツ トキワ店 豊橋市 松葉町１－１７ ショッピング

アヌーク 豊橋市 松葉町１－２６ ショッピング

久遠チョコレ－ト 本店 豊橋市 松葉町１－４　榊原ビル　１Ｆ ショッピング

寿司蔵 豊橋市 松葉町１－４８ 飲食店

中華割烹 茶居那 豊橋市 松葉町１－５５ 飲食店

しゃぶ源 豊橋市 松葉町１－５５－２ 飲食店

むぎとろ 豊橋市 松葉町１－７ 飲食店

美容室ユーフォリア 豊橋市 松葉町２－２３ サービス

ブリオ 豊橋市 松葉町３－９１ 飲食店

ノエルこすたりか 豊橋市 柱八番町１１８ 飲食店

e－style柱店 豊橋市 柱八番町４６－１ サービス

レストランアモンダン 豊橋市 柱八番町９９－１ 飲食店

美食倶楽部 豊橋市 梅薮町折地２－１ ショッピング

勢川みゆき店 豊橋市 江島町１４８　 飲食店

OrganicSalon KAHALA 豊橋市 江島町９７－６ サービス

かつさと豊橋浜道店 豊橋市 浜道町百々池４５－１４ 飲食店

入河屋 豊橋湊町店 豊橋市 湊町１３６ 飲食店

びっくりドンキー豊橋藤沢店 豊橋市 潮崎町５１ 飲食店

下條屋 豊橋市 牛川町中郷６８ ショッピング

クックマート牛川店 豊橋市 牛川通１－１５－２ ショッピング

三幸寿司 豊橋市 牛川通２－１０－１４ 飲食店

京寿し 豊橋市 牛川通３－１－２ 飲食店

オールドコースこすたりか牛川店 豊橋市 牛川通３－１４－１４ 飲食店

マルマサ牟呂店 豊橋市 牟呂市場町１２－６ ショッピング

アミカ豊橋店 豊橋市 牟呂町字扇田６５－１ ショッピング

レイフィールド豊橋牧野店 豊橋市 牧野町３０－２４ サービス

ガリバー向山店 豊橋市 瓦町通２－１６１ ショッピング

GREEN　CAFE 豊橋市 白河町１００　サーラプラザ豊橋　１Ｆ 飲食店

ヤマサちくわ 西駅店 豊橋市 白河町２２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼肉きんた西駅店 豊橋市 白河町３２ 飲食店

磯兵衛 豊橋市 磯辺下地町東坪１９－１ 飲食店

polumhair 豊橋市 神ノ輪町８４ サービス

鳥善 豊橋市 神明町１１ 飲食店

すきやきの小林 豊橋市 神明町２１ 飲食店

魚雅 豊橋市 神野新田町カノ割１０２－１ 飲食店

ホット・ロード 豊橋市 神野新田町ヲノ割４０－１ ショッピング

炭火焼　居酒屋　まる 豊橋市 神野新田町字イノ割７８－１　 飲食店

hair make snip 豊橋市 羽根井西町１－１ サービス

すし屋 でんすけ 豊橋市 草間町平東１３０　東和プラザ１－１１ 飲食店

中国四川料理 道 豊橋市 草間町東山４－１ 飲食店

パワーズ菰口店 豊橋市 菰口町１－２０ ショッピング

JAファーマーズマーケット吉田方店 豊橋市 菰口町６－３０ ショッピング

ユーロ 豊橋市 萱町２７ ショッピング

すしの嘉六 豊橋市 萱町３２　伊沢ビル　１Ｆ 飲食店

燈乃maison豊橋店 豊橋市 藤沢町３３ 飲食店

炭焼き　牛たん　こま太郎 豊橋市 西小鷹野１丁目１－２　金田ビル１０２ 飲食店

ニューライフフジ たか丘店 豊橋市 西小鷹野３－１１－７ ショッピング

GRAND SOLEIL 豊橋市 西岩田４－１２－１８ サービス

GENKIPLUS 豊橋市 西岩田６－１６－１１ ショッピング

ベルカント 豊橋市 西幸町古並２６８－２ 飲食店

美容室ワンズパル 豊橋市 野依町字東物草８４－４ サービス

産直プラザ 二川 豊橋市 雲谷町ハシヅメ３－７８ ショッピング

ファクトリーギア 豊橋店 豊橋市 青竹町青竹３８－１ ショッピング

クックマート 飯村店 豊橋市 飯村北４－１２－５ ショッピング

とらのこ 豊橋市 駅前大通１－１２　タカラビル　Ｂ１ 飲食店

チャイニーズダイニング　謝謝駅前店 豊橋市 駅前大通１－１３５　ココラアベニュー　１Ｆ 飲食店

豊市 豊橋市 駅前大通１－１３５　ココラアベニュー　２Ｆ 飲食店

ジョージズ 豊橋店 豊橋市 駅前大通１－１３５　ココラアベニュー　２Ｆ ショッピング

とりとり亭 豊橋店 豊橋市 駅前大通１－７５ 飲食店

garden dining Kado 豊橋市 駅前大通２－５４ 飲食店

サンヨネ魚町本店 豊橋市 魚町１２０ ショッピング

ヤマサちくわ 本店 豊橋市 魚町９７ ショッピング

cherir HAIR DESIGN 豊田市 三軒町８－１７－２ サービス
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びっくりドンキー豊田西店 豊田市 三軒町８－３２－１ 飲食店

スーパーやまのぶ四郷店 豊田市 上原町一丁田２３ ショッピング

ANTIQUE 豊田店 豊田市 上原町一丁田６４－１ 飲食店

PINEDE 豊田店 豊田市 上原町一丁田６４－１ 飲食店

ステーキイタリアン マリノ 豊田上原店 豊田市 上原町一丁田７１－１ 飲食店

スーパーやまのぶ上郷店 豊田市 上郷町２丁目２４－１０ ショッピング

ブックウォーカー 豊田市 上野町４－６－７ ショッピング

酒のすぎた 高橋店 豊田市 上野町４－６－９ ショッピング

麺場田所商店豊田店 豊田市 下市場町２－５３－６ 飲食店

タキソウ家具 本店 豊田市 下林町２－６５ ショッピング

フォーユー豊田店 豊田市 丸山町１０－５－１　豊田カバハウス内 ショッピング

神戸屋 丸山店 豊田市 丸山町１０－６１ 飲食店

和牛焼肉 勢 豊田司 豊田市 丸山町２丁目８１ 飲食店

RAY beauty 豊田丸山店 豊田市 丸山町３－５０－３ サービス

ホームセンターヤマニシ 五ケ丘店 豊田市 五ヶ丘１－１－１ ショッピング

すし 朋輩 豊田市 京町４－１４－１２ 飲食店

内藤精肉店 豊田市 伊保町向山２０－１ ショッピング

フォックスマート 豊田市 保見ヶ丘５－１ ショッピング

HARE／PAN豊田店 豊田市 元城町１－８ 飲食店

鮨懐石　大学本店 豊田市 元城町３－６５ 飲食店

はんこ屋さん21豊田店 豊田市 元城町４－１９－１ ショッピング

からやま豊田元宮 豊田市 元宮町１－２２－１ 飲食店

ICONIQ 豊田店 豊田市 元宮町１－２６－１ サービス

サンレジャン 豊田店 豊田市 元宮町１－７ ショッピング

えぷろん生鮮館 リブレ元宮店 豊田市 元宮町２－１１　リブレ豊田元宮 ショッピング

三西タイヤサービス豊田店 豊田市 元宮町５－２－１ ショッピング

ラの壱豊田店 豊田市 元宮町６－１４－１ 飲食店

グルマンヴィタル豊田店 豊田市 前山町１－２７　Ｍパーク内 飲食店

アストロプロダクツ 豊田店 豊田市 前山町３－２－３ ショッピング

かつや豊田前田町店 豊田市 前田町３－３－２ 飲食店

ホットロード 豊田店 豊田市 前田町３－５－２ ショッピング

酒ゃビック豊田十塚店 豊田市 十塚町３丁目２３番 ショッピング

イン東京 豊田店 豊田市 十塚町４－２４－１ サービス

やわらかとんかつ かつ雅 豊田吉原店 豊田市 吉原町宮里１６－１ 飲食店
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京屋伊助豊田吉原町店 豊田市 吉原町宮里８－４ ショッピング

WORKER 豊田市 和会町南高根４４－１ サービス

豊南焼肉 豊田市 和会町南高根４５－１ 飲食店

ヘア＆エステ AI 豊田市 喜多町２－１７０　KiTARA１０４ サービス

原田屋 豊田市 喜多町３－１１０　コモスクエアイースト　１
Ｆ ショッピング

豊田ホルモン 豊田市 喜多町３－５５－２ 飲食店

KITCHENNICO 豊田市 喜多町４丁目６７－５　２Ｆ 飲食店

焼肉一番カルビ 元町店 豊田市 土橋町２－１４－１ 飲食店

匠書店 豊田土橋店 豊田市 土橋町６－７６－１ ショッピング

酒ゃビック豊田大林店 豊田市 大林町１０－２４－９ ショッピング

LUCIDO STYLE reMix 豊田市 大林町１４－３－１３ サービス

桜街茶房 集いの大林店 豊田市 大林町１５－３－１２ 飲食店

居酒屋割烹おおつか 豊田市 大林町１６－１－２ 飲食店

えぷろん 大林店 豊田市 大林町１７－６－６ ショッピング

楽一楽座　大林店 豊田市 大林町８－２８ 飲食店

Aコープ 下山店 豊田市 大沼町新井前東９２ ショッピング

松華堂 宮上店 豊田市 宮上町３－２６－７ 飲食店

酒やビック豊田朝日町店 豊田市 宮上町３－２９－４ ショッピング

えぷろん 宮上店 豊田市 宮上町３－３９－３ ショッピング

KPheart豊田 豊田市 宮上町７－２５　スズキビル　１Ｆ サービス

肉匠坂井 豊田宮上店 豊田市 宮上町８－１０１－１ 飲食店

あみやき亭 豊田寿店 豊田市 寿町３－３ 飲食店

ガーデニングプロショップ トヨタガーデン 豊田市 寿町４－５４ ショッピング

アミカ豊田店 豊田市 寿町７－９５－１ ショッピング

glico 豊田市 小坂本町１－１３－７　名鉄鈴彦小坂本町ハイ
ツ　１０１ サービス

味仙 豊田店 豊田市 小坂本町１－６－４　ウェルネス豊田　１Ｆ 飲食店

豊田市美術館ミュージアムショップ 豊田市 小坂本町８－５－１ ショッピング

YOGO 豊田市 小坂町１６－３４－２ サービス

レストラン神戸屋 豊田市 山之手６－６９ 飲食店

ル・ポミエ 豊田市 山之手６－６９ 飲食店

スーパーやまのぶ市木店 豊田市 市木町岩本２０－１ ショッピング

炙り居酒屋うのっち 豊田市 平山町５丁目３　 飲食店

ケーキハウス アンジュ 豊田市 平戸橋町石平６１－１５ 飲食店

花成 豊田市 平芝町３－１４－８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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やわらかとんかつ かつ雅 豊田美里店 豊田市 広川町１０丁目２９番１ 飲食店

文具ギャラリーイケダヤ 豊田市 御幸本町１－１９３ ショッピング

リスペクト MAMBO 豊田市 御立町７－１１０－２ サービス

株式会社ふとんのわたまん 豊田市 挙母町２－３６ ショッピング

焼肉 李 豊田市 挙母町３－６８ 飲食店

あみやき亭 豊田陣中店 豊田市 日之出町１－２－１ 飲食店

シヤイン MAMBO 豊田市 日之出町２－１３－９ サービス

炭火焼肉朝日亭 豊田市 日之出町２－１７－５ 飲食店

QUONチョコレ－ト豊田 豊田市 明和町３－８－３ ショッピング

Cab 豊田市 明和町６－２４－２ サービス

リサイクルマートエコパーク豊田店 豊田市 朝日町２－１９－８ ショッピング

美容室 ラフゥ 豊田店 豊田市 東山町１－３－６ サービス

トーカイ 豊田店 豊田市 東山町１－７－９ ショッピング

Hair Episodes 豊田市 東新町２－７５－１　カ－サエレベ－ト２　１
Ｆ　東 サービス

焼肉きんぐ 梅坪店 豊田市 東梅坪町７－１－７ 飲食店

スーパーやまのぶ梅坪店 豊田市 東梅坪町８－２－１ ショッピング

Aguhairone梅坪 豊田市 東梅坪町８－８－１８ サービス

グリーンセンター 松平店 豊田市 松平志賀町丸山５－１ ショッピング

花桂本店 豊田市 桜町１－１ ショッピング

割烹なり田 豊田市 桜町１－４１－１ 飲食店

寿司と和食の店つたや 豊田市 武節町屋敷１６１　 飲食店

alex republic 豊田市 永覚新町１－１１－５ サービス

大塚商会 豊田市 永覚新町４－２５－５ ショッピング

赤から豊田 2号店 豊田市 永覚新町４－８８ 飲食店

鮨懐石だる磨きらら亭 豊田市 永覚町上長根３５－６　 飲食店

トーカイ 永覚店 豊田市 永覚町上長根４２－１ ショッピング

MotorradToyota 豊田市 永覚町下長３８ ショッピング

焼肉きんぐ 豊田浄水店 豊田市 浄水町伊保原２００－１ 飲食店

ヘアーサロン ヴァーチュ 豊田市 浄水町伊保原２４８－２ サービス

PATISSERIECAFEenough 豊田市 浄水町伊保原３０５　Ｙ’ｓＧＡＲＤＥＮ　１Ｆ 飲食店

美容室 Qwali 豊田市 浄水町伊保原４７４ サービス

炭火焼肉 和ぼっち 豊田市 浄水町伊保原６５４－４０ 飲食店

アン・エ・ドウー 豊田市 浄水町区画整理内 飲食店

えぷろん 生鮮館 豊田市 浄水町南平１７０ ショッピング
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もてな 豊田市 浄水町南平２０－１ サービス

Angie 豊田市 浄水町南平８８－１ サービス

Aguhairlucie豊田浄水 豊田市 浄水町原山３２５－１　エスライフ浄水駅前　
１Ｆ サービス

かね大 豊田市 清水町５丁目４８－３　 飲食店

えぷろん 渋谷店 豊田市 渋谷町３－３７－１５ ショッピング

酒やビック豊田高橋店 豊田市 渋谷町３－９８０－４１ ショッピング

珈琲家暖香 豊田畝部店 豊田市 畝部東町西丹波１７－１ 飲食店

river HAIRWORKS 豊田市 畝部東町馬場西５－４ サービス

Aコープ うねべ店 豊田市 畝部西町伊勢神６２ ショッピング

グリーンセンター うねべ店 豊田市 畝部西町柳原２９－１ ショッピング

aqush 豊田市 神田町２－９－８　ルック神田　１Ａ サービス

珈琲家暖香 豊田秋葉店 豊田市 秋葉町１－７０ 飲食店

ARBO 豊田市 秋葉町４－７－１ ショッピング

自然菓工房 あずき庵 豊田市 竹元町上の山下３５ 飲食店

手打ちめん処 しら川 豊田市 竹元町上の山下４４ 飲食店

和牛焼肉勢本館 豊田市 竹元町和光１２１ 飲食店

うなぎの三河 豊田市 羽布町鬼ノ平１番地１６　 飲食店

居酒屋そわか 豊田市 若宮町２丁目１６－１　中村ビル２階 飲食店

ネオ炉端道南農林水産部　豊田店 豊田市 若宮町７－４－１ 飲食店

66DINER 豊田市 若林東町三和８３－７ 飲食店

スーパーやまのぶ若林店 豊田市 若林東町上外根４３－１ ショッピング

YEAST 豊田市 若林東町宮間１７－３５ サービス

あみやき亭 豊田若林店 豊田市 若林東町新屋敷２６－３ 飲食店

菓舗 近江屋 豊田市 若林東町棚田２４ 飲食店

Aコープ 若林店 豊田市 若林西町六反ケ坪２ ショッピング

グリーンセンター 高岡店 豊田市 若林西町六反ヶ坪５１ ショッピング

ほがらか若草店 豊田市 若草町２丁目６－８　 飲食店

グリーンセンター 藤岡店 豊田市 西中山町稲場１６１－１ ショッピング

産直プラザ 豊田市 西町４－２４－２ ショッピング

BACCHUS豊田 豊田市 西町５－２４ 飲食店

おさかなDiningみやび亭 豊田市 西町５－３６－１　ウエスト５ビル　１Ｆ 飲食店

オステリアビー 豊田市 西町５丁目３４ 飲食店

OsteriaB 豊田市 西町５丁目３４　 飲食店

豆庵 豊田市 西町６－６２－１ 飲食店
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炭火焼肉 朝日亭 豊田市 豊栄町３－３５ 飲食店

びっくりドンキー豊田南店 豊田市 豊栄町６－３ 飲食店

有限会社一の谷 豊田市 足助町一の谷２２ 飲食店

パレット 豊田市 足助町成瀬２０－２４ ショッピング

珈琲家暖香 豊田逢妻店 豊田市 逢妻町２－１０－５ 飲食店

スーパーやまのぶ野見山店 豊田市 野見山町３－８８ ショッピング

TJ天気予報豊田長興寺店 豊田市 長興寺１０－１８－１ サービス

焼肉東海苑 豊田市 陣中町２－１２－６ 飲食店

TJ天気予報 7ページ 豊田市 高原町４－３１ サービス

菓子工房シュヴァリエ 豊田市 高岡本町南６２－２ ショッピング

コ－ヒ－ハウスダック 豊田市 高岡町流川３５－１　 飲食店

関谷醸造吟醸工房 豊田市 黒田町南水別７１３ ショッピング

ジムキング 長久手店 長久手市 久保山８０４ ショッピング

美濃路 長久手店 長久手市 井堀１０９ 飲食店

あみやき亭 長久手店 長久手市 井堀１１０ 飲食店

赤から 長久手店 長久手市 井堀２０２ 飲食店

美容室SHAKE 長久手市 作田１－２０７ サービス

焼肉鉢屋 長久手市 作田１－２０７ 飲食店

シュリンプ長久手店 長久手市 作田１－８１０ サービス

スキレットダイナー 長久手市 先達１３０３　ぴゅあハウスれもん樹１Ｆ 飲食店

御うどん　光史 長久手市 前熊一ノ井１－５２ 飲食店

安江　長久手店 長久手市 前熊一ノ井８－１ 飲食店

あぐりん村 長久手市 前熊下田１３４ ショッピング

ビラ．デル．ソル maRe 長久手市 喜婦嶽２１１ サービス

中国料理 豊龍園 長久手店 長久手市 喜婦嶽３０１ 飲食店

SORA長久手 長久手市 坊の後１４２３ ショッピング

ルノー名古屋東 長久手市 山越１１１ ショッピング

ホットロ－ド長久手店 長久手市 山越７０８　 ショッピング

瓢家本舗うなぎの瓢家 長久手市 岩作城の内１６－１ 飲食店

長久手グリーンセンター 長久手市 岩作城の内５３ ショッピング

来多乃家 長久手市 岩作西島６６－４ 飲食店

Rian 長久手 長久手市 岩作長筬２０９ サービス

丸善 愛知医科大学 売店 長久手市 岩作雁又１－１ ショッピング

OsteriaCamparo 長久手市 市が洞１－１４０４ 飲食店
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宗家源吉兆庵 長久手店 長久手市 市が洞１－１４０７ 飲食店

リカーマウンテン 長久手店 長久手市 市が洞２－１０５ ショッピング

華花長久手本店 長久手市 市が洞２－１０６ 飲食店

ブルーン 長久手市 市が洞２－１２０４ ショッピング

BOOKSえみたす長久手店 長久手市 市が洞２－１３１３ ショッピング

RegionFree長久手店 長久手市 市が洞３－１６０４ ショッピング

酒やビック長久手店 長久手市 戸田谷１１１０－１ ショッピング

焼肉 みずの 長久手市 打越１０９　サンメイト　１Ｆ 飲食店

正文館書店長久手フレンドタウン店 長久手市 東原山４６－９３　長久手フレンドタウン　１
Ｆ ショッピング

BoulangerieBENKEI長久手 長久手市 桜作９０３ 飲食店

トヨタ博物館 ミュージアムショップ 長久手市 横道４１－１００　トヨタ博物館内 ショッピング

藤一番　名古屋インター店 長久手市 熊田１１１ 飲食店

肉匠坂井 長久手店 長久手市 熊田１２７ 飲食店

アメリカンスクエア マツヤ長久手店 長久手市 片平２－１０３ ショッピング

ICONIQ 長久手店 長久手市 西浦１０１ サービス

ヴァイスベーレン 長久手市 郷前３４－１ 飲食店

CocoColorCafe 長久手市 野田農５０５　 飲食店

rebloom 長久手市 長配２－１４１５ サービス

RISE 長久手市 長配３－５０７　メゾンナナワ サービス

宝島 長久手店 長久手市 香桶１０１ ショッピング

enーte： 長久手市 香桶５０６ サービス

幸田 憩の農園 額田郡幸田町 大草上六條２２－１ ショッピング

ますだ家 幸田店 額田郡幸田町 大草下六條５０－１ 飲食店

ann’s hair 額田郡幸田町 相見字沖原６９　アヴニール相見１０４ サービス

とうふや豆蔵 幸田店 額田郡幸田町 芦谷幸田３６ ショッピング

産直センター 高浜 高浜市 本郷町６－７－１ ショッピング

リサイクルマートエコパーク高浜店 高浜市 沢渡町１－２－７ ショッピング

パストランテOHANA 高浜市 湯山町４－５－１ 飲食店

あみやき亭 高浜店 高浜市 神明町２－２－１ 飲食店

酒ゃビック高浜店 高浜市 神明町７－１－１０ ショッピング

おとうふ市場 大まめ蔵 高浜市 豊田町１－２０５－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

129 / 129

[愛知県愛知県]


	[愛知県]

