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［名古屋市港区／熱田区］

加盟店名 所在地 ジャンル

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 JS-0000-8920

鉄板 久 名古屋市港区 七番町５－５－１ 飲食店 JS-0002-0039

琉球だいにんぐちゅら 名古屋市港区 小碓１－５５７　鬼頭本社ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2656

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 JS-0004-5855

ダイニング・ピエトラ 名古屋市港区 小賀須１－８２９－１　グランダリュール１Ｆ 飲食店 JS-0001-0792

癒酒家 Ra － Fuu 名古屋市港区 甚兵衛通３－６ 飲食店 JS-0000-3249

趙家 名古屋市港区 正徳町６－３２　鬼頭正徳ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-3538

黒毛和牛焼肉プルコギ亭 名古屋市港区 川西通３－７　 飲食店 SL-2000-5621

焼肉工房やきやみなと 名古屋市港区 当知２－１７１１ 飲食店 JS-0004-2666

ヴォーノ・イタリア港店 名古屋市港区 当知２－２００８－１ 飲食店 JS-0004-3276

中国食房 凛 名古屋市港区 入船２－２－６　 飲食店 SL-2000-5781

鶏－ sara － 名古屋市港区 浜１－２－２　２Ｆ 飲食店 JS-0001-9461

港キリン 名古屋市港区 浜２－２－８ 飲食店 JS-0000-2011

BIANCA 名古屋市港区 丸池町３－１－８ ショッピング JS-0003-8955

tuckshop 日産学園売店 名古屋市港区 港栄１－７－１２　学校法人日産学園日産愛知自動車大学校内 ショッピング JS-0005-9224

チャスカ ジェティ店 名古屋市港区 港町１ー７　 ショッピング SL-2000-0826

MY BRASIL 名古屋市港区 七番町２－１１－１　モール九番街 ショッピング JS-0000-1684

ひいらぎ薬局 名古屋市港区 小碓２－１０３　　 ショッピング PK-0000-8699

ブローニュの森 名古屋市港区 小碓２－２０４ ショッピング JS-0000-1768

恵美須書店 港南陽店 名古屋市港区 小賀須３－１０５ ショッピング JS-0000-4512

男の店 JINBAY 名古屋市港区 甚兵衛通２－２－１ ショッピング JS-0004-8452

京町屋　港工場店 名古屋市港区 正徳町６－４４　　 ショッピング PK-0000-7702

仙石港店 名古屋市港区 知多３－４０３ ショッピング JS-0003-8302

［HC］株式会社安藤電器商会 名古屋市港区 土古町１－７３ ショッピング JS-0001-8665

フラワー花彦 名古屋市港区 東海通３－９ ショッピング JS-0004-8069

東港タイヤサービス藤前店 名古屋市港区 藤前４－９２３ ショッピング JS-0000-7317

YASUICAR 名古屋市港区 入場２－５１１ ショッピング JS-0002-2121

ローズィトレイド 名古屋市港区 浜１－４－１７ ショッピング JS-0002-1073

栄タイヤ 名古屋市港区 宝神５－８０１ ショッピング JS-0000-0950

こうほく調剤薬局 名古屋市港区 港北町２－３８－１ サービス JS-0000-8572

デルヘアースタイル 名古屋市港区 七番町２－１１－１　モール９番街 サービス JS-0005-9248

coral hair 名古屋市港区 七番町５－１－４ サービス JS-0003-9669

ペットプラス 南陽店 トリミング 名古屋市港区 春田野１－５０３ サービス JS-0003-9292

ペットプラス 南陽店 ショップ 名古屋市港区 春田野１－５０３ サービス JS-0003-9293

ルーチェ 名古屋市港区 小賀須３－４１５ サービス JS-0000-1210

家康くんレンタカー名古屋店 名古屋市港区 正徳町６－８９ サービス JS-0003-3319

浪漫 南陽店 名古屋市港区 知多２－３０１ サービス JS-0004-8894

ヘアーサロン カワサキ 名古屋市港区 中川本町７－１－５８ サービス JS-0003-0454

みなとオアシス整骨院 名古屋市港区 東海通４－２４－１　サクライビル１Ｆ サービス JS-0003-0041

みつまめ倶楽部 港店 名古屋市港区 小碓２－２５３ その他 JS-0004-0341
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株式会社エムアンドエム 名古屋市港区 当知２－６０７　 その他 SL-2000-7805

Nepali Chulo 名古屋市熱田区 金山町１－１６－９　つくばビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-4458

たてがみ金山駅前店 名古屋市熱田区 金山町１－２－１　金山スクウェアビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6259

どないやねん 名古屋市熱田区 金山町２－４－１５　増田ビル１ＦＮ 飲食店 JS-0000-1478

あつた長寿園 名古屋市熱田区 三本松町５－２５ 飲食店 JS-0004-9295

韓国料理 オンマネ 名古屋市熱田区 四番１－１２－２８ 飲食店 JS-0000-3067

CrepeShopSARU 六 名古屋市熱田区 四番１－９－１６　　 飲食店 PK-0000-5745

炭火ホルモンじょう 名古屋市熱田区 神宮２－２－６　HP 神宮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6669

厨 宮宿房 名古屋市熱田区 神宮２－６－１６　南陽ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7366

鉄板バル six 名古屋市熱田区 神宮３－１－８ 飲食店 JS-0005-1527

居酒屋 姫 名古屋市熱田区 神野町２－２７－２ 飲食店 JS-0000-9565

鮮魚浜焼きセンターなご八日比野店 名古屋市熱田区 川並町４－１７ 飲食店 JS-0002-7105

鮮魚浜焼きセンター　なご八　日比野 名古屋市熱田区 川並町４－１７　コ－ポ平野１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6781

カフェ＆ダイニング アクア 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 111 号 飲食店 JS-0004-9662

Dining ＆ Bar tocotoco 名古屋市熱田区 沢上１－２－８ 飲食店 JS-0004-7982

キッチン松島 名古屋市熱田区 伝馬１－４－５　　 飲食店 PK-0000-4065

海山酒房まつかわ 名古屋市熱田区 伝馬２－２９－３０　市営伝馬荘１０３ 飲食店 JS-0001-7979

バカぼん 名古屋市熱田区 波寄町２２－１６ 飲食店 JS-0001-9915

タッチキ 名古屋市熱田区 波寄町９－１　２Ｆ 飲食店 JS-0001-9185

まじめや熱田六番店 名古屋市熱田区 六番２－１－２５　　 飲食店 ZN-2000-6623

自然薯とろろ御膳 華花はなれ熱田店 名古屋市熱田区 六番３－６－３ 飲食店 JS-0003-7261

サンハート薬局金山店 名古屋市熱田区 花町２－５　SOLAO 金山１Ｆ　 ショッピング PK-0000-3972

ラメール　神宮店 名古屋市熱田区 花表町１２－１２　　 ショッピング PK-0000-7614

マイタウン薬局　熱田店 名古屋市熱田区 花表町２１－１０　　 ショッピング PK-0000-8446

KASHIYAMA 名古屋市熱田区 金山町１－５－２　クマダ７７ビル４Ｆ ショッピング JS-0005-5266

［HC］株式会社家電プラザ新橋 名古屋市熱田区 新尾頭１－２－６ ショッピング JS-0001-8228

ジーエル 名古屋市熱田区 神宮３－１－７ ショッピング JS-0002-6495

サンハート薬局　日比野店 名古屋市熱田区 神野町１－９７　　 ショッピング PK-0000-8331

ラメール　日比野店 名古屋市熱田区 大宝３－２－１１　　 ショッピング PK-0000-7615

サイクルランドかとう 名古屋市熱田区 大宝４－９－２７ ショッピング JS-0005-1072

Ruka 名古屋市熱田区 中出町１－２６－４ ショッピング JS-0003-2787

［HC］株式会社トマト電器 名古屋市熱田区 二番１－１４－１３ ショッピング JS-0001-8731

マイタウン薬局　船方店 名古屋市熱田区 二番２－２６－１　　 ショッピング PK-0000-8968

monte accordion 名古屋市熱田区 波寄町４－２１　津田ビル１０１ ショッピング JS-0000-1131

グレイズ 名古屋市熱田区 一番３－６－１０　メゾンパークサイド１０３ サービス JS-0004-2104

あつたペットクリニック 名古屋市熱田区 花表町２１０３－１ サービス JS-0005-1599

金山薬局 名古屋市熱田区 外土居町５－１４－２ サービス JS-0004-2013

Vivi 金山店 名古屋市熱田区 金山町１－１３－１１　サンプラザ２Ｆ サービス JS-0002-4730

ビューティ＆ヒーリングさくら 名古屋市熱田区 金山町１－３－２　ｲﾄｰﾋﾟｱ紅葉舎金山ﾏﾝｼｮﾝ３０５ サービス JS-0002-5160

LOOKA 名古屋市熱田区 四番１－２－２２　ルミエール西郊通１Ｆ サービス JS-0000-4848

RianHair 名古屋市熱田区 森後町１０－１　パール熱田１Ｆ サービス JS-0002-1002

Casitahairresort 熱田千年 名古屋市熱田区 千年１－１６－３０　イオンタウン熱田千年店１Ｆ サービス JS-0003-5627

ペルソナ美容室 名古屋市熱田区 千年１－１８－１２　　 サービス ZN-0003-0726

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 JS-0001-2694
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なみよせ鍼灸接骨院 名古屋市熱田区 波寄町４－２１ サービス JS-0002-3794

コリとりサービス 名古屋市熱田区 八番２－１－１４ サービス JS-0003-5537

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 JS-0005-1090

カシータヘアリゾート イオンモール熱田店 名古屋市熱田区 六野１－２－１１ サービス JS-0004-8529

麻雀スクイズ 名古屋市熱田区 金山町１－１７－７　吉田事務所２Ｆ その他 JS-0004-9273

iPhone Clinic 名古屋 名古屋市熱田区 三本松町１５－１３　神宮東セブンビル２Ｆ その他 SL-2000-4844


