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明洞 名古屋市中区 葵２－１３－２０ 飲食店 JS-0004-6601

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 JS-0000-7900

博多もつ鍋屋 離れ 名古屋市中区 葵３－２１－１７ 飲食店 JS-0000-8231

鉄板焼＆飛騨料理楽縁 名古屋市中区 伊勢山２－６－１７ 飲食店 JS-0000-6652

鉄板小屋一心 名古屋市中区 伊勢山２－６－１７　東雲会館１Ａ　 飲食店 ZN-0002-0232

KoreanDining 周 名古屋市中区 伊勢山２－６－４　丸美ﾀｳﾝﾏﾝｼｮﾝ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1901

ザキノシタ 名古屋市中区 栄１－１０－３　石ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0131

シガークラブ加納 名古屋市中区 栄１－１０－３０ 飲食店 JS-0004-8293

中国料理茗華楼 名古屋市中区 栄１－１０－３２　第二玉置ビル 飲食店 JS-0002-8658

バルイスパニヤ 伏見店 名古屋市中区 栄１－１０－４　石ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0108

竹亭 名古屋市中区 栄１－１０－９　　 飲食店 ZN-0002-0093

スモール レストラン イタリッチ 名古屋市中区 栄１－１１－２５　歌舞伎町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8170

アジル 名古屋市中区 栄１－１１－２５　歌舞伎町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6954

さかな大福 名古屋市中区 栄１－１１－３　ヒロセビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0104

店長のひとりごと 名古屋市中区 栄１－１１－５　御園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0318

Mori BAR 名古屋市中区 栄１－１１－６　ボンドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0142

すし処五郎鮨 名古屋市中区 栄１－１２－４ 飲食店 JS-0003-8737

ぶるーべりー 名古屋市中区 栄１－１２－６　秋月ハイツ２０２　 飲食店 ZN-0002-0201

イタリア家庭料理の店サンセット 名古屋市中区 栄１－１３－４　みその大林ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6344

炭火焼肉とさや伏見店 名古屋市中区 栄１－１３－６　　 飲食店 ZN-0002-0345

MISONO Weekend BBQ 名古屋市中区 栄１－１４－１１　大橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2855

中国料理 天山 名古屋市中区 栄１－１６－１６　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ１Ｆ 飲食店 JS-0005-6433

緑寿司 名古屋市中区 栄１－２２－２　ライオンズ名古屋ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1615

VINTUNADINING ＆ BAR 名古屋市中区 栄１－２２－２　ライオンズ名古屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4887

Wakana ～和奏～ 名古屋市中区 栄１－２３－３４　TK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0549

鴨 一歩 名古屋市中区 栄１－２３－３４　アサダヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9233

奏樹庵 名古屋市中区 栄１－４－９　ステップ喜多福２Ｆ 飲食店 JS-0000-6694

GEIRIKI 名古屋市中区 栄１－４－９　ステップ喜多福２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0371

TATULA 伏見店 名古屋市中区 栄１－４－９　加藤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2404

とら家はなれ 名古屋市中区 栄１－６－３０　石ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0341

大とら家 名古屋市中区 栄１－６－４　　 飲食店 ZN-0002-0340

和食蕎麦たわし 名古屋市中区 栄１－６－７ 飲食店 JS-0001-4579

鮨なか澤 名古屋市中区 栄１－６－７ 飲食店 JS-0003-0758

割烹料理新村 名古屋市中区 栄１－７－４　御園西ビル 飲食店 JS-0002-5146

味処五しき 名古屋市中区 栄１－７－４　御園西ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0188

年魚市 名古屋市中区 栄１－７－４　御園西ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0329

味乃にしき 名古屋市中区 栄２－１－１２　ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ伏見１０６ 飲食店 JS-0003-8646

鉄板焼 つくば 名古屋市中区 栄２－１－１２　ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ伏見１Ｆ 飲食店 JS-0003-9685

山葵野 名古屋市中区 栄２－１－１２　ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ伏見１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0081

串揚げと泡酒明日源 名古屋市中区 栄２－１－１２　ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ伏見Ｂ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0255
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ヴァル・コンセール 名古屋市中区 栄２－１－１２　ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ伏見Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0094

焼き鳥きんざん伏見店 名古屋市中区 栄２－１－１４　ﾏﾙｲﾁｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0218

華綺久 名古屋市中区 栄２－１－１６　池田伏見ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3771

クチーナ ワダ 名古屋市中区 栄２－１－２０ 飲食店 JS-0004-0152

BARNS 名古屋市中区 栄２－３－３２　アマノビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0249

美酒・味処 恋さん 名古屋市中区 栄２－４－１１　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ広小路１０４ 飲食店 JS-0000-0609

ラ・ターブル・ナゴヤ・ジャポン 名古屋市中区 栄２－７－１３　ヴィア白川Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-4649

炭火焼鳥とうまい酒立葵 名古屋市中区 栄２－７－５　弁吉ビル２Ｆ南 飲食店 JS-0004-1128

REALISTA 名古屋市中区 栄２－８－７　ＣＦ伏見ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5706

シャンパンラウンジ KOHAKU 名古屋市中区 栄２－９－８　ｸﾘｴｲﾄｾﾝﾀｰﾋﾞﾙＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3531

カオサンカァ 名古屋市中区 栄２－９－９　アンアザレアビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3814

GOD TENDER 名古屋市中区 栄３－１０－１１　サントウビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5852

パーティーハウス 25 名古屋市中区 栄３－１０－１１　サントウビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0392

うた BAR こなまいき 名古屋市中区 栄３－１０－１４　ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ２０２　 飲食店 ZN-2000-0445

焼肉工房さくら 名古屋市中区 栄３－１０－１４　ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ３０１　 飲食店 ZN-2000-0683

割烹城 名古屋市中区 栄３－１０－１５ 飲食店 JS-0001-4629

四川菜園栄店 名古屋市中区 栄３－１０－１５　メーフラワービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5462

ノレヨンスプチャン 名古屋市中区 栄３－１０－１５　メーフラワービルＢ２Ｅ 飲食店 JS-0004-2393

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 JS-0000-7124

金家 名古屋市中区 栄３－１１－１３　GK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6217

ibiza 名古屋市中区 栄３－１１－１４　ピボット住吉４Ｆ 飲食店 JS-0001-6703

わ家 Hanare 名古屋市中区 栄３－１１－１５ 飲食店 JS-0006-0008

かいえん 海鮮と日本酒の専門店 栄店 名古屋市中区 栄３－１－１４　大喜ビル４Ｆ　 飲食店 SL-2000-8171

gili 名古屋市中区 栄３－１－１４　大喜ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0102

GILBERTO 名古屋市中区 栄３－１－１９　ソフランビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-0544

季節料理紀州 名古屋市中区 栄３－１２－１４　ﾌﾟﾘﾝｾｽ遠山ﾋﾞﾙ１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0001-5438

PePe le moko 名古屋市中区 栄３－１２－１４　ﾌﾟﾘﾝｾｽ遠山ﾋﾞﾙ５０６ 飲食店 JS-0001-9689

大阪焼肉ホルモンふたご栄 3 － 名古屋市中区 栄３－１２－２１　寿子ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6066

旨いもん、〔TEN〕 名古屋市中区 栄３－１２－３２　ﾚｼﾞｬｰｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ４Ｆ 飲食店 PK-0000-2894

TENBAR 名古屋市中区 栄３－１２－３２　ﾚｼﾞｬｰｾﾝﾀｰﾋﾞﾙＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0512

宝寿し 名古屋市中区 栄３－１２－４　エトワールさかえ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0262

鉄板はちろく 名古屋市中区 栄３－１２－４　エトワールさかえＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1813

マッシュルームプライム名古屋栄本店 名古屋市中区 栄３－１２－４　エトワールさかえＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5258

インダス プリンセスガーデンホテル店 名古屋市中区 栄３－１３－３１　ﾌﾟﾘﾝｾｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4241

音 名古屋市中区 栄３－１３－３１　ﾌﾟﾘﾝｾｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0001-0749

三方 名古屋市中区 栄３－１３－３１　ﾌﾟﾘﾝｾｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0004-2000

アンティーク 名古屋市中区 栄３－１３－３１　ﾌﾟﾘﾝｾｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0259

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 JS-0001-3116

Stay gold 名古屋市中区 栄３－１３－６　オードヴィー栄ビル８Ｆ 飲食店 JS-0003-4043

味樹園 栄店 名古屋市中区 栄３－１９－３ 飲食店 JS-0005-1526

ANACT． 名古屋市中区 栄３－２０－１０　キング住吉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3773

炭火焼肉とさや栄店 名古屋市中区 栄３－２０－２０　　 飲食店 ZN-0002-0316

Wiggo 名古屋市中区 栄３－２０－９　佳陽ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0438

豆鳥 名古屋市中区 栄３－２－１１２　　 飲食店 ZN-0002-0325
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馬喰ろう 栄 名古屋市中区 栄３－２－１１３，１１４ 飲食店 JS-0003-5572

バーカロ マスカロン 名古屋市中区 栄３－２－２７　うを与ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9338

Bid． 名古屋市中区 栄３－２－２７　うを与ビル２Ａ 飲食店 JS-0002-3067

焼鳥 しげ 栄店 名古屋市中区 栄３－２－３０　第一秀和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0097

ベロベロ BAR 名古屋市中区 栄３－２－３１　NOA ビル２Ａ　 飲食店 ZN-2000-7382

VAMOS 名古屋市中区 栄３－２－３１　NOA ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-0588

鉄板 DINING 集栄店 名古屋市中区 栄３－２３－５　Arrow 栄ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0214

BARLEYWHEAT 名古屋市中区 栄３－２５－１９ 飲食店 JS-0004-5250

登河 名古屋市中区 栄３－２８－１１９　　 飲食店 ZN-2000-7406

PADDA 名古屋市中区 栄３－４－２６　ヨシタカビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-8136

松月 名古屋市中区 栄３－４－６　サカエチカ内 飲食店 JS-0004-5342

焼肉ホルモンせいご栄店 名古屋市中区 栄３－８－１０２　　 飲食店 ZN-0001-4199

dos 名古屋市中区 栄３－８－１１６　２Ｆ 飲食店 JS-0004-3535

BAR ＆ DINING 湧 名古屋市中区 栄３－８－１１７ 飲食店 JS-0001-3746

バルバラッカ 名古屋市中区 栄３－８－１２３　　 飲食店 ZN-0002-0308

沖縄居食家 二代目屋いち 名古屋市中区 栄３－８－１２５ 飲食店 JS-0001-7142

チャコールスタンド青－アオ－ 名古屋市中区 栄３－８－２７　栄セレーナビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6619

ふじみや 名古屋市中区 栄３－８－３３　　 飲食店 ZN-0002-0133

ジガーバー シルクロード 名古屋市中区 栄３－９－１０　アスカヰビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4190

純系名古屋コーチン 樞栄店 名古屋市中区 栄３－９－１４　 飲食店 SL-2000-6227

ミーシャン 名古屋市中区 栄３－９－１７　ウィンゼルビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-9404

レストランバー コンパーレ 名古屋市中区 栄３－９－１７　ウインゼルビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-2415

WiederBacchus 名古屋市中区 栄３－９－１７　松樹ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6248

37 号店ミート吉田 名古屋市中区 栄３－９－１９　ルパルク MK ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4259

SABAR ＋栄 名古屋市中区 栄３－９－２　GEMS 栄６Ｆ 飲食店 JS-0005-7918

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 ZN-2000-6748

鉄板居酒屋スリーバント 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8431

マグロドウ住吉店 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9868

酒菜屋くすくす 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1337

元祖ダチョウ料理デニケンズ 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0236

さか井 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-1184

名古屋嬢の台所 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-1317

全国銘酒居酒屋 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル３Ｆ　 飲食店 PK-0000-6388

温石 名古屋市中区 栄３－９－２２　グランドビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-0655

ヴァンサンカン 名古屋市中区 栄３－９－３０　柘植ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6275

仁や 名古屋市中区 栄３－９－３０　柘殖ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1152

m ＆ m RESTOBAR 名古屋市中区 栄４－１１－１０　東京ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9860

炭火焼鳥マルイ 名古屋市中区 栄４－１２－７　愛知サカエビルＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0000-8461

串かつ 青山七丁目 名古屋市中区 栄４－１２－７　愛知サカエビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6917

SHIROOBI 名古屋市中区 栄４－１３－３　　 飲食店 ZN-0002-0109

食彩市場まつなが 名古屋市中区 栄４－１４－２１　　 飲食店 ZN-0002-0085

食彩 COTTAGE 名古屋市中区 栄４－１４－２１　愛旅連ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0174

まる飯 名古屋市中区 栄４－１４－２１　愛旅連ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0298

一颯 名古屋市中区 栄４－１４－２１　愛旅連ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4490
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関西割烹おおしま 名古屋市中区 栄４－１４－６　アスタープラザビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2392

海の日 名古屋市中区 栄４－１５－１４　栄ハイホーム１０３ 飲食店 JS-0005-9642

鉄板ダイニング おぜさん 名古屋市中区 栄４－１５－２３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ久屋公園１Ｆ 飲食店 JS-0003-5194

旬鮮台所ひのゑ 名古屋市中区 栄４－１５－２３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ久屋公園１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0151

旬彩 三日月 名古屋市中区 栄４－１８－１６　News ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0128

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 JS-0002-2379

タイレストラン バンコク 名古屋市中区 栄４－２０－１０　第３オーシャンビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6985

日本料理さかした 名古屋市中区 栄４－２０－１５　ルピナス栄１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0098

神戸牛焼肉利休 名古屋市中区 栄４－２１－１７　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3458

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 JS-0000-1972

あそびば 名古屋市中区 栄４－２１－２５　G-style 池田公園１Ｂ　 飲食店 ZN-0001-4258

cucina vinci 名古屋市中区 栄４－２１－５　北岡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8885

いっとう 名古屋市中区 栄４－３－１９　パルテ YM ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5285

8062 赤から／ソウルモンスター 栄 4 名古屋市中区 栄４－３－８　エアリビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4741

サルバドール 名古屋市中区 栄４－４－１　第３メイトビル１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0004-1192

RODAN 名古屋市中区 栄４－４－１　第３メイトビル２Ａ　 飲食店 ZN-2000-2254

可久 名古屋市中区 栄４－４－１７　エムコット栄３Ｆ　 飲食店 PK-0000-6804

串づくし HUG 名古屋市中区 栄４－４－４　栄メッツビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0761

shiosai 名古屋市中区 栄４－４－４　栄メッツビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-6886

とりとり亭東新町店 名古屋市中区 栄４－４－５　ライオンビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6653

沖縄居酒屋あらぐすく 名古屋市中区 栄４－４－９　西新ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7795

囲炉裏端りゅう 名古屋市中区 栄４－４－９　西新ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2682

バルバカ 名古屋市中区 栄４－４－９　西新ビル２０３ 飲食店 JS-0002-0703

福鮨 名古屋市中区 栄４－５－１４　宗次ホールＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0118

力猿 名古屋市中区 栄４－５－１６　キャッスル観光ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0359

寿しやの春ちゃん 名古屋市中区 栄４－５－１８　栄ソシアルビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0806

ダイニング酒場 喜多 名古屋市中区 栄４－５－１８　栄ソシアルビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3129

居酒屋くらや 名古屋市中区 栄４－５－１８　栄ソシアルビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2421

虎処飛騨 名古屋市中区 栄４－５－１９　万津元ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1841

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 JS-0004-3814

しゃぶしゃぶいちばん栄店 名古屋市中区 栄４－５－８　エアリビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4190

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 JS-0000-5233

大衆酒房けんご 名古屋市中区 栄４－６－１８　パールプラザビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9416

AuraAxia 名古屋市中区 栄４－６－３　ピボット東新町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8080

晴快荘 名古屋市中区 栄４－６－５　丸越ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0228

BABY 名古屋市中区 栄４－８－１５　ジギースターダスト５０１　 飲食店 ZN-2000-6094

角屋山人 名古屋市中区 栄４－８－１８　コスモ ONO ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1956

タイレストランドンムアン 名古屋市中区 栄４－８－３　レインボウビル１Ｃ 飲食店 JS-0003-9300

IPANEMA 名古屋市中区 栄４－８－３３　セレクトビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8064

スパゲッティハウスそーれ 名古屋市中区 栄４－９－１０　愛信プラザビル１０３　 飲食店 PK-0000-1545

TEPPANANDWINEMASA 名古屋市中区 栄５－１１－２１　エメラルドビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2265

鮨 うら山 名古屋市中区 栄５－１－３３　平子ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6666

遙 名古屋市中区 栄５－１６－２　 飲食店 SL-2001-0707

なか松 名古屋市中区 栄５－２１－３２ 飲食店 JS-0001-3749
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大せん 名古屋市中区 栄５－２１－３５ 飲食店 JS-0004-6916

大銀杏 名古屋市中区 栄５－２－１８ 飲食店 JS-0003-4938

和食ダイニング 若宮 本店 名古屋市中区 栄５－２５－３２　アクシス栄１Ｆ 飲食店 SL-2001-1151

上海朱家角生煎包 名古屋市中区 栄５－４－２３　松島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0252

ソウル家 名古屋市中区 栄５－５－５　第２ダジックビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0111

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 JS-0003-2643

福吉家栄店 名古屋市中区 栄５－６－３４　ｴﾑﾃｯｸｴﾆｶﾋﾞﾙＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0178

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 JS-0001-3788

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 JS-0004-1988

PLANETA GRILL 名古屋市中区 丸の内１－１１－１５　カトレビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0146

串肴地鶏 さくら亭 名古屋市中区 丸の内１－１３－１１　ジャルダン桜橋Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-5922

炭火やきとり笑風や 名古屋市中区 丸の内１－１５－２８　ナビシティ丸の内１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2509

クインチ チェントラーレ 名古屋市中区 丸の内１－１７－１５ 飲食店 JS-0001-2863

BIGBENmarunouchi 名古屋市中区 丸の内１－１７－４　浜島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7012

Dining ＆ BarSYON 名古屋市中区 丸の内１－９－６　桜井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4210

久坊 名古屋市中区 丸の内１－９－７　バンケービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0330

久坊 名古屋市中区 丸の内１－９－７　バンケービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0331

UNBEND 名古屋市中区 丸の内２－１３－１０　加藤ビル 飲食店 JS-0003-9530

すし処喜秀 名古屋市中区 丸の内２－１４－１０　PA ビル 飲食店 JS-0003-1942

和イタリアンまらっか 名古屋市中区 丸の内２－１４－２１　ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸の内１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0208

若水 名古屋市中区 丸の内２－１４－４　山本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4422

川越 名古屋市中区 丸の内２－１６－４　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸の内第６　１Ｆ 飲食店 JS-0002-0261

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 JS-0005-3090

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 ZN-2000-5670

旨酒楽食まるく 名古屋市中区 丸の内２－１８－２２　三博ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0272

マスカレード 名古屋市中区 丸の内２ー１３ー２３　FK ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4401

日本料理 新 名古屋市中区 丸の内２－６－２ 飲食店 JS-0000-1179

シュリ丸の内店 名古屋市中区 丸の内２－８－２５　中野ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0170

和風居酒屋花まる 名古屋市中区 丸の内２－８－２７　　 飲食店 ZN-0002-0152

すし験 名古屋市中区 丸の内３－１０－８　LIBERTA CARINO １Ｂ 飲食店 JS-0004-3800

鉄板焼き団居 名古屋市中区 丸の内３－１０－８　LIBERTA CARINO １Ｃ 飲食店 JS-0004-4020

アジアンテイスト梁山泊 名古屋市中区 丸の内３－１５－３２　メープルビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5366

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 JS-0000-7223

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 JS-0003-1303

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 SL-2000-7968

久峰 名古屋市中区 丸の内３－１７－４　第 11KT ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0313

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 JS-0002-3639

丸の内かめい 名古屋市中区 丸の内３－７－２９　　 飲食店 ZN-0002-0260

みち藤 名古屋市中区 丸の内３－８－１８　　 飲食店 PK-0000-6786

天婦良あやめ 名古屋市中区 橘１－１９－１０　メゾン橘１Ｆ 飲食店 JS-0001-2904

焼肉 御華 名古屋市中区 橘１－２４－１０　橘ハイツ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6672

CafeKbranch 名古屋市中区 錦１－１０－９　BFS 伏見ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4240

青柚子 名古屋市中区 錦１－１３－１９　北辰ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0653

ビストロル・シュマン 名古屋市中区 錦１－１４－１２　AD 錦ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7830
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vinvino 名古屋市中区 錦１－１４－５ 飲食店 JS-0002-4289

サイアムガーデン 名古屋市中区 錦１－１５－１７ 飲食店 JS-0000-3433

地鶏屋本店 名古屋市中区 錦１－１８－１４　　 飲食店 ZN-0002-0342

味一 名古屋市中区 錦１－１８－２４　HF 伏見ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0771

上海美食 名古屋市中区 錦１－２０－１０　一光伏見ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0390

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 ZN-0002-0110

炉端 dining 月ひめ 名古屋市中区 錦１－２０－２５　広小路 YMD ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0128

海鮮銘酒ななつぼし 名古屋市中区 錦１－５－１１　伊藤忠ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3139

宇豆真季 名古屋市中区 錦１－６－２４　河合ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0323

豚道桜橋本店 名古屋市中区 錦１－７－４１　宮崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6912

オルソ 名古屋市中区 錦２－１０－１５　江口ビル 飲食店 JS-0005-1489

浜焼太郎 伏見店 名古屋市中区 錦２－１０－２４　プリンター第一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6725

わいわい酒場なにわ食道 名古屋市中区 錦２－１１－１９　太田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0335

錦華火 名古屋市中区 錦２－１２－１７　　 飲食店 ZN-0002-0078

久峰別館 名古屋市中区 錦２－１２－２１　錦カナアンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0314

四季采・酎房街や 名古屋市中区 錦２－１２－２１　錦カナアンビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0929

地鶏 KinG。 名古屋市中区 錦２－１２－３５　セントスクエアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0353

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 SL-2000-3271

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 ZN-0002-0309

KOREANDINING どんぐり 名古屋市中区 錦２－１２－４ 飲食店 JS-0003-8131

和食ダイニング 若宮 錦店 名古屋市中区 錦２－１２－４ 飲食店 SL-2001-1152

炭火焼肉あじゃれ家 松 名古屋市中区 錦２－１２－６　　 飲食店 ZN-0002-0181

とりとん錦二丁目店 名古屋市中区 錦２－１４－２　　 飲食店 ZN-0002-0230

寿司 むら上 名古屋市中区 錦２－１５－２０　三永伏見ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3987

酒房しいちゃんのお店 名古屋市中区 錦２－１６－１０　GS 第一伏見ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6662

豪運來 名古屋市中区 錦２－１６－５　セントレイクレノン錦１Ｆ　 飲食店 PK-0000-3143

THAIFOOD マイペンライ 名古屋市中区 錦２－１７－２８　CK １５伏見ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2355

鴨シャブ竹亭名古屋錦店 名古屋市中区 錦２－５－３２　アルチザンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4180

Coat of Arms 名古屋市中区 錦２－６－１２　 飲食店 SL-2000-4130

グリルアラベル名古屋丸の内店 名古屋市中区 錦２－６－３１ 飲食店 JS-0005-6849

東桜パクチー 長者町店 名古屋市中区 錦２－７－２９ 飲食店 JS-0004-1028

すし バル ちこり 名古屋市中区 錦２－９－６　 飲食店 SL-2000-9542

えんそば びぃわん 名古屋市中区 錦２－９－６　名和丸の内ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2514

yourCandy 名古屋市中区 錦３－１０－１３　PIA 錦ビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-3636

料理屋錦三山車桜 名古屋市中区 錦３－１０－１４　協和錦ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0114

懐石和食 鉄板焼 錦輝茶寮 名古屋市中区 錦３－１０－２０　グレース錦ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3300

ONEonONE 名古屋市中区 錦３－１０－２１　プロシーム錦ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1767

小皿料理と鮮魚華丸吉日 1 名古屋市中区 錦３－１０－２８　第１錦ｴｽﾃｰﾄﾞﾋﾞﾙＢ１Ａ　 飲食店 PK-0000-0460

星空夜 名古屋市中区 錦３－１１－１２　サン錦ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0158

TRIANGLE ＆ CO． 名古屋市中区 錦３－１１－１４　錦メイトウビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1435

オーシャンブリーズ 名古屋市中区 錦３－１１－１５　錦１０１ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9743

イタリア料理 DaAdrian 名古屋市中区 錦３－１１－１５－２　錦１０１ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0320

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 ZN-0001-4264

食べ処 のがわ 名古屋市中区 錦３－１１－２２　葡萄家ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2849
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すし くり田 名古屋市中区 錦３－１２－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6096

BARSaltyWA ＆ YO 名古屋市中区 錦３－１２－１２　ハードワンビル２Ｃ　 飲食店 ZN-2000-3457

和酒処あま野 名古屋市中区 錦３－１２－２２　新錦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8166

エルムンド 名古屋市中区 錦３－１２－２２　新錦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7318

やひろ丸錦港 名古屋市中区 錦３－１２－２２　新錦ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4194

インディアンクイズン＆バーカグラ 名古屋市中区 錦３－１２－２２　新錦ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3290

鮨香斗 名古屋市中区 錦３－１２－２２　新錦ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9075

FIRSTCLASS 名古屋市中区 錦３－１２－２５　名古屋ｻﾐｯﾄﾋﾞﾙ５Ｆ 飲食店 ZN-2000-4669

ダイニングバーハーピー 名古屋市中区 錦３－１２－２５　名古屋ｻﾐｯﾄﾋﾞﾙ６Ｆ 飲食店 JS-0004-7917

竹亭 にしき 名古屋市中区 錦３－１２－５　常楽ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0137

エトワール 名古屋市中区 錦３－１２－５　常楽ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4116

えん 名古屋市中区 錦３－１２－７　錦シルバービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0344

鉄板焼集錦本店 名古屋市中区 錦３－１３－１　ﾃﾞﾘｼｱﾑﾏﾄﾞｰﾛﾋﾞﾙ４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0213

エンジェルバー 名古屋市中区 錦３－１３－１　ﾃﾞﾘｼｱﾑﾏﾄﾞｰﾛﾋﾞﾙＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4192

鮨割烹 田島 名古屋市中区 錦３－１３－１９　アロン錦・Ｂビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0298

SUGAR 名古屋市中区 錦３－１３－２１　５１０錦ビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-3166

ボイス 名古屋市中区 錦３－１３－２４　一二三ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0206

BORDER 名古屋市中区 錦３－１３－３　ラグラックスビル本館１Ｆ 飲食店 JS-0003-4128

梨久 名古屋市中区 錦３－１３－３２　第四錦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6263

一品料理 晴久 名古屋市中区 錦３－１３－３２　第四錦ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3447

黒猫屋 名古屋市中区 錦３－１３－５　中央マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-0461

宮崎の郷土料理こけこん・ね 名古屋市中区 錦３－１３－５　中央マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-6835

VICTORIA’SSCENE 名古屋市中区 錦３－１３－６　第二フラワー錦ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6420

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 SL-2000-4587

肉卸直送焼肉たいが 名古屋市中区 錦３－１４－２１　アーバンステージ錦４Ｆ 飲食店 JS-0003-3135

かば家 名古屋市中区 錦３－１４－２２　宮木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0182

中国四川料理 民 名古屋市中区 錦３－１４－２８　パープルヘイズビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3937

goldbar 名古屋市中区 錦３－１４－２８　プチビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1088

Virte 名古屋市中区 錦３－１４－３０　オーラムⅡ４ＦＡ 飲食店 JS-0002-0049

梅家 名古屋市中区 錦３－１４－３２　ローズ錦ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-3768

富貴 名古屋市中区 錦３－１４－４　ｼｬｲﾝｱﾙﾌｧ錦ビル１０１ 飲食店 JS-0000-6096

すし処美月 名古屋市中区 錦３－１４－４　ｼｬｲﾝｱﾙﾌｧ錦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6577

BEER BAR First 名古屋市中区 錦３－１４－９　アロン錦ビルＣ－Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9920

いちねん屋 名古屋市中区 錦３－１５－１０　タワービル３Ｆ 飲食店 JS-0004-6447

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 ZN-0002-0088

ビストロ HARRY’S 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0258

ソウル家 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館２０２　 飲食店 ZN-0002-0246

LINK 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館３０１ 飲食店 JS-0004-8053

funnyplace 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館４Ｆ　 飲食店 PK-0000-0006

サンドリヨン 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4168

STAR 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0999

BarThe83 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館６０４　 飲食店 ZN-2000-4246

MilkBar 名古屋市中区 錦３－１５－４　ライオンビル錦館８０６　 飲食店 ZN-2000-0280

SERGIO 名古屋市中区 錦３－１－６ 飲食店 JS-0001-8681



8 2020/9/20

［名古屋市中区］

加盟店名 所在地 ジャンル

洋食厨房ムギ 名古屋市中区 錦３－１６－８　森万ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6208

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 ZN-0002-0080

POLLO 名古屋市中区 錦３－１７－１０　錦三ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9432

瑞穂寿司本店 名古屋市中区 錦３－１７－１０　錦三ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0027

膳屋．花雪． 名古屋市中区 錦３－１７－１８　DK 名古屋錦ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3332

AQUA．STAR 名古屋市中区 錦３－１７－１８　DK 名古屋錦ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3333

響き HIBIKI 名古屋市中区 錦３－１７－１８　DK 名古屋錦ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3334

コリンズバー 名古屋市中区 錦３－１７－２４　都ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2670

寿司みやま 名古屋市中区 錦３－１７－２６　名古屋栄グリーンホテル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0296

吉凰 名古屋市中区 錦３－１７－２７　ソシアルビルＭ１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0004-4850

瀬戸 名古屋市中区 錦３－１７－２８　　 飲食店 ZN-0002-0177

ホルモンさわぎ 名古屋市中区 錦３－１７－３　サンプラザビル１Ａ 飲食店 JS-0004-2425

J － LINKS Golf Lounge 名古屋市中区 錦３－１８－１１　錦花園ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5814

小肥羊 名古屋栄店 名古屋市中区 錦３－１８－１２　MINEX ８８Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-8189

旨い物焼処海鮮山 名古屋市中区 錦３－１８－１３　アミューズ錦２Ｆ 飲食店 JS-0002-1575

MaiMai 名古屋市中区 錦３－１８－１４　栄グリーンビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-1327

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 ZN-0002-0120

CAFE ＆ RESTGOLDRUSH 名古屋市中区 錦３－１８－１４　錦スカイビルＢ１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0001-4192

ジガーバル クラシック 名古屋市中区 錦３－１８－１６　アマノビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4189

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 JS-0001-6893

ときわすれ 名古屋市中区 錦３－１８－２１　錦ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0139

鮨芳むら 名古屋市中区 錦３－１８－２１　東京第一ホテル錦１Ｆ 飲食店 JS-0002-0819

鮨 古川 名古屋市中区 錦３－１８－３　栄グリーンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3380

atehaca 名古屋市中区 錦３－１８－３１　クレバビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-8349

花あかり 名古屋市中区 錦３－１８－３１　博雄ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0657

海酔食 BarBlueBay 名古屋市中区 錦３－１８－６　シャイン山清ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7856

BAR よいしょ 名古屋市中区 錦３－１８－６　シャイン山清ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-9282

South 名古屋市中区 錦３－１８－６　シャイン山清ビル７Ｆ 飲食店 SL-2001-1111

ルブロカール 名古屋市中区 錦３－１８－６　シャイン山清ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0240

KINGS MEAT チャコール ニシキ 名古屋市中区 錦３－１８－６　シャイン山清ビルＢ１Ｆ東Ｃ　 飲食店 SL-2000-4210

食文化田島亭 名古屋市中区 錦３－１８－７　毛利ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6029

食文化田島亭はなれ 名古屋市中区 錦３－１８－７　毛利ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6178

サンホセ 名古屋市中区 錦３－１－９　桜町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1938

COCOCHOCOLAT 名古屋市中区 錦３－１９－２４　サンステンドビル６Ｆ－１　 飲食店 ZN-2000-4734

なる屋米倉栄店 名古屋市中区 錦３－１９－２４　サンステンドビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1312

たてがみ HANARE 名古屋市中区 錦３－１９－２６　ＡＴＳ錦ビルＧ０３０１ 飲食店 AD-0000-0816

Rocket 名古屋市中区 錦３－１９－２６　アッツ錦ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6480

BLACKPOOL 名古屋市中区 錦３－１９－２６　アッツ錦ビル７Ｆ 飲食店 JS-0004-2248

bar uncool 名古屋市中区 錦３－１９－２６　アッツ錦ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0346

章月 名古屋市中区 錦３－１９－３０　第三錦ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4090

すし五圓 名古屋市中区 錦３－１９－５　ピボットスクエアビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4984

daive 名古屋市中区 錦３－１９－６　ﾋﾟﾎﾞｯﾄｴｸｾﾙｼｵｰﾙＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5535

ラサンテ 名古屋市中区 錦３－１９－８　ヒロ石川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5558

鉄生 NISHIKI 名古屋市中区 錦３－２０－１２　第８錦ビル本館１Ｆ 飲食店 JS-0004-3879
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ONE 名古屋市中区 錦３－２０－１３　第二一二三ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4169

ベローチェ 名古屋市中区 錦３－２０－４　東和錦ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1942

MATRYOSHKA 名古屋市中区 錦３－２１－１４　アスタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0301

くずし割烹 和 dining 一昇 名古屋市中区 錦３－２１－１４　アスタービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2163

家庭料理おかず 名古屋市中区 錦３－２－２４　セントヒルズビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0311

BAR DE KARAOKE AMBITIOUS 名古屋市中区 錦３－２－２６　パックス錦ビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-0527

小辣椒ショウラージョウ火鍋・焼肉 名古屋市中区 錦３－２２－７　アークビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-1256

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 JS-0004-0856

割烹柊 名古屋市中区 錦３－２４－２７　大野屋ビル２Ａ 飲食店 JS-0005-6456

焼肉愛彩 名古屋市中区 錦３－２４－２７　大野屋ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-5140

日本酒専門店ゆとり 名古屋市中区 錦３ー１３－５　中央マンション 1 Ｆ 飲食店 SL-2000-6853

SALON 名古屋市中区 錦３－３－１７　エルメ錦３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4041

モンスターハウス 名古屋市中区 錦３－３－１９　JP 錦ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7248

MIRANO 名古屋市中区 錦３－３－２４　錦フラッシュビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0369

なごや寿し 名古屋市中区 錦３－３－２４　第二桜ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6011

時空 名古屋市中区 錦３－３－２４　第二桜ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-1260

SighsBar 名古屋市中区 錦３－３－２４　第二桜ビル５Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-1784

LUID 名古屋市中区 錦３－３－３０　桜ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2135

SunQ 名古屋市中区 錦３－３－３０　桜ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2340

ChefMURAI 名古屋市中区 錦３－４－１５　ヒグチビルディングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5763

韓国居酒屋まる KO 名古屋市中区 錦３－４－１９　錦ヤングビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7267

あじ韓 名古屋市中区 錦３－４－２１　花金ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3908

銀杏 四川料理 名古屋市中区 錦３－４－２６　K ２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4294

ROGERIO 名古屋市中区 錦３－４－２６　K ２ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0184

上海人家 名古屋市中区 錦３－６－１５　たての街ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5504

テラス 名古屋市中区 錦３－７－３　シャトレーヌ錦２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0153

楓 名古屋市中区 錦３－７－３　シャトレーヌ錦ビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-3255

すし 寅 ” 衛門 名古屋市中区 錦３－７－３０　PIA ５ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6960

dining bar 明 名古屋市中区 錦３－７－３０　PIA ５ビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-8230

家族 名古屋市中区 錦３－７－３１　シャイン錦２番館　 飲食店 ZN-0001-4229

大阪焼びりけん 名古屋市中区 錦３－７－３１　シャイン錦２番館１Ｆ 飲食店 JS-0001-2772

Boo 名古屋市中区 錦３－７－３１　シャイン錦２番館２Ｆ 飲食店 JS-0000-4629

フリフリ 名古屋市中区 錦３－７－３１　シャイン錦 2 番館８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0958

食文化田島亭シグマ店 名古屋市中区 錦３－７－５　シャインシグマビル２０３ 飲食店 JS-0003-6177

ステーキハウスマルタ 名古屋市中区 錦３－７－９　三交イン１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0202

ダイニング＆ダーツ bar Re：pro 名古屋市中区 錦３－８－１５　第２錦スカイビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-8979

フードビルダー 名古屋市中区 錦３－８－１５　第２錦スカイビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-4504

四季酔家えびく 名古屋市中区 錦３－８－１５　第２山清ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9349

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 ZN-0001-4196

春日 名古屋市中区 錦３－９－１４　日東錦ビル７Ｆ 飲食店 JS-0000-4682

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 JS-0003-1011

SalondeTamarade 名古屋市中区 錦３－９－１５　サンロード錦ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4578

YORAKU 名古屋市中区 錦３－９－１５　サンロード錦ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-7117

ガストロノーム 名古屋市中区 錦３－９－１５　サンロード錦ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1083
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らくらく居酒屋 名古屋市中区 錦３－９－１７　GK クリスタルビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9343

MIYABI bar ＆ ristorante 名古屋市中区 錦３－９－１８　マリオン錦２Ｆ 飲食店 SL-2000-9779

酒肆石花 Hanare 名古屋市中区 錦３－９－２０　ホクトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0225

酒肆石花 名古屋市中区 錦３－９－２０　ホクトビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0161

和牛料理おゝ野 名古屋市中区 錦３－９－２０　モナミビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0076

CuraCao 名古屋市中区 錦３－９－２４　ゴールド錦ビル４Ｃ　 飲食店 ZN-0002-0270

Barbaterrace 名古屋市中区 錦３－９－２４　ゴールド錦ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0363

TENPURA 天さく 名古屋市中区 錦３－９－３２　EMINE.310 ビル１Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0004-4193

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 ZN-0002-0292

みなみ 名古屋市中区 錦３－９－３４　第６グランビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4550

ARCOBALENO 名古屋市中区 錦３－９－３４　第６グランビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-5918

オヤジダイニングはなれ 名古屋市中区 金山１－１０－７　寿々やマンション金山１Ｆ 飲食店 JS-0001-9784

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 JS-0004-6000

ボンクラ 名古屋市中区 金山１－１４－９　長谷川ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0001-9867

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 PK-0000-0217

マッシュルームプライム 名古屋金山店 名古屋市中区 金山１－１５－２１　JG 金山ビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-8434

夕まずめ 名古屋市中区 金山１－２－２４　ロンシャン金山１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0173

空 金山本店 名古屋市中区 金山１－６－７　金山イワセビル 飲食店 ZN-0002-0096

宮崎幸男 名古屋市中区 金山１－６－７　金山イワセビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0189

空のうえ 名古屋市中区 金山１－６－７　金山イワセビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0226

個室・鶏ざんまい十四郎 名古屋市中区 金山１－７－１０ 飲食店 JS-0004-5241

海舞 名古屋市中区 金山１－７－１３　明和レジデンス１Ｆ 飲食店 JS-0004-1569

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 JS-0006-0004

インドカレービンディカ金山 2 号店 名古屋市中区 金山２－１－１　コンフォート金山Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5818

メリケン金山 名古屋市中区 金山２－１３ー１０ 飲食店 SL-2000-3222

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 ZN-0001-4250

BONBAR 名古屋市中区 金山２－８－１０　ドリームマンション金山１Ｆ 飲食店 JS-0003-3089

オリーブ 名古屋市中区 金山２－８－４　エスポワ金山１Ｆ 飲食店 JS-0004-9435

すし一俵 名古屋市中区 金山３－１５－１７　ホワイトキャッスル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0100

定楽屋 金山店 名古屋市中区 金山４－１－２４　コスモ２ビル６Ｆ 飲食店 JS-0003-9884

お酒と一番合うお店 ご馳走屋 金山店 名古屋市中区 金山４－１－２４　コスモ２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5809

イーオリエンタルバンケット 名古屋市中区 金山４－１－７　 飲食店 SL-2000-9229

バルイスパニヤ 金山店 名古屋市中区 金山４－１－９　マリエビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0200

かなやまサルーン 名古屋市中区 金山４－２－１８　グランビル金山１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4204

串カツキンザン金山店 名古屋市中区 金山４－３－２　加藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0339

島吉 名古屋市中区 金山４－５－２０　水谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2730

旬彩居酒屋 HANABI 名古屋市中区 金山４－５－２０　水谷ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2516

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 ZN-0002-0242

月あかりバンビーナ 名古屋市中区 金山４－６－２　ニューズ金山ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4256

Speak － easy 名古屋市中区 金山４－６－２　ニューズ金山ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1270

東京下町もんじゃ屋 Rikyu 名古屋市中区 金山４－６－９　金山小町２Ｆ 飲食店 JS-0005-9697

髭 bon 名古屋市中区 金山４－６－９　金山小町内 飲食店 JS-0005-9238

ワイン食堂 aeru 名古屋市中区 金山５－８－８ 飲食店 JS-0003-7390

ハンモックとパフェのお店 PAMA 名古屋市中区 古渡町１４－２４　マルフクビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6173
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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 JS-0003-8527

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 ZN-0002-0135

ノートルコパン 名古屋市中区 上前津２－４－３１ 飲食店 JS-0002-2558

館 名古屋市中区 上前津２－６－１３　第三ふくとくビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8571

味彩山久 名古屋市中区 新栄１－１０－２１　寿々やマンション新栄　 飲食店 ZN-0002-0167

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 JS-0004-5583

カワラマチ レイター 名古屋市中区 新栄１－１２－２１　ロイヤルビル瓦町Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8827

インカ飯 名古屋市中区 新栄１－１２－３０　ホワイトプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3835

アンパーサンド 名古屋市中区 新栄１－１２－３０　ホワイトプラザ６Ｄ　 飲食店 ZN-2000-2184

シュリ 名古屋市中区 新栄１－１４－１０　メゾンオランジェ渡辺１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0125

焼肉 大吉屋 名古屋市中区 新栄１－１４－２４ 飲食店 JS-0004-2258

旬味あらや 名古屋市中区 新栄１－１６－３２　　 飲食店 ZN-0002-0162

金剛山 名古屋市中区 新栄１－１７－２　新栄三大マンション１Ｆ 飲食店 JS-0005-1282

拘り Dining 響 名古屋市中区 新栄１－２０－２７ 飲食店 JS-0002-6658

ふじ栄 名古屋市中区 新栄１－２４－１　 飲食店 SL-2000-5813

都 名古屋市中区 新栄１－２５－３０ 飲食店 JS-0001-5605

魚菜山ぐち 名古屋市中区 新栄１－３－２　エムテック東新町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0234

八真人 名古屋市中区 新栄１－３－２　エムテック東新町ビル４－Ｂ 飲食店 JS-0003-7986

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 JS-0002-1338

のほほん 名古屋市中区 新栄１－３－３　前島ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-1299

MACHO 名古屋市中区 新栄１－４－３０　アイプラザ１０１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4389

ハリマヤ 名古屋市中区 新栄１－４－３２　キングビル 2 号館 飲食店 JS-0004-4824

N ／ R 名古屋市中区 新栄１－４－３２　キングビル２号館３Ｆ 飲食店 JS-0000-4400

el jardin 名古屋市中区 新栄１－４－３２　キングビル２号館５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0163

鮨 村上 名古屋市中区 新栄１－５－２５　第２M ビル４０１ 飲食店 JS-0005-2231

アンバー 名古屋市中区 新栄１－６－２５　中外センタービル２Ｆ 飲食店 JS-0005-2009

肴糀醸やしろ 名古屋市中区 新栄１－６－２７　こまビル１－３ 飲食店 JS-0002-6492

CUEVA 名古屋市中区 新栄１－６－２８　　 飲食店 ZN-0002-0129

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 ZN-0001-4195

ボトルーニョ 名古屋市中区 新栄１－６－２８　CBC センタービル２Ｆ東 飲食店 JS-0003-7429

松の木 名古屋市中区 新栄１－６－６　神田ビル 飲食店 JS-0002-0150

しょうげん 名古屋市中区 新栄１－６－９ 飲食店 JS-0005-0312

別邸 豚道 新栄 名古屋市中区 新栄１－７－７　名古屋センターステージ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0172

Jester 名古屋市中区 新栄１－８－１　スカーレットビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6808

DESPERADOS 名古屋市中区 新栄１－８－１１　藤松ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7689

CNF MALCONSORTS 名古屋市中区 新栄２－１０－２１　カーサ新栄１Ｆ 飲食店 JS-0000-1181

新栄 EIGHT 名古屋市中区 新栄２－１－４　アソルティ新栄Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3611

本格四川料理 天府 名古屋市中区 新栄２－１５－７　プラザ新栄１Ｆ 飲食店 JS-0004-2349

ライブ＆ラウンジ・ビオ 名古屋市中区 新栄２－１－９　雲竜フレックスビル西館Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0000-2976

寿 名古屋市中区 新栄２－２－１　イノフィスビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3536

うお浜 名古屋市中区 新栄２－２－１３　桜マンション１Ｆ 飲食店 JS-0003-9553

集会 名古屋市中区 新栄２－２４－１４　明治第１０ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8268

懐食庵なかたけ 名古屋市中区 新栄２－２９－２１　　 飲食店 PK-0000-0055

井がわ 名古屋市中区 新栄２－３７－２２　奥田ビル１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0000-9023
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BarClurachan 名古屋市中区 新栄２－４－２　児玉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1364

黒帯 名古屋市中区 新栄２－４７－５０ 飲食店 JS-0002-4985

kitchen － NAKAKI 名古屋市中区 新栄２－４７－５０ 飲食店 JS-0003-1968

割烹 司 名古屋市中区 新栄３－１９－１５ 飲食店 JS-0000-0588

和味なお季 名古屋市中区 新栄３－２６－１７ 飲食店 JS-0001-5820

サハラ　インド・ネパール料理 名古屋市中区 新栄３－５－１　セントラル千種ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6529

すし大作 名古屋市中区 新栄３－７－７　山光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4226

味香園 名古屋市中区 新栄町３－１３ 飲食店 JS-0002-6982

あぶり本舗 名古屋栄店 名古屋市中区 新栄町３－８　今川ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-7518

安泰楼 名古屋市中区 新栄町３－８　地今川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0352

魚丸食堂 名古屋市中区 千代田１－１０－９　カーサ東前津１０３ 飲食店 JS-0000-7151

和創ふんりんかんぎり 名古屋市中区 千代田１－１１－２６　サンコーポ舞鶴１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0227

洋風小料理 LIBERTINES’BAR 名古屋市中区 千代田１－４－１　カスティーヌ千代田１Ｆ東側 飲食店 JS-0000-7005

和牛焼肉光希 名古屋市中区 千代田１－６－２　UP2　1F 飲食店 ZN-2000-6549

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 JS-0004-5737

芋んちゅ 名古屋市中区 千代田２－７－１ 飲食店 JS-0004-5243

藁家 88 名古屋市中区 千代田２－７－１ 飲食店 JS-0004-5249

もつ焼き百蔵 名古屋市中区 千代田３－１１－１２　モモセビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5168

モンシェール マシェール 名古屋市中区 千代田３－１４－１ 飲食店 JS-0003-2388

日本料理たぐち 名古屋市中区 千代田３－１６－１３　トンシェトア１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0254

味園 名古屋市中区 千代田３－４－１７　ルネ鶴舞１０３ 飲食店 JS-0005-7355

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 JS-0005-9715

豆鳥 鶴舞店 名古屋市中区 千代田３－８－１０　万長ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0326

和食 聖 名古屋市中区 千代田３－８－２　大池ビル１０２ 飲食店 JS-0002-5404

あんかけパスタラ・ピーニャ 名古屋市中区 千代田３－９－１０　日比野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2284

居酒屋 誠家 名古屋市中区 千代田４－１１－８　鶴舞アネックス１ＢＣ 飲食店 JS-0003-2457

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 JS-0000-7198

鰻和 名古屋市中区 千代田４－７－１ 飲食店 JS-0002-4653

BMG 名古屋市中区 千代田４－７－１ 飲食店 JS-0004-0506

Dolce Vita 名古屋市中区 千代田５－１１－２２ 飲食店 JS-0003-2353

ムガルパレス 2 号店鶴舞 名古屋市中区 千代田５－１１－３３　クマザキビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1326

浜焼太郎 鶴舞店 名古屋市中区 千代田５－１５－１０　パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5342

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 ZN-2000-5834

徳鮨 名古屋市中区 千代田５－２３－５３　　 飲食店 ZN-0002-0148

焼酎専門店だいやめ 名古屋市中区 大井町３－２０　山下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9676

Ken′s れしぴ 名古屋市中区 大須１－３５－３４ 飲食店 JS-0004-6866

お馬のおやこ 名古屋市中区 大須２－１１－５　ベルメゾン白川１Ｆ 飲食店 JS-0003-9090

ROLLY’SROLLICE 大須店 名古屋市中区 大須２－２０－２８　　 飲食店 ZN-0002-0355

五条橋 玄 名古屋市中区 大須２－２１－１４ 飲食店 JS-0001-2823

ばば天 名古屋市中区 大須２－２５－１０　　 飲食店 PK-0000-6296

天ぷら梵 名古屋市中区 大須２－２５－１２　コーポ末広１０２ 飲食店 JS-0002-9054

マグロドウ大須店 名古屋市中区 大須２－２７－３４　大須マルシェ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3116

しゅんち 名古屋市中区 大須２－２７－３４　大須マルシェ１Ｆ北 飲食店 JS-0003-7943

MaiLeaf 名古屋市中区 大須２－２９－１１ 飲食店 JS-0002-1094
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ビストロ シェブン 名古屋市中区 大須２－９－３５　ラ・フォンテーヌ大須１Ｆ 飲食店 SL-2000-0612

すゞ家 名古屋市中区 大須３－１１－１７ 飲食店 JS-0004-0148

PGcafe 名古屋市中区 大須３－２３－２７　　 飲食店 PK-0000-3062

魚菜串いちころ 名古屋市中区 大須３－２４－２１　ライオンズマンション大須１Ｆ 飲食店 JS-0002-6738

スパイスエクスプレス 名古屋市中区 大須３－３０－６０　大須３０１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-9419

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 ZN-0001-4214

炭火串焼こっこ屋 名古屋市中区 大須３－４３－１　まるけいビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1880

愛正寿し 名古屋市中区 大須３－４４－４４ 飲食店 JS-0003-6270

松楽 名古屋市中区 大須３－８－３２　　 飲食店 ZN-0002-0077

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 SL-2000-5721

矢場 CHINA 名古屋市中区 大須４－１－７　サンポートヤバビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1600

天プラ八重垣 名古屋市中区 大須４－２－１０ 飲食店 JS-0004-4160

KOSF 名古屋市中区 大須４－２－４１ 飲食店 JS-0001-9227

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１Ｆ 飲食店 JS-0001-2363

スイング 名古屋市中区 東桜２－１８－２４　サンマルコビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0659

AUNTIE 名古屋市中区 東桜２－１８－３０　　 飲食店 ZN-0002-0319

SajideCorason 名古屋市中区 東桜２－１９－１２ 飲食店 JS-0001-3665

きんのじ 名古屋市中区 東桜２－１９－１３ 飲食店 JS-0002-8258

h 名古屋市中区 東桜２－２１－１３　グリーンシャトー東桜７Ｆ 飲食店 JS-0003-3401

いずみや 名古屋市中区 東桜２－２２－１４　キングビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9319

琉球 Trip 名古屋市中区 東桜２－２２－１４　キングビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6275

寄り処えーる 名古屋市中区 東桜２－２２－１４　キングビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9521

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 ZN-0002-0116

ルパン 名古屋市中区 東桜２－２２－２６　第２照運寺ビル 飲食店 JS-0004-8051

なわ 名古屋市中区 東桜２－２２－３３　第 1 照運寺ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8436

ケンタママの店 名古屋市中区 東桜２－２３－１９　　 飲食店 ZN-0002-0283

Mas de Lavande 名古屋市中区 東桜２－２３－２２　ホテルマイステイズＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8577

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 JS-0002-9492

稀。 名古屋市中区 平和１－９－１１ 飲食店 JS-0001-5139

イタリアン厨房 本丸 名古屋市中区 平和１－９－１６　鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3094

海鮮浜焼き若大将 名古屋市中区 平和２－３－１７ 飲食店 JS-0004-1508

Purimo 名古屋市中区 栄１－１０－２４ ショッピング JS-0001-9743

はなにしき 名古屋市中区 栄１－１４－２０ ショッピング JS-0001-1488

Trevi トレヴィ 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 SL-2000-7272

［HC］株式会社ナコー栄店 名古屋市中区 栄３－１０－２２ ショッピング JS-0001-8527

株式会社青山 名古屋市中区 栄３－１０－３４ ショッピング JS-0002-4585

株式会社大橋幾商店栄本店 名古屋市中区 栄３－１１－２３　白川本町ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-7623

時計倉庫 TOKIA  栄店 名古屋市中区 栄３－１３－２０　 ショッピング SL-2001-1751

マエマス画廊 名古屋市中区 栄３－１３－２６ ショッピング SL-2000-7737

BRING 名古屋店 名古屋市中区 栄３－１３－２７　ADC 栄ビルディング２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6436

ニーシング名古屋 名古屋市中区 栄３－１９－１７　丸喜ビル１Ｆ ショッピング AL-0000-0229

ピラミッド 名古屋市中区 栄３－２０－１４　住吉ビル２０７　 ショッピング ZN-0002-2737

ウエストファイブ名古屋支店 名古屋市中区 栄３－２１－２３　KS イセヤビル１Ｆ ショッピング JS-0004-7912

東宝商事名古屋支店 名古屋市中区 栄３－２１－２３　KS イセヤビル１Ｆ ショッピング JS-0004-8421
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Anatomica 名古屋店 名古屋市中区 栄３－２３－２４　NAGOYA FLAT ２Ｆ ショッピング JS-0002-9775

KASHIYAMA 名古屋市中区 栄３－２７－１１　LOCO 栄６Ｆ ショッピング JS-0005-5233

Regalo1 名古屋市中区 栄３－２７－１１　LOCO 栄ビル８Ｆ　 ショッピング PK-0000-0102

安藤七宝店 名古屋本店 名古屋市中区 栄３－２７－１７　 ショッピング SL-2000-8143

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 JS-0000-2188

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 AX-0000-0269

MIEKO UESAKO NAGOYA 名古屋市中区 栄３－３１－１２　大成ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1950

rifu 名古屋市中区 栄３－３１－１３　加地ビル３０３ ショッピング JS-0001-5292

BLOWZ 矢場店 名古屋市中区 栄３－３１－１３　加地ビルＢ１Ｆ ショッピング SL-2001-0798

Corso 31 名古屋市中区 栄３－３１－１９　レイメイカンビル２Ｆ ショッピング JS-0000-6392

unlike 名古屋市中区 栄３－３１－２５　サンテアビタシオン４０２ ショッピング JS-0005-2038

ダーツハイブ 名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－３２－６　BECOME SAKAE ３Ｆ ショッピング JS-0003-6745

LILLT 名古屋市中区 栄３ー３１ー２５　サンテアビタシオン２０３ ショッピング JS-0005-8579

case study shop 名古屋市中区 栄３－３３－２８　U ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-6978

Dr MONROE 名古屋店 名古屋市中区 栄３－３３－３０　T.O. ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-2178

セアン 名古屋市中区 栄３－３４－４１ ショッピング JS-0003-0367

wjk nagoya 名古屋市中区 栄３－３５－１６　山田ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-7298

PIGEONRECORDS 名古屋市中区 栄３－３５－２２　ゴードン栄ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-1440

ist 名古屋市中区 栄３－４－５　SAKAE NOVA ２Ｆ ショッピング JS-0002-9447

シュシュアンジュ名古屋店 名古屋市中区 栄３－４－５　SAKAE NOVA ５Ｆ ショッピング JS-0001-0350

ケラショップ名古屋店 名古屋市中区 栄３－４－５　SAKAE NOVA ５Ｆ ショッピング JS-0001-5660

BOZ 名古屋店 名古屋市中区 栄３－４－５　SAKAE NOVA ５Ｆ ショッピング JS-0001-9656

BAROCKrepairworks 名古屋市中区 栄３－４－５　丸栄スカイルＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-8482

コフレ、ア、ビジョー 名古屋市中区 栄３－４－６ ショッピング SL-2000-0939

婦人服 TAXI 名古屋市中区 栄３－４－６　Ｂ１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4310

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 JS-0004-6647

Bardot 名古屋市中区 栄３－５－１２　栄地下街中央一番街（森の地下街） ショッピング JS-0000-3683

fierte 名古屋市中区 栄３－５－１２　森の地下街 ショッピング JS-0000-5101

MAKINO 名古屋市中区 栄３－５－１２　先栄地下街南四番街　 ショッピング ZN-2000-4943

MiLkyway 名古屋市中区 栄３－７－１０３ ショッピング JS-0000-5875

blanchee’toile 栄 名古屋市中区 栄３－７－４　ヒノデ写真館ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1170

ワンピースクローゼット 名古屋市中区 栄３－７－５　栄長谷川ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-2735

時計倉庫 TOKIA 名古屋市中区 栄３－７－９　新鏡栄ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1760

ピースフラワー 名古屋市中区 栄４－１１－６　OMBL １Ｆ ショッピング JS-0001-1523

サンディア 名古屋市中区 栄４－１４－２５　２Ｆ北 ショッピング JS-0003-5753

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 JS-0001-2316

山優 名古屋市中区 栄４－１５－２３　ホテルザ・ビー名古屋１Ｆ ショッピング JS-0001-6617

漢方薬局綾心 名古屋市中区 栄４－１５－２３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ久屋公園１０９ ショッピング JS-0005-6786

キャシーマム Nagoya 名古屋市中区 栄４－１６－２７　富士サカエビル２Ｆ ショッピング JS-0002-8129

Reborn 名古屋市中区 栄４－１６－２７　富士サカエビル６Ｆ ショッピング JS-0000-2216

TSUMEKIRA 名古屋市中区 栄４－１７－１８ ショッピング JS-0002-4855

PRIVATE 名古屋市中区 栄４－５－３　KDX 名古屋栄ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2577

ル・クール 名古屋市中区 栄４－６－８　　 ショッピング SL-2000-1144

J．J 名古屋市中区 栄４－７－７　東和プリンセス１Ｆ ショッピング JS-0000-6937
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弓道具商 翠山 名古屋市中区 栄５－１０－２３ ショッピング JS-0001-0902

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 JS-0003-8508

10 － FEET 名古屋市中区 栄５－１６－１６　メディアラボ２Ｆ ショッピング JS-0000-0906

PEDESTRIAN 名古屋市中区 栄５－１９－２５　ハイツ栄２０１ ショッピング SL-2000-3267

フラワーショップ 花時 名古屋市中区 栄５－１９－２６ ショッピング JS-0000-3976

THE APARTMENT STORE 名古屋市中区 栄５－２３－９ ショッピング JS-0005-0527

ゴールド栄店 名古屋市中区 栄５－３－３５　メイブン栄ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3440

ALLAROUND 名古屋市中区 栄５－６－３３　栄能楽ビル西館１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4604

京町屋丸の内店 名古屋市中区 丸の内１－１２－４　　 ショッピング PK-0000-3156

美濃忠 本店 名古屋市中区 丸の内１－５－３１ ショッピング JS-0003-3132

株式会社アンジュ 名古屋市中区 丸の内２－１５－１３　アンジュビル８Ｆ ショッピング JS-0001-4687

フラワーショップアニバース 名古屋市中区 丸の内２－１９－１９　沖田ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4003

PRGRNAGOYA 名古屋市中区 丸の内２－２０－１９　名古屋東京海上日動ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ２Ｆ ショッピング JS-0003-7909

UP STONE onbir 名古屋市中区 丸の内２－８－１７　日伸ビル２Ｆ　 ショッピング SL-2000-2967

サトウクリーニング丸の内店 名古屋市中区 丸の内３－１０－１９　　 ショッピング PK-0000-3122

RUN － WALK Style 名古屋店 名古屋市中区 丸の内３－１５－５　RS 丸の内三－ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-1594

CELESTIALBLISSnagoya 名古屋市中区 丸の内３－１８－２２　１Ｆ ショッピング JS-0001-3053

The 蔵 名古屋市中区 丸の内３－７－３０　 ショッピング SL-2000-6698

JBR 生活救急車 10435 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-0030

JBR 生活救急車 10434 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-0207

JBR 生活救急車 10453 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-0867

JBR 生活救急車 10432 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-0906

JBR 生活救急車 10442 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-0960

JBR 生活救急車 10431 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-1050

JBR 生活救急車 10430 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-1133

JBR 生活救急車 10439 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-1176

JBR 生活救急車 10429 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-1275

JBR 生活救急車 10440 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-1402

JBR 生活救急車 10441 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-1749

JBR 生活救急車 10436 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-1990

JBR 生活救急車 10427 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-2214

JBR 生活救急車 10443 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-2857

JBR 生活救急車 10433 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-2960

JBR 生活救急車 10454 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-3326

JBR 生活救急車 10423 名古屋市中区 錦１－１０－２０　ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ伏見ﾋﾞﾙ５Ｆ駆けつけ領域　 ショッピング PK-0000-4506

アペルティオーフローリス 名古屋市中区 錦１－１３－３３　福昌名古屋ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0353

幸村 名古屋市中区 錦１－１７－１７ ショッピング JS-0000-5016

VIBURNUM 名古屋市中区 錦１－７－３７　帝国ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-2230

リャビーナ 名古屋市中区 錦２－１０－３　山田森ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-7927

P － Stage 名古屋市中区 錦２－１５－７　 ショッピング SL-2000-5603

株式会社エス・エー・エス 名古屋センター 名古屋市中区 錦２－１７－２８　CK １５伏見ビル９Ｆ ショッピング JS-0002-5823

判子屋丸の内店 名古屋市中区 錦２－３－１１　ニシキ２１ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0070

OXFORD 名古屋 名古屋市中区 錦２－４－８　宮崎錦ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-6169

三陽きもの 名古屋市中区 錦２－５－３１　長者町相互ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0497
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a2b 名古屋市中区 錦２－６－１５　ワンダービル４Ｆ ショッピング SL-2000-2314

アウトレットショップ ALIVIO 名古屋市中区 錦２－７－２４　A-Cube 錦１Ｆ ショッピング JS-0005-7833

藤一番 錦店 名古屋市中区 錦３－１３－１０ ショッピング JS-0005-8977

クレサンティーナ 名古屋市中区 錦３－１５－３１　モリヤス錦ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7018

梟 名古屋市中区 錦３－１８－１２　Minex ８８ビル４０１ ショッピング JS-0005-8408

ビッグヴィジョン 名古屋錦三丁目店 名古屋市中区 錦３－２１－１８　 ショッピング SL-2001-1808

9999 セレクテッドバイオプティーク SS 名古屋市中区 錦３－２１－１８　中央広小路ビル１０２　 ショッピング ZN-0002-5779

フラワーマリー 名古屋市中区 錦３－７－１　マリオット錦ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5104

CENTO 名古屋市中区 錦３－８－７　こまビル２Ｆ－Ａ ショッピング JS-0000-6500

florist 花音 名古屋市中区 錦３－９－１５　サンロード錦ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5610

in the closet 名古屋市中区 金山１－１７－１　アスナル金山２Ｆ ショッピング JS-0004-0055

JAMES 名古屋市中区 金山１－１７－１　アスナル金山３Ｆ ショッピング JS-0001-1017

tuck shop 中日新聞社本社 名古屋市中区 三の丸１－６－１　中日新聞社本社内３Ｆ売店 ショッピング JS-0005-9181

tuck shop 中部地方整備局 名古屋市中区 三の丸２－５－１　名古屋合同庁舎２号館Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0005-9150

東洋社　ヤマナカ松原店 名古屋市中区 松原２－２１－１６　　 ショッピング PK-0000-8052

夢島 名古屋市中区 上前津１－１３－１９ ショッピング JS-0002-1863

ViSE clothing 名古屋市中区 上前津１－１－５ ショッピング JS-0004-6619

シル・シエル 名古屋市中区 上前津１－４－１１ ショッピング JS-0005-7261

ラメール　上前津駅前店 名古屋市中区 上前津１－６－１０　　 ショッピング PK-0000-7619

LILACAVENUE’91 名古屋市中区 新栄１－１０－１１ ショッピング JS-0002-7337

東陽園本店 名古屋市中区 新栄１－３７－２９　　 ショッピング PK-0000-2182

アイデアベイス 名古屋市中区 新栄２－１－５　アソルティ新栄８－Ａ　 ショッピング PK-0000-4586

ヴィンテージエコランド 名古屋市中区 新栄２－２－１　INOFICE １Ｆ ショッピング JS-0002-1343

デイジーメッセンジャー 名古屋市中区 新栄２－２－１９　新栄グリーンハイツ１０１ ショッピング JS-0002-8238

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 JS-0003-6608

京町屋　正木店 名古屋市中区 正木３－１２－３　　 ショッピング PK-0000-7618

ラメール　千代田店 名古屋市中区 千代田２－１－１８　　 ショッピング PK-0000-7616

サトウクリーニング千代田店 名古屋市中区 千代田３－８－２７　　 ショッピング PK-0000-3958

CLOVER 名古屋市中区 千代田４－８－１２　　 ショッピング ZN-0002-4599

obri 名古屋市中区 大井町１－２４　ｳﾞｨｰｸﾀﾜｰ名古屋東別院１８０７ ショッピング JS-0001-4264

クリーニング中京商会 名古屋市中区 大井町４－１５　　 ショッピング PK-0000-7782

輸入家具のローマンディール 名古屋市中区 大須１－２９－５４　 ショッピング SL-2000-7300

PURPOSE 名古屋大須店 名古屋市中区 大須２－１６－１４　シティコーポ大須２Ｆ ショッピング JS-0003-4638

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 JS-0003-6375

REGENTHOUSE 名古屋市中区 大須２－１７－２７　　 ショッピング ZN-2000-1522

おもちゃのおくにだるまや 名古屋市中区 大須２－１８－４１ ショッピング JS-0002-6104

Unwave 名古屋市中区 大須２－１８－４５　仁王門ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4612

CREAMY 名古屋市中区 大須２－２０－３６　宝マンション大須１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4609

UNCLE Bee 名古屋市中区 大須２－２５－４　久野ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-5267

ADAMANTE 名古屋市中区 大須２－２６－６ ショッピング JS-0000-8163

ZIPANG 名古屋市中区 大須２－２６－８ ショッピング JS-0001-2059

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 JS-0003-6361

カクレミノ家名古屋大須店 名古屋市中区 大須２－３０－３ ショッピング JS-0003-2267

DEAL CHURCH 本店 名古屋市中区 大須２－５－３１ ショッピング JS-0003-4998



17 2020/9/20

［名古屋市中区］

加盟店名 所在地 ジャンル

speech 名古屋市中区 大須２－６－２７ ショッピング JS-0001-2951

Diggings 名古屋市中区 大須２－７－４６ ショッピング JS-0003-2300

NEONLEATHERGARMENT 名古屋市中区 大須２－７－４６　福助荘２Ｆ－７　 ショッピング ZN-0002-4617

VACANt 名古屋市中区 大須２－７－４８　２Ｆ ショッピング ZN-2000-3428

LOVE CONNEXION 名古屋市中区 大須３－１０－２４　近藤ビル１０１ ショッピング JS-0000-9465

ホビーステーション名古屋店 名古屋市中区 大須３－１１－３４　４Ｆ ショッピング JS-0003-2349

WAREHOUSE 名古屋店 名古屋市中区 大須３－１３－１８ ショッピング JS-0003-3820

store in history 名古屋市中区 大須３－１３－２８ ショッピング JS-0003-5103

ハンキードリー 名古屋店 名古屋市中区 大須３－１３－９　アンドール大須ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0945

NevermindtheXU 名古屋市中区 大須３－１４－４３　第２アメ横ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4615

HARLEM STORE 名古屋市中区 大須３－１５－１１　赤門サンライフ１Ｆ ショッピング SL-2000-2149

fiveStars 名古屋市中区 大須３－１５－１９　２Ｆ ショッピング JS-0001-5452

ROCAT 名古屋市中区 大須３－１５－３８　アレンダール大須１・２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4611

WAVE 名古屋市中区 大須３－１６－１２　伊藤ビル２Ａ ショッピング JS-0004-5324

パナマボーイ名古屋店 名古屋市中区 大須３－１６－８ ショッピング JS-0001-1093

KAKAVAKANAGOYA 名古屋市中区 大須３－１７－２４　　 ショッピング ZN-0002-4608

グレートパワー 名古屋市中区 大須３－１７－２７　新美ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8617

metropolitain 名古屋市中区 大須３－１７－２７　新美ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-6890

318STORE 名古屋市中区 大須３－１－８　　 ショッピング ZN-0002-4614

サンキューマート 名古屋店 名古屋市中区 大須３－１９－３ ショッピング JS-0003-6430

VIJINCOSME 名古屋市中区 大須３－２０－１３　　 ショッピング ZN-0002-5419

ALDIES NAGOYA 名古屋市中区 大須３－２－１７　ハセビル８　１Ｆ ショッピング JS-0002-5684

ブルードレスエスプリ・ヌーヴォー 名古屋市中区 大須３－２３－２４　　 ショッピング ZN-0002-4601

プロヴォーグ 名古屋市中区 大須３－２４－５ ショッピング JS-0001-7337

BLOWZ 大須店 名古屋市中区 大須３－２４－８　 ショッピング SL-2001-0799

LAX OUTFITTERS 5 号店 名古屋市中区 大須３－２５－２７ ショッピング SL-2001-0754

ビッグムーン 名古屋市中区 大須３－２－６　 ショッピング SL-2000-2446

ベル・リュール 名古屋市中区 大須３－２６－２６　クレスト大須３Ａビル１Ｆ ショッピング JS-0005-6195

（株）LUXETZETTON 名古屋市中区 大須３－２７－３１ ショッピング JS-0001-2463

マイメルヴィーユ 2 号店 名古屋市中区 大須３－２８－１７　大野ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-2348

LAX  OUTFITTERS  3 号店 名古屋市中区 大須３－２９－２６　 ショッピング SL-2001-0755

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 SL-2001-0753

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 JS-0003-2261

マライカ大須店 名古屋市中区 大須３－３２－３ ショッピング JS-0001-6827

DayGLORY 名古屋市中区 大須３－３２－４　べっこう屋ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4618

せんば呉服 大須店 名古屋市中区 大須３－３４－２ ショッピング JS-0002-0907

せんば呉服大須店 5 名古屋市中区 大須３－３４－２　　 ショッピング PK-0000-0025

TERRAPIN STATION 名古屋市中区 大須３－３６－２８　 ショッピング SL-2000-8202

zocalo 名古屋店 名古屋市中区 大須３－３６－２８　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-8203

LEGALISS SECOND 名古屋市中区 大須３－３６－９ ショッピング JS-0003-5695

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 ZN-0002-4616

株式会社 大福屋 名古屋市中区 大須３－３７－１３　 ショッピング SL-2001-1848

マイメルヴィーユ 3 号店 名古屋市中区 大須３－３７－７ ショッピング JS-0002-9421

FARITT 名古屋市中区 大須３－３７－８　ブロクリンビレッチ２－５ ショッピング JS-0005-9134
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LEGALISS 名古屋市中区 大須３－３８－１５ ショッピング JS-0003-5621

COROMARK 名古屋市中区 大須３－４１－１０　　 ショッピング ZN-0002-4610

CRUNCH 名古屋市中区 大須３－４１－２１ ショッピング JS-0003-2677

Archer 名古屋市中区 大須３－４２－３２　渋谷ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-3066

JyuJyu ＆ PiPin 名古屋市中区 大須３－４２－４ ショッピング JS-0000-1716

Ziu 名古屋市中区 大須３－４２－６　三浦ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-3658

ダークサイド 名古屋市中区 大須３－４３－１　三鈴屋ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-6399

伽藍 名古屋市中区 大須３－８－１０　矢場ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0387

グラバ ハワイ 名古屋市中区 大須３－９－２１　 ショッピング SL-2000-4196

Paragraph 名古屋市中区 大須３－９－２６ ショッピング JS-0003-0328

レーベルショップ名古屋 名古屋市中区 大須４－１１－５　Z's ビル２Ｆ ショッピング JS-0005-6396

LOGICMAGIC 名古屋市中区 大須４－１１－７　　 ショッピング ZN-2000-4474

BIG MAGIC 名古屋店 名古屋市中区 大須４－１－３　名商ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-2405

BIG MAGIC ZERO 名古屋市中区 大須４－１－３　名商ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-4995

ラメール　上前津店 名古屋市中区 富士見町５－７　　 ショッピング PK-0000-7613

パステル本店 名古屋市中区 平和１－７－５ ショッピング JS-0002-4305

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 ZN-0002-4613

矢田電気商会 名古屋市中区 門前町３－１　　 ショッピング PK-0000-8540

中埜仏壇店 名古屋市中区 門前町３－２９ ショッピング JS-0005-6812

大黒屋仏壇店 本社 名古屋市中区 門前町５－８ ショッピング JS-0000-0894

tendre 名古屋市中区 栄１－１６－１５　伏見 Do ビル１・２Ｆ　 サービス ZN-2000-3808

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 JS-0001-4861

Door’s 名古屋市中区 栄２－１０－３　清水ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-3949

伏見長者町通整体院 名古屋市中区 栄２－３－１８　稲名ビル サービス JS-0004-7242

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 JS-0001-8265

MANONbyH 名古屋市中区 栄３－１３－２７　ADC サカエビル７Ｆ サービス ZN-0002-9765

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 JS-0004-2631

ELIRS SAKAE 名古屋市中区 栄３－１９－１７　丸喜ビル２Ｆ サービス JS-0005-7907

KUSUKI．6 名古屋市中区 栄３－１９－１７　丸喜ビル６Ｆ サービス JS-0003-3742

hair salon KUSUKI 名古屋市中区 栄３－１９－１７　丸喜ビル７Ｆ サービス JS-0003-3785

coohairciel 名古屋市中区 栄３－１９－５　BUILD ZERO ３Ｆ　 サービス ZN-0003-0739

noesalon 名古屋市中区 栄３－２２－１８　大野ビル１Ｆ サービス JS-0001-6605

L 名古屋市中区 栄３－２２－１８　大野ビル２Ｆ サービス JS-0001-6606

Seis 名古屋市中区 栄３－２２－２２　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ１Ｆ サービス SL-2000-1749

Qpu Nagoya 名古屋市中区 栄３－２３－２４　NAGOYAFLAT ９０５ サービス JS-0001-2177

Above． 名古屋市中区 栄３－２５－３０　MIYATAKU IV ２・３Ｆ サービス JS-0003-2298

mightybyH 名古屋市中区 栄３－２５－３９　サカエサウススクエア２Ｄ　 サービス ZN-2000-1228

NOUVELLENORME 名古屋市中区 栄３－２５－７　食器ビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0738

esLASH 名古屋店 名古屋市中区 栄３－２７－１１　LOCO 栄ビル７Ｆ　 サービス ZN-2000-1251

AMP 名古屋市中区 栄３－２７－１５　DAC ビル２Ｆ サービス JS-0005-4418

noir 名古屋市中区 栄３－２７－１５　DAC ビル８Ｆ　 サービス ZN-2000-7391

Hair ＆ Makebitter 名古屋市中区 栄３－３１－１８　アルティメイト栄３　１０Ｆ　 サービス ZN-2000-5208

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 JS-0001-3906

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 JS-0005-8828
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Luce 名古屋市中区 栄３－３１－８　モリダイヤハイツ栄６０５ サービス JS-0005-7963

GOLDBLACK 名古屋市中区 栄３－３１－８　モリダイヤハイツ栄７Ｆ　 サービス ZN-2000-4450

NIYON HAIR 名古屋市中区 栄３－３２－２２　青木ビル２Ｆ サービス SL-2000-7154

BOTANIUM 名古屋市中区 栄３ー３１－６　ロイヤルビル４Ｆ サービス SL-2000-1367

モッズ・ヘア 名古屋栄店 名古屋市中区 栄３－３３－３０　 サービス SL-2000-9748

中日薬局鏡栄店 名古屋市中区 栄３－４－１５　鏡栄ビル５Ｆ サービス JS-0001-2773

パークファーマシー栄 名古屋市中区 栄３－４－５　スカイルビル１１Ｆ サービス JS-0004-4668

gigssakae 名古屋市中区 栄３－６－２０　辰晃ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0086

癒喜 名古屋市中区 栄４－１０－２５　ｻﾝｹｲ ･ ｻｶｴ ･ ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ４Ｆ サービス JS-0004-3542

Kameda Relaxation 名古屋市中区 栄４－１２－１９　タワービル３Ｆ サービス JS-0004-5332

キマイラプラス 名古屋市中区 栄４－１４－６　アスタープラザビルＢ１Ｆ サービス SL-2000-0861

ウィークエンドネイルズツメキラ 名古屋市中区 栄４－１５－２３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ久屋公園８１１ サービス JS-0002-4615

アトリエステップ 名古屋市中区 栄４－１６－１７　フィーブルサカエ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7304

M まつ毛エクステンション 名古屋市中区 栄４－１６－２１　三恵ビル２５号 サービス SL-2000-0688

Contemporary 名古屋市中区 栄４－１６－２４　メーゾンオザワビル３０１ サービス JS-0000-6202

理容中村 名古屋市中区 栄４－３－２６　昭和ビルＢ１Ｆ サービス JS-0001-4724

Lapis 名古屋市中区 栄４－３－７　シエルブルー栄ビルＢ１Ｆ サービス JS-0005-9940

Lapis 名古屋市中区 栄４－３－７　シエルブルー栄ビルＢ１Ｆ サービス JS-0005-9941

HILOT 名古屋市中区 栄４－７－２４　栄デザインビル１Ｆ サービス JS-0003-8821

ISTORYMSalon 名古屋市中区 栄５－１２－２９　東海伸銅ビル２０１　 サービス ZN-0003-0731

Lilianbylittle 名古屋市中区 栄５－１６－１９　ネイリックスビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-9769

CIENA 名古屋市中区 栄５－１６－１９　ネイリックスビル５Ｆ サービス JS-0004-1721

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 JS-0004-2678

Reviehair 名古屋市中区 栄５－２１－２４　イエローハウス１Ｆ サービス JS-0002-2519

Tiffa 栄 名古屋市中区 栄５－４－２６　イナガワビル　 サービス ZN-0002-9768

VICTORIA’S HAIR 名古屋市中区 丸の内１－９－２４　寺島ビル２Ｆ サービス JS-0000-5034

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 JS-0001-1283

LUCEBODY 名古屋市中区 丸の内３－１７－２９　丸の内 ia ビル５Ｆ　 サービス PK-0000-1117

absolute 名古屋市中区 丸の内３－１８－１２　ラフォーリア２Ｂ サービス JS-0000-6632

岐阜音本店 名古屋市中区 丸の内３－１８－２１ サービス JS-0001-2584

Peaudesvelours 名古屋市中区 丸の内３－２０－２０　チサンマンション丸の内第三２０４ サービス AD-0000-0566

Le petit jardin 名古屋市中区 丸の内３－２０－５　オアシス日向８０３ サービス SL-2000-1475

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 JS-0001-3357

びようここ 名古屋市中区 橘１－２７－６ サービス JS-0000-0856

日動画廊 名古屋支店 名古屋市中区 錦２－１９－１９ サービス JS-0003-4604

スマホドック 24 名古屋錦店 名古屋市中区 錦２－３－１１　ニシキ２１ビル１Ｆ サービス JS-0002-7102

Reno 名古屋市中区 錦２－７－２９　GOTO BLD ２　４Ｆ サービス JS-0004-3251

Repair Days 名古屋市中区 錦２－９－１７　マルカビル１Ｆ サービス JS-0003-5662

PeachNail 名古屋市中区 錦３－１３－１７　田中ビル２Ｆ サービス JS-0003-2368

東洋整体クイック名古屋 名古屋市中区 錦３－１４－２２　宮本ビル２Ｆ サービス JS-0003-6076

シンメトリー栄 名古屋市中区 錦３－１５－３１　モリヤス錦ビル８Ｆ サービス JS-0004-7795

NailSalonRafeel 名古屋市中区 錦３－１７－１０　錦三ビル９Ｆ　 サービス SL-2000-2749

Phalae 名古屋市中区 錦３－２４－２９　内山ビル５Ｆ サービス JS-0000-4397

re：cura 名古屋市中区 錦３－２４－２９　内山ビル５Ｆ サービス JS-0002-3590
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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 JS-0003-9872

Vivi 栄店 名古屋市中区 錦３－４－２６　K ２ビル６０２ サービス JS-0005-4430

wixy hair salon 名古屋市中区 錦３－５－１３　尾国ビル４Ｆ サービス JS-0005-7418

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 JS-0002-9966

Lapis 名古屋市中区 錦３－６－５ サービス JS-0004-6076

Jasmine 名古屋市中区 錦３－６－５　コインズビル４Ｆ サービス JS-0004-7096

スタジオ ミルク 名古屋市中区 錦３－７－１２　錦クリスタル５Ｆ サービス JS-0000-2807

アミリエヘアー 名古屋市中区 金山１－４－４　第９タツミビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0727

骨格矯正サロン 猫の手 名古屋市中区 金山１－７－４　ニッセイディーセント金山２０１ サービス JS-0004-3569

pienna 名古屋市中区 金山１－９－５　フォンティーヌ金山１Ｆ サービス JS-0004-9786

MILES 名古屋市中区 金山４－３－７　中洋ビル３Ａ 　 サービス ZN-0002-9766

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 JS-0002-0890

マリオネット 名古屋市中区 新栄１－４－３０　アイプラザ１０１ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-7918

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 AD-0000-0286

ヘアーサロンレゴリス 名古屋市中区 新栄１－６－３　シャインビル２Ｆ－２１１ サービス JS-0004-1477

スタジオカナディア 新栄店 名古屋市中区 新栄２－１－９　雲竜フレックスビル西館Ｂ１Ｆ サービス JS-0004-8467

ヤシロファーマシー 名古屋市中区 新栄２－２－１　イノフィスビル２Ｆ サービス JS-0002-6213

hairroomH3 名古屋市中区 新栄２－４－１５　新栄サンハイツ１０３　 サービス ZN-2000-5385

ceppo 名古屋市中区 正木２－３－４２　 サービス SL-2000-5263

シトロエン名古屋中央 名古屋市中区 千代田５－１１－３５　東日本ハウス名古屋支店ビル１Ｆ サービス JS-0000-0911

シトロエン名古屋中央アプルーブドサイト 名古屋市中区 千代田５－１３－４３ サービス JS-0000-0912

RIDE 名古屋市中区 千代田５－１４－１０　シャトー村瀬千代田ビル２Ｆ サービス JS-0000-2915

e’shair 名古屋市中区 大井町１－１１　沢の井ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0736

理容室清美 名古屋市中区 大須１－１１－２９ サービス JS-0003-8787

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 JS-0004-0473

HairSalontrue 名古屋市中区 大須２－１－３　落合ビル２Ｆ サービス JS-0001-2878

ヘアーサロン千鳥 名古屋市中区 大須２ー１２ー４ サービス JS-0005-9022

Chego 大須店 名古屋市中区 大須３－２－１７　HASE-BLDG8　３Ｆ サービス JS-0003-5625

Casica 名古屋市中区 大須３－２２－３０　２Ｆ　 サービス ZN-2000-6779

ZOUMA 名古屋市中区 大須３－２２－３３　２Ｆ サービス JS-0001-1999

HAIR OOPS 名古屋市中区 大須３－２４－２１　１Ｆ サービス JS-0004-2725

Cuore ～クオーレ～ 名古屋市中区 大須３－３６－２４　大須浅田屋ビル２Ｆ サービス SL-2000-7696

CandyVelvet 名古屋市中区 大須３－４５－４　よ志だやビル２Ｆ サービス JS-0001-9919

HOL 名古屋市中区 大須３－５－１３　HASE-BLDG ３Ｆ サービス JS-0005-0200

BALBAOsalondebelleza 名古屋市中区 大須３－５－１３　HASE-BLDG ５Ｆ サービス JS-0000-4542

OM’s 名古屋市中区 大須３－７－１９ サービス JS-0004-2069

ラシック 名古屋市中区 大須４－１３－１３　上前津レクティ１Ａ　 サービス ZN-0002-7294

hairsalonsoliste 名古屋市中区 大須４－７－５　マンション前津１Ｂ　 サービス ZN-2000-2815

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 SL-2000-5992

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 JS-0000-4827

カムフラージュ 名古屋市中区 栄３－１９－７　PROTECT ４　４Ｆ その他 JS-0003-4453

レナードヨガ 名古屋市中区 丸の内２－１３－２３　FK ビル丸の内３Ｆ その他 JS-0005-0467

TurningPoint 名古屋市中区 橘１－６－１５ その他 JS-0001-5326

BODY ARCHI 栄店 名古屋市中区 錦３－６－８　GI ３６８ビル９Ｆ その他 JS-0005-4955
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TERROIR 名古屋市中区 錦３－８－７ その他 SL-2000-3540

ふうせん工房 名古屋市中区 金山３－１３－２５　 その他 SL-2000-9335

ILCHI BRAIN YOGA 金山 名古屋市中区 正木４－９－１５　加藤ビル１Ｆ その他 JS-0003-2226

大畑ゴルフ道場 名古屋市中区 千代田２－１－７ その他 JS-0004-2398

カラオケネットカフェハンモック 名古屋市中区 大須３－１０－１９　ヒルズ大須６Ｆ その他 JS-0005-6415

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 その他 SL-2000-7940


