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加盟店名 所在地 ジャンル

スタミナハウス 名古屋市守山区 守山３－３－１１　守山グリーンハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4154

悟空 名古屋市守山区 小幡中１－３１－１１ 飲食店 JS-0003-1414

The Garden TERRASOL 名古屋市守山区 小幡南１－８－２４ 飲食店 JS-0000-8139

SIBA 名古屋市守山区 城南町１６－１５ 飲食店 JS-0003-2268

フジ屋 名古屋市守山区 新城２５－１４ 飲食店 JS-0001-9489

マルユキッチン 名古屋市守山区 川村町１４６　　 飲食店 PK-0000-5325

焼肉やおや大森店 名古屋市守山区 太田井８－６ 飲食店 JS-0002-0334

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 JS-0003-3653

ぶんま 名古屋市守山区 茶臼前１－８　パレス茶臼前１Ａ 飲食店 JS-0001-2628

ボイル 名古屋市守山区 茶臼前２０－２ 飲食店 JS-0005-8252

味道園 名古屋市守山区 中志段味二ツ塚２２６９ 飲食店 JS-0000-7475

風来坊 守山店 名古屋市守山区 長栄１３－１９　第１９オーシャンビル 飲食店 JS-0004-4410

株式会社ナチュール・メイ 名古屋市守山区 永森町２０２ ショッピング JS-0001-1002

守山ドレミ薬局 名古屋市守山区 下志段味字横堤１４５９　　 ショッピング PK-0000-5170

菓道心 如月 名古屋市守山区 下志段味上東禅寺２６１２－１ ショッピング JS-0006-0000

ドクター Music 名古屋市守山区 元郷１－１４０７ ショッピング JS-0003-8738

リサイクルショップ 鑑三朗 建材館 名古屋市守山区 向台３－８０７ ショッピング JS-0004-1974

NiagaraHouse 名古屋市守山区 高島町２０３－１　安藤ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5742

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 JS-0003-5840

トーエー電器 名古屋市守山区 小幡２－２－２　　 ショッピング PK-0000-8980

おしゃれ洗科小幡店 名古屋市守山区 小幡３－７－１２　　 ショッピング PK-0000-3171

おしゃれ洗科喜多山店 名古屋市守山区 小幡５－１４－３０　　 ショッピング PK-0000-4590

ケミスト薬局　小幡店 名古屋市守山区 小幡５－２－３　　 ショッピング PK-0000-8323

時計・宝石のトミダ小幡工房 名古屋市守山区 小幡南１－２４－１０　アクロス小幡１Ｆ　 ショッピング PK-0000-5390

own － time FUJIOKA 名古屋市守山区 小幡南２－１７－７ ショッピング JS-0003-9599

own － time FUJIOKA 名古屋市守山区 小幡南２－１７－７ ショッピング JS-0003-9865

京町屋苗代店 名古屋市守山区 小幡南３－１－４６　　 ショッピング PK-0000-4027

Pasar 名古屋市守山区 上志段味中屋敷１４８８－１ ショッピング SL-2000-9471

ラメール幸心店 名古屋市守山区 新守西７０６　　 ショッピング PK-0000-2397

ミドリ薬局守山新城店 名古屋市守山区 新城１３－２０　中新田ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-5452

花曜日 名古屋市守山区 森孝東２－８０８　グリーンヒル藤が丘 ショッピング JS-0000-2770

AKmotorsport 名古屋市守山区 瀬古３－１２０９ ショッピング JS-0002-8361

人形の紀藤 名古屋本店 名古屋市守山区 川西２－２８０８ ショッピング JS-0002-7493

ラメール白沢店 名古屋市守山区 川村町１１７　　 ショッピング PK-0000-4064

GOLGODA 名古屋市守山区 天子田１－１０６ ショッピング JS-0001-9557

萩自動車 名古屋市守山区 天子田１－４０７ ショッピング JS-0002-6476

AN － BUcustommotors 名古屋市守山区 天子田１－４０７ ショッピング JS-0003-1754

加藤毛ばり店 名古屋市守山区 百合が丘２００１ ショッピング JS-0000-1544

こもれび薬局 名古屋市守山区 緑ヶ丘１０７　プレステージ小幡緑地１Ｆ ショッピング JS-0005-9463

HAIR MIU 名古屋市守山区 吉根南８０１ サービス JS-0004-5906
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Felice 名古屋市守山区 元郷２－１４０５ サービス JS-0002-7239

RUB － A － DUB 名古屋市守山区 元郷２－６０２ サービス JS-0003-2466

HAIRLIFELinoPuPu 名古屋市守山区 幸心１－１３１８　ファインアート間黒１Ｆ サービス JS-0001-7519

有限会社ミドリ薬局守山中央調剤センター 名古屋市守山区 守山２－２４－１ サービス JS-0001-4018

gres 名古屋市守山区 小幡南１－２４－１０ サービス JS-0002-6916

リフォームステーション 名古屋市守山区 城南町１３－１１ サービス JS-0004-3046

脇田ボデー工業株式会社 名古屋市守山区 新守山３００３ サービス JS-0001-7594

株式会社スズキワークス 名古屋市守山区 新守西２１０４ サービス JS-0002-7587

美容室 b．fesca 名古屋市守山区 新守町４９－１　ビ・フェスカビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0080

セレンディピティ 名古屋市守山区 新守町４９－１　ビ・フェスカビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-4392

美容室ゴマージュ 名古屋市守山区 森孝１－１７１１　サカイビル１０３ サービス JS-0004-4110

BIGTIME 名古屋市守山区 深沢１－８０３ サービス JS-0002-1246

STRAW HAIR 名古屋市守山区 瀬古東２－２１０－３　 サービス SL-2000-6554

WESTORY － b・fesca 名古屋市守山区 瀬古東３－１１５０　　 サービス ZN-2000-5354

きっこ動物病院 名古屋市守山区 青山台１２６ サービス JS-0002-4214

Saphir 名古屋市守山区 村前町２０５ サービス JS-0001-9998

Saphir nail 名古屋市守山区 大永寺町２９２ サービス JS-0004-3070

Casitaflor 守山店 名古屋市守山区 大屋敷１２－２８　ヨシヅヤ大屋敷テラス店内１Ｆ サービス AL-0000-0005

RODA 名古屋市守山区 大森３－６１８ サービス JS-0004-9008

B SHOP CLUB 名古屋市守山区 中志段味湿ケ１９７８－３ サービス JS-0000-4819

ナゴヤレンタカー 名古屋市守山区 天子田３－１３０７ サービス JS-0003-6581

CorePoint 名古屋市守山区 天子田４－１０４　　 サービス PK-0000-1305

さらら 名古屋市守山区 東山町４－３ サービス JS-0005-0495

こもれび薬局 名古屋市守山区 緑ヶ丘１０７ サービス JS-0000-7684

育毛促進＆ヘッドスパサロン～ Forte ～ gran 名古屋市守山区 鼓が丘２－７０３　パラシオン TAIKOGANE ４０３ その他 SL-2000-1393

ROUTE363 名古屋市守山区 森孝２－９４７ その他 JS-0003-6201

一楽鮨 名東店 名古屋市名東区 よもぎ台２－６２０ 飲食店 JS-0005-2569

Pinovillaggio 名古屋市名東区 よもぎ台３－１０６ 飲食店 JS-0004-2481

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 JS-0000-3415

サングリエ 名古屋市名東区 一社１－１６６　 飲食店 SL-2000-6023

LA COMUNITA\ ＇（ラ・コミュニタ） 名古屋市名東区 一社２－１０８　新和ビル　 飲食店 SL-2000-3573

鰻かしわななつぼし 名古屋市名東区 一社２－７３ 飲食店 JS-0003-3136

羅生門 名古屋市名東区 香坂５０１　香坂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3501

GULLY STUDIO 名古屋市名東区 高社１－２３７　ジュネス蔵王１０３ 飲食店 JS-0000-1591

Risata 名古屋市名東区 高社１－９９　ユウトクマンション１－Ｂ 飲食店 JS-0004-6434

すし 徳一 名古屋市名東区 高社２－２７ 飲食店 JS-0000-1970

青春貴族 打越店 名古屋市名東区 桜が丘１　端光園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7651

スパイス ガーデン 名古屋市名東区 山の手１－８１４ 飲食店 JS-0000-4798

ICELAND MARKET 名古屋市名東区 社が丘１－１６０５　 飲食店 SL-2000-3828

響亭 名古屋市名東区 社口１－１０１０ 飲食店 JS-0001-5177

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 JS-0003-2922

沙蘭亭 名古屋市名東区 若葉台１０８　シャトー若葉１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0256

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 JS-0003-4137

Giselle 名古屋市名東区 小池町４３３　サンシャイン明が丘１Ｆ 飲食店 JS-0003-3080
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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 JS-0004-9901

PizzaGorge 名古屋市名東区 小池町７　KOIKE BLG １－Ｃ 飲食店 JS-0001-7659

和我家 名古屋市名東区 上社２－２０２　アイサンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0185

Bar Ease Hongo 名古屋市名東区 上社２－２２０　ダイアパレス上社第３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-1708

丸野焼肉 名古屋市名東区 勢子坊１－２０３ 飲食店 JS-0003-9845

旬菜和酒梟 名古屋市名東区 猪子石１－２０５－２ 飲食店 JS-0005-8092

北海炙屋 名古屋市名東区 猪子石原３－８０８　　 飲食店 ZN-0002-0302

em － u Dining Bar 名古屋市名東区 藤が丘１１６　ASK ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0020

BarDino 名古屋市名東区 藤が丘１１６　ASK ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-5324

一誠 名古屋市名東区 藤が丘１２３－１　　 飲食店 ZN-0002-0275

和バル酔ったれ屋 名古屋市名東区 藤が丘１４４－３　東名ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4238

小島屋福ふく 名古屋市名東区 藤が丘１６２－４－１０２ 飲食店 JS-0001-4325

スーパーガールズ 名古屋市名東区 藤見が丘１１　THE BOX ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2304

nichibo 名古屋市名東区 藤森２－２８６　ステイタスビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6314

酔い処あーるず 名古屋市名東区 藤森西町１１０４ 飲食店 JS-0002-7920

あしたば 名古屋市名東区 藤森西町１１０４ 飲食店 JS-0003-4612

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 JS-0004-1914

八剣伝 京命店 名古屋市名東区 八前２－１８０１　ドムス８８　１Ｆ 飲食店 JS-0003-3643

CUVEE OSA 名古屋市名東区 富が丘３－１　サンハイツ富が丘１０５ 飲食店 JS-0000-7110

美味いもん製作所伊之助 名古屋市名東区 富が丘３－２　アヴェニ－ル富が丘１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0352

ヒッコリー本店 名古屋市名東区 文教台１－１４１９ 飲食店 JS-0000-5701

おとなのヒッコリー 名古屋市名東区 文教台１－７１５ 飲食店 JS-0000-5700

寿司半 名古屋市名東区 文教台２－１０３ 飲食店 JS-0000-7154

居酒屋河さき 名古屋市名東区 文教台２－１０４　第２柴田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0287

ひもの亭 名古屋市名東区 文教台２－３０３ 飲食店 JS-0004-5099

胡椒亭 名古屋市名東区 牧の原３－２０５ 飲食店 JS-0003-6906

京・おばんざい 素 名古屋市名東区 本郷２－２２３　Flat 本郷Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8460

おかげ 名古屋市名東区 本郷２－２２６　西里ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8601

南欧料理アンジュ 名古屋市名東区 本郷３－６８ 飲食店 JS-0001-0431

青春貴族倶楽部 4 名古屋市名東区 名東本通３－２　日宝レスカール１Ｆ 飲食店 JS-0005-4725

ケイブ洞ほりや藤ヶ丘店 名古屋市名東区 明が丘１１３　２Ｆ 飲食店 JS-0000-8601

おかげ 名古屋市名東区 明が丘１１３　サン季世１Ｆ 飲食店 JS-0005-2200

おばんざい鮮魚鉢屋 名古屋市名東区 明が丘１２２　はとビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4260

ソウル亭 名古屋市名東区 明が丘１２３－３　花幸ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7458

いけぜん 1 名古屋市名東区 明が丘９７－１　　 飲食店 PK-0000-6756

いけぜん 名古屋市名東区 明が丘９７－１　　 飲食店 ZN-0002-0115

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 SL-2000-1952

OBON 名古屋市名東区 よもぎ台２－８１２　後藤ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-2699

ブティック ケーンサミー 名古屋市名東区 よもぎ台２－９１７　パルナスよもぎ台１０Ａ号 ショッピング SL-2000-9563

ヤイチワインストア 名古屋市名東区 よもぎ台３－１１７　第二キャピタルハイツ１Ｆ ショッピング SL-2000-2988

ミルティ名東店 名古屋市名東区 よもぎ台３－８１６ ショッピング JS-0004-6260

ギャラリー紗季 名古屋市名東区 一社１－７８　名昭ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7209

トモジヌイン 名古屋市名東区 一社２－７７　柴田ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-1577

フレンチアンティーク・カド 名古屋市名東区 一社４－１４２　 ショッピング SL-2000-3539
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LADYS ＆ SCHOOL エグチ 名古屋市名東区 引山２－１０２ ショッピング JS-0005-4954

ラメール亀の井店 名古屋市名東区 亀の井２－１７８－２　　 ショッピング PK-0000-4138

ゼロクラフト 名古屋市名東区 極楽１－５　 ショッピング SL-2000-8052

Merci 名古屋市名東区 極楽４－１４０８ ショッピング JS-0003-3018

京町屋香南店 名古屋市名東区 香南２－９１６　　 ショッピング PK-0000-5293

京町屋一社店 名古屋市名東区 高社１－２５０　　 ショッピング PK-0000-2502

オッペン化粧品　香久山工房営業所 名古屋市名東区 高針５－７２３　　 ショッピング PK-0000-8970

ラメール高針店 名古屋市名東区 高針原２－１５０１　　 ショッピング PK-0000-2482

ラメール藤が丘店 名古屋市名東区 照が丘５　　 ショッピング PK-0000-2620

京町屋上社駅前店 名古屋市名東区 上社１－５０６　　 ショッピング PK-0000-5412

プリフェリー 名古屋市名東区 上社２－１５８－Ｂ ショッピング JS-0001-2439

ビオンディ 名古屋市名東区 上社２－１７０　第一ヤマケンビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2356

ブライトユー 名古屋市名東区 上社３－１９０４－１　Marche ３０３　 ショッピング PK-0000-0539

SundayMama よもぎ台店 名古屋市名東区 上菅１－１０１３ ショッピング JS-0002-3447

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 JS-0000-3799

プロショップ東名名古屋インター店 名古屋市名東区 勢子坊１－１０２－１ ショッピング JS-0003-2944

mokodi 名古屋市名東区 西山本通１－８－１ ショッピング JS-0003-4225

ティップス・インターナショナル 名古屋市名東区 猪高台２－６０１ ショッピング JS-0000-0526

LALA 名古屋市名東区 猪子石原２－１７０１　イオン名古屋東店１Ｆ ショッピング JS-0004-1458

レオニダス名古屋 藤が丘店 名古屋市名東区 藤が丘１０３－２　 ショッピング SL-2000-6899

加圧スタジオ・カシオペア 名古屋市名東区 藤が丘１３２　 ショッピング SL-2000-9456

宝石のアスカ 本店 名古屋市名東区 藤が丘１４１　 ショッピング SL-2000-3444

アートコンタクトレンズ 名古屋市名東区 藤が丘１４１　駅前ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-2374

KT Flowers 名古屋市名東区 藤見が丘２ ショッピング JS-0004-2001

KAZ COMPANY 名古屋市名東区 藤見が丘２　ケイズビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-2632

couvert a la maison 名古屋市名東区 藤森２－２８５－１ ショッピング JS-0004-3963

BOBINE 名古屋市名東区 藤森２－２８５－１ ショッピング JS-0004-4091

コーヒー豆専門店豆蔵 名古屋市名東区 八前２－１６０９　　 ショッピング PK-0000-3954

京町屋猪高車庫前店 名古屋市名東区 八前２－１８０１　　 ショッピング PK-0000-3584

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 JS-0002-6567

額縁・ギャラリー 37° 名古屋市名東区 本郷２－２２７　第二日吉ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0787

IN THE DOG 名古屋市名東区 本郷２－３０　東名マンション１０６ ショッピング JS-0004-1936

美容室ペルル 名古屋市名東区 よもぎ台２－１２１１ サービス JS-0000-5559

View 名古屋市名東区 よもぎ台２－９１６　１Ｆ サービス JS-0000-4248

Comfortable ＆髪工房 Carat 名古屋市名東区 よもぎ台２－９１７ サービス JS-0005-1571

ARIA 名古屋市名東区 一社１－８９　寿山ビル２Ｆ サービス JS-0000-2339

Vezir hair design 名古屋市名東区 一社２－１３２ サービス JS-0000-7626

cocotte 名古屋市名東区 貴船３－２０４　　 サービス ZN-0002-7449

La Seek 名古屋市名東区 香坂５０１　香坂ビル１Ｆ サービス JS-0004-0224

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 JS-0004-5456

クーヘアー 名古屋市名東区 高社１－９３　アプリーテ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7445

METRON HAIR 名古屋市名東区 高針１－１７０２　ソレイユ名東１Ｆ サービス JS-0003-3707

R’IDEAL 名古屋市名東区 高針２－２４１３　加倉ビル２Ｆ サービス JS-0002-5925

Selene 名古屋市名東区 高針３－１２０３－２ サービス JS-0002-0991
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HairSalon axx 名古屋市名東区 山の手２－１１２　マンションわくら１Ｆ サービス JS-0002-4112

あいわ鍼灸治療院 名古屋市名東区 社台１－１０３　ベルシャトー社台１Ｆ サービス JS-0005-9829

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 JS-0003-4212

ムータモーダ 名古屋市名東区 若葉台１５１５ サービス JS-0003-4755

アトリエ freak 名古屋市名東区 上社１－４１２　天照レジデンス１０５　 サービス ZN-0003-0721

ムーンリバー上社店 名古屋市名東区 上社２－１４９　シャルムアスカ１Ｆ サービス SL-2000-3320

スタジオ ペアフリー 名古屋市名東区 上社２－５４ サービス JS-0000-4723

K HAIR’ DO 名古屋市名東区 上社２－５５ サービス JS-0000-0350

8 eit 名古屋市名東区 上社２－７０　野尻ビル１Ｆ サービス JS-0001-0671

Secret Eye 本郷店 名古屋市名東区 上社２－７４　クールハイツ１Ｆ サービス JS-0004-0580

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 SL-2000-1935

SUNDAY 接骨院・整体院 名古屋市名東区 上社５－３０８ サービス JS-0003-7043

FAITH OF HAIR 名古屋市名東区 猪高台２－３０３　ウェルスハイツ１Ｆ サービス JS-0005-3988

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 ZN-0002-7447

美容室 それいゆ 名古屋市名東区 猪子石原３－８０４ サービス JS-0000-4602

moca hair design 名古屋市名東区 朝日が丘１－２ サービス JS-0002-8468

Dagterior 名古屋市名東区 藤が丘１３８－１　 サービス SL-2000-1029

コワフュール・ド・アルティーム藤ヶ丘店 名古屋市名東区 藤見が丘５５－２　　 サービス ZN-0002-7297

LeaNails 名古屋市名東区 藤森１－２４８　第３太田コーポ１Ｆ サービス JS-0002-4329

アイラッシュスタジオ Angelle 名古屋市名東区 藤森１－２５１　藤清コーポ１Ｆ サービス JS-0003-3558

中野みのる接骨院 名古屋市名東区 藤森２－２８４　ノーブル１Ｆミナミガワテンポ サービス JS-0004-9749

Joy 美容室 名古屋市名東区 八前１－８０６　　 サービス PK-0000-0625

ZU 名古屋市名東区 平和が丘２－１２４ サービス JS-0002-5885

FineSunnyroom 南風 名古屋市名東区 平和が丘２－２１３ サービス JS-0005-1568

ル・クラージュ 名古屋市名東区 望が丘３１６ サービス JS-0004-9255

さくら 美容室 名古屋市名東区 本郷２－４５ サービス JS-0000-2602

ヘアークリエイトオフィス 125 名古屋市名東区 本郷２－４７　グランデ本郷１－Ｃ　 サービス SL-2000-0259

カーコンビニ倶楽部 名古屋インター店 名古屋市名東区 本郷３－１５０ サービス JS-0004-5964

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 JS-0001-3459

cotoco 名古屋市名東区 明が丘１００　LOFT ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0083

美容室 Cest La Vie 名古屋市名東区 明が丘２８－２　アスカビル１Ｆ　 サービス SL-2000-7364

ROUTE363 星ケ丘店 名古屋市名東区 にじが丘１－１－１　虹ヶ丘マンションＢ１Ｆ その他 JS-0005-9939

大畑ゴルフ道場 名東 名古屋市名東区 山の手１－２１０ その他 JS-0004-6905

楽楽楽 名古屋市名東区 上社２－７１ その他 SL-2000-6035

ゴルフスパーク 名古屋市名東区 牧の里１－３０４ その他 JS-0004-9770


