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鉄板家 GREENROOM 名古屋市中川区 かの里３－１０２ 飲食店 JS-0000-2820

鉄板居酒屋ごえもん 1 名古屋市中川区 応仁町２－２３　ブラザ－ビル八幡１０２　 飲食店 PK-0000-2712

海の蔵 五島 名古屋市中川区 牛立町２－５５　　 飲食店 ZN-2000-0104

焼肉屋まっちゃん 名古屋市中川区 供米田１－５１４　 飲食店 SL-2001-1885

Dining 黄金 名古屋市中川区 五月南通２－１　エントピアアスカ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2511

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 SL-2000-1917

cafe　Rest　J － ROAD 名古屋市中川区 荒子２－１３２　ファ－レアラコ　 飲食店 PK-0000-6519

焼肉ビール 木山んトコ 名古屋市中川区 高畑１－７５ 飲食店 JS-0003-5609

GOD TENDER 高畑店 名古屋市中川区 高畑４－１５０　メゾン高畑１Ｆ 飲食店 JS-0003-7983

まるこ食堂 名古屋市中川区 四女子町２－１９　田島ビル１０２ 飲食店 JS-0004-5771

ホルモン焼肉笑炎春田店 名古屋市中川区 春田３－９０－１ 飲食店 JS-0004-3780

四川料理 長楽 名古屋市中川区 昭和橋通２－１６ 飲食店 JS-0005-1115

名古屋掖済会ベーカリーカフェ 名古屋市中川区 松年町４－６６ 飲食店 JS-0005-4708

ニクタラシ 名古屋市中川区 上脇町２－１１６　宝ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2587

焼肉工房やきや本店 名古屋市中川区 草平町１－２５ 飲食店 JS-0004-2663

鶏匠 名古屋市中川区 太平通２－３　　 飲食店 PK-0000-0445

やさい屋朝日堂 名古屋市中川区 太平通４－６ 飲食店 JS-0003-8589

和食処 曽波平 名古屋市中川区 中花町２１－１ 飲食店 JS-0005-1364

山善 名古屋市中川区 中郷１－６９　高畑 KS ビル１０１　 飲食店 ZN-0002-0257

炭火焼肉まんぷく 名古屋市中川区 中島新町２－１６０８ 飲食店 JS-0003-6394

居酒屋風谷 名古屋市中川区 中島新町２－１７０５　三栄ハイツ 飲食店 JS-0002-5876

鉄板焼まっちゃん 名古屋市中川区 東春田２－２５９　 飲食店 SL-2001-1884

鮮魚屋まっちゃん 名古屋市中川区 東春田２－４５　 飲食店 SL-2001-1883

炎炎 名古屋市中川区 八熊３－２１－１２ 飲食店 JS-0003-4448

旬彩天ぷら心来 名古屋市中川区 八田町４０９　杉山ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6971

Yum Yum gimme some 名古屋市中川区 尾頭橋１－１－３５　ｼﾃｨｺｰﾎﾟ尾頭橋１０２ 飲食店 JS-0005-7606

インドカレービンディカ金山店 名古屋市中川区 尾頭橋１－３－８ 飲食店 JS-0004-0551

Rutil 名古屋市中川区 尾頭橋２－１－１　フローラル尾頭橋２Ｆ 飲食店 JS-0001-2154

むさし寿司 名古屋市中川区 尾頭橋２－１３－２１ 飲食店 JS-0005-4465

moga kitchen  ぺこっぱっ 名古屋市中川区 尾頭橋２－２０－１７　 飲食店 SL-2000-4737

欧風居酒屋 BISTROT Gout 名古屋市中川区 法華西町５－１５　１Ｆ 飲食店 JS-0000-7890

海鮮酒場いっ歩 名古屋市中川区 野田１－４６３－１　飯田ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2281

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 JS-0003-5092

GarageB．B 名古屋市中川区 下之一色町松蔭６－１８－１ ショッピング JS-0001-0763

スタートラスト 名古屋市中川区 吉津１－１５０２　 ショッピング SL-2000-2888

明治堂薬品太平通店 名古屋市中川区 宮脇町２－１１　ヨシヅヤ太平通店内　 ショッピング SL-2001-1361

キャット B ＆ C 名古屋市中川区 五女子２－６－９　　 ショッピング PK-0000-2715

エレッツつぼい 名古屋市中川区 高畑２－１７１ ショッピング JS-0004-6250

坪井健樹園 名古屋市中川区 高畑２－１９２ ショッピング JS-0003-7924

G ー STYLE 名古屋市中川区 昭和橋通５－１４－２ ショッピング JS-0004-7154
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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 JS-0005-2288

Y ＆ market 名古屋市中川区 西伏屋２－６０１　 ショッピング SL-2000-7246

株式会社エム ’ ダッシュ 名古屋市中川区 太平通７－２４ ショッピング JS-0002-5014

ラメール大畑店 名古屋市中川区 大畑町２－１４－２　　 ショッピング PK-0000-3107

エイジスいとう 名古屋市中川区 中花町８－４ ショッピング SL-2000-1202

Y’s garage 名古屋市中川区 中郷５－２５１ ショッピング JS-0005-1900

ブティック ジュリア 名古屋市中川区 中島新町２－２０２ ショッピング JS-0005-6262

ほてい屋 名古屋市中川区 中野本町１－１５ ショッピング JS-0002-7500

花のナガジン 名古屋市中川区 長良町３－２１ ショッピング JS-0000-8123

株式会社仙石中川店 名古屋市中川区 八熊通６－８１ ショッピング JS-0001-7323

GO CYCLE 名古屋市中川区 福住町３－４ ショッピング JS-0005-5449

株式会社村上製作所 名古屋市中川区 法華西町２－１４ ショッピング JS-0002-1651

de’gager 名古屋市中川区 万場３－５２６ ショッピング JS-0004-3195

AQUAREA 名古屋市中川区 明徳町２－７ ショッピング JS-0000-3482

株式会社エクシードライン 名古屋市中川区 野田１－５０６ ショッピング JS-0002-3916

カーディティーリングショップアルチザン 名古屋市中川区 戸田５－２００６ サービス JS-0005-2063

ルーチェ 名古屋市中川区 戸田明正２－３０１　２Ｆ サービス JS-0003-0966

髪の家 Shell 名古屋市中川区 広田町１－６ サービス JS-0002-5436

LOVIBEHAIR 名古屋市中川区 高畑２－１３　安藤ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9764

ミュウ ヘアワークス 名古屋市中川区 高畑２－７　若松ハイツ１Ｆ　 サービス SL-2000-7627

セゾン夢写館ふりそで館 名古屋市中川区 助光２－５１１－１ サービス JS-0003-7362

POWDERHAIR 名古屋市中川区 昭和橋通６－４１－１　　 サービス ZN-0002-7444

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 JS-0003-4404

Mahalo hana 名古屋市中川区 前田西町１－１２０４－１ サービス JS-0004-5325

KYO 美容室 名古屋市中川区 中花町１１０ サービス JS-0001-5189

スッキリカイロプラクティック 名古屋市中川区 中郷４－２２３　サンベル中郷１Ａ サービス SL-2000-6398

Bonds Hair 名古屋市中川区 中島新町３－１０８ サービス JS-0005-1213

Lantana 名古屋市中川区 中島新町３－２０４　　 サービス ZN-0002-7443

DEUXIEME 名古屋市中川区 長良町２－５４ サービス JS-0000-5444

いずもやフィールアイアイプラザ店 名古屋市中川区 野田１－２５０ サービス JS-0004-8059

eight　auto 名古屋市中川区 野田３－１５４　　 サービス PK-0000-7874

不二写真スタジオ 名古屋市中川区 柳瀬町１－３ サービス JS-0005-5236

家康くんレンタカー中川店 名古屋市中川区 露橋町６６ サービス JS-0004-1104

焼肉屋よざくら名駅南店 名古屋市中川区 西日置１－３－８　 その他 SL-2000-7669

ナゴヤアクアズ 名古屋市中川区 西伏屋２－１１１０ その他 JS-0004-6832

ロイヤルクイーントレーディング中川 名古屋市中川区 中島新町１－１２１５ その他 JS-0004-7395

スコーピオ 名古屋市中川区 柳森町１８０７　 その他 SL-2000-2928

ネパールインド料理ニューゴルカ 名古屋市中村区 稲葉地町７－５４ 飲食店 JS-0003-3600

鍋秀 名古屋市中村区 烏森町５－５－２ 飲食店 JS-0000-4159

スナオール 名古屋市中村区 烏森町８－７２４　　 飲食店 PK-0000-6583

旬助 名古屋市中村区 黄金通１－２８　ハイマンションノムラ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0289

権兵衛泰 名古屋市中村区 岩上町８－２　　 飲食店 PK-0000-5417

亀島酒房なご壱 名古屋市中村区 亀島１－７－１４ 飲食店 JS-0004-4005

そぞろ 名古屋市中村区 亀島１－７－１６ 飲食店 JS-0001-3295
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酒と魚　居酒屋　小島 名古屋市中村区 亀島２－１１－４　　 飲食店 PK-0000-6806

鉄生 名古屋市中村区 亀島２－１１－８　第２中村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3887

口福笑味 名古屋市中村区 亀島２－１９－２９ 飲食店 JS-0002-3871

天婦羅國久 名古屋市中村区 亀島２－２１－３ 飲食店 JS-0002-2314

ホルモンちょはっかい 名古屋市中村区 亀島２－２９－１５　　 飲食店 ZN-2000-6049

焼肉ダイニング門 名古屋市中村区 砂田町１－４８ 飲食店 JS-0004-3442

RISE 栄生店 名古屋市中村区 千原町２－５５　サカエビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5533

炭火焼き処よし木名古屋駅西口店 名古屋市中村区 則武１－１－２ 飲食店 JS-0001-0767

ちんちこちん 名古屋市中村区 則武１－７－１２　　 飲食店 ZN-0002-0212

わが家 名古屋市中村区 則武１－７－５　　 飲食店 ZN-0002-0091

焼肉食堂マルイ 名古屋市中村区 則武２－１４－９ 飲食店 JS-0003-6393

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 ZN-0002-0247

ダイニング＆バー フォーシーズン 名古屋市中村区 太閤３－７－５１　 飲食店 SL-2000-0016

串酒場のんき 名古屋市中村区 太閤通９－１８　千成ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3445

韓国料理居酒屋ちんぐ 名古屋市中村区 竹橋町１６－１３ 飲食店 JS-0002-9127

いろどり駅西店 名古屋市中村区 竹橋町３９－８　　 飲食店 ZN-0002-0315

寿司常 名古屋市中村区 竹橋町３番２号 飲食店 JS-0003-1695

イタリア酒場 AZZURRI 名古屋市中村区 中村町１－１２－３　サンハイツエンゼル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9140

Lift off 名古屋市中村区 中島町３－４－２ 飲食店 JS-0000-3686

ATLANTIS 名古屋市中村区 鳥居西通１－４８　豊国ビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-3852

石原母屋 名古屋市中村区 椿町１０－１９　　 飲食店 ZN-0002-0191

海鮮個室居酒屋献 名古屋市中村区 椿町１０－２１　サン名駅椿ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4230

カテリーナ名古屋椿町店 名古屋市中村区 椿町１０－２１　サン名駅椿ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5381

和縁 名古屋市中村区 椿町１０－４－５Ｆ 飲食店 JS-0004-1414

BARSalve 名古屋市中村区 椿町１１－１３　　 飲食店 ZN-0002-0307

とさかや 名駅店 名古屋市中村区 椿町１１－１４　　 飲食店 ZN-0002-0147

うなぎのあ、なごや本店 名古屋市中村区 椿町１１－６ 飲食店 JS-0003-4193

十八番舟名駅店 名古屋市中村区 椿町１３－１２ 飲食店 JS-0004-5911

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 ZN-2000-5322

名駅 宴処 花かるた 名古屋市中村区 椿町１６－２２　　 飲食店 ZN-0002-0132

焼肉 赤備え 名古屋市中村区 椿町２２－４　福永ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8408

CAFE ＆ RESTAURANT stea 名古屋市中村区 椿町２－３　名駅 T-WEST ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2210

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 ZN-0001-4209

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 ZN-0002-0238

Salon de Shu 名古屋市中村区 椿町２－３　名駅 T-WEST ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0237

バルめるかーど 名古屋市中村区 椿町３－１５ 飲食店 JS-0001-7623

焼肉工房やきや名駅うらみせ 名古屋市中村区 椿町４－１４ 飲食店 JS-0004-2665

八満鶏吉 名古屋市中村区 椿町４－４　インターコスモス椿町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5211

花○商店 名古屋市中村区 椿町８－７　　 飲食店 ZN-0002-0156

尾張乃山賊 名古屋市中村区 椿町９－１５ 飲食店 JS-0004-3662

バルアレグリア 名古屋市中村区 椿町９－２１ 飲食店 JS-0003-6007

オステリアラマンテ 名古屋市中村区 那古野１－３９－３　 飲食店 SL-2000-8120

炭火焼 ばつぐんや 名古屋市中村区 那古野１－４１－３ 飲食店 JS-0002-9058

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 JS-0001-5699
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Cafe ＆ Eat OMP 名古屋市中村区 並木１－１３　 飲食店 SL-2000-2381

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 JS-0004-2667

イタリア食堂 MAKINO 名古屋市中村区 並木２－２４７－１　ティアモンド並木１－Ａ 飲食店 JS-0002-3159

洋食バル AKR 名古屋市中村区 並木２－２４７－１　ティアモンド並木１Ｃ 飲食店 JS-0003-6357

鮨酒人 しょう 名古屋市中村区 豊国通１－１６－１　木村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0973

旬菜家 裕 Hiro 名古屋市中村区 豊国通２－１－２　ハトヤビル１０２ 飲食店 JS-0003-3450

揚菜 PLATS 名古屋市中村区 豊国通２－７　サンパーク木村１Ｆ 飲食店 JS-0000-6407

さとう BOND 名古屋市中村区 名駅２－３６－８　知多屋名塩ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6253

鮨いし黒 名古屋市中村区 名駅２－４０－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0001-4439

食べ処呑み処　一心 1 名古屋市中村区 名駅２－４０－１４　大一ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6774

ソーノ本店 名古屋市中村区 名駅２－４１－３　サン SK ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3299

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 ZN-0001-4182

華火名駅店 名古屋市中村区 名駅２－４４－２　オーキッド G ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0217

MERAKI kitchen 名古屋市中村区 名駅３－１１－１０　後藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0155

名古屋名駅肉寿司 名古屋市中村区 名駅３－１４－６　COLLECT MARK 名駅５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0365

肉屋一家名古屋店 名古屋市中村区 名駅３－１５－１１　Ｍ三ダイニングビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5986

いけす茶屋みどり 名古屋市中村区 名駅３－１５－１５　　 飲食店 ZN-0002-0138

いけす茶屋みどり 名古屋市中村区 名駅３－１５－１５　　 飲食店 ZN-0002-0278

トラジ名駅 3 丁目店 名古屋市中村区 名駅３－１５－８　名駅グルメプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0184

四川菜園 名駅店 名古屋市中村区 名駅３－１５－８　名駅グルメプラザ６Ｆ 飲食店 JS-0002-5296

味樹園 名駅三丁目店 名古屋市中村区 名駅３－１７－３３ 飲食店 JS-0005-1535

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 ZN-0002-0268

BRUNO 名駅店 名古屋市中村区 名駅３－１９－２７　名駅３－高田ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4227

佐渡島へ渡れ名駅店 名古屋市中村区 名駅３－２２－８　大東海ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4206

TEFUTEFU 名駅店 名古屋市中村区 名駅３－２２－８　大東海ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4213

ベヂロカ 名古屋市中村区 名駅３－２３－１８　　 飲食店 ZN-0002-0362

バーセカンド 名古屋市中村区 名駅３－２４－８　三立ビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-6921

和食肉酒場 肉箸 名古屋市中村区 名駅３－２４－９　 飲食店 SL-2000-0078

恵三 名古屋市中村区 名駅３－２６－２ 飲食店 JS-0000-6626

45 椿屋・碧名駅店 名古屋市中村区 名駅３－２６－６　THIRD KH BLDG ３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4246

一之蔵／天照 名古屋市中村区 名駅３－２６－６　THIRD KH BLDG ４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4234

小肥羊 名古屋駅前店 名古屋市中村区 名駅３－２６－６　THIRD KH BLDG ７Ｆ－Ｂ 飲食店 SL-2000-8188

おばんざいオカバンゴ 名古屋市中村区 名駅３－４－１８　小川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0175

OKABARGO 名古屋市中村区 名駅３－４－１８　小川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0372

名駅馬肉酒場 馬喰ろう 名古屋市中村区 名駅３－５－１４　ジェイチル名駅３Ｆ 飲食店 JS-0004-6655

那古野サルーン 名古屋市中村区 名駅３－８－３　　 飲食店 ZN-0001-4205

RICCO 名古屋市中村区 名駅３－８－４　　 飲食店 ZN-0002-0190

バルイスパニヤ 名駅店 名古屋市中村区 名駅３－９－１８　名駅シバタビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0090

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 JS-0005-2175

メリケンサカナ 名駅店 名古屋市中村区 名駅４－１１－２７　シンフォニー豊田ビルＢ１ 飲食店 JS-0005-9133

ぽろホームメイドキッチン柳橋店 名古屋市中村区 名駅４－１３－３　２Ｆ 飲食店 SL-2000-5791

しゃぶしゃぶいちばん名駅柳橋店 名古屋市中村区 名駅４－１４－１０　柳橋 FOODMARKET ４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4217

そば処 狸囃 名古屋市中村区 名駅４－１５－２５ 飲食店 JS-0003-7192

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 JS-0003-9622
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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 ZN-0002-0092

CARIOCA 名古屋市中村区 名駅４－１７－１８　茗荷ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0191

mitsubachi 名古屋市中村区 名駅４－１８－１８　モリマサビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0350

RB 名古屋市中村区 名駅４－２０－２　NS ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2226

とりとり亭名駅東店 名古屋市中村区 名駅４－２－１３　　 飲食店 ZN-0002-0338

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 JS-0005-2756

茶カフェ深緑茶房 名古屋市中村区 名駅４－２６－２５　メイフェス名駅ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-5174

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 ZN-0002-0370

桜家 名古屋市中村区 名駅４－３－１６　山本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0266

EDGY 名古屋市中村区 名駅４－３－１６　山本ビル３・４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0267

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 ZN-0002-0165

THE COOPER’SIRISHPUB 名古屋市中村区 名駅４－３－２５　キャッスルプラザホテルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3134

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 JS-0003-3185

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 JS-0004-7203

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 ZN-0002-0248

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 SL-2000-7079

奥だや名古屋名駅店 名古屋市中村区 名駅５－１０－７　　 飲食店 ZN-0002-0285

NOOK ＆ CRANNY 名古屋市中村区 名駅５－１６－１７　花車ビル南館　 飲食店 SL-2000-8421

One for the Road 名古屋市中村区 名駅５－１６－１７　花車ビル南館１Ｆ 飲食店 JS-0005-4775

コビトカバ 名古屋市中村区 名駅５－２０－７　ファインシティ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0293

風来坊名駅 5 丁目店 名古屋市中村区 名駅５－２３－１２ 飲食店 JS-0004-0619

炭火焼肉とさや名駅店 名古屋市中村区 名駅５－２－８　　 飲食店 ZN-0002-0317

サラマンジェドゥカジノ 名古屋市中村区 名駅５－３３－１０　アクアタウン納屋橋オフィス１Ｆ 飲食店 JS-0003-3626

炭火焼鳥すずめ横丁 名古屋市中村区 名駅５－３８－８　　 飲食店 ZN-0002-0356

どんまい名駅南一丁目 名古屋市中村区 名駅南１－１４－２０　　 飲食店 ZN-0002-0269

板前料理尾州 名古屋市中村区 名駅南１－１６－１０ 飲食店 JS-0003-9416

ムガルパレス 3 名古屋市中村区 名駅南１－１８－１９　第二原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2354

しゃぶしゃぶいちばん名駅店 名古屋市中村区 名駅南１－２３－１４　大和ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4191

煙力 名駅広小路店 名古屋市中村区 名駅南１－２４－８　原ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1560

葉山珈琲 名古屋伏見店 名古屋市中村区 名駅南１－３－１７ 飲食店 JS-0005-9558

大銀杏 柳橋店 名古屋市中村区 名駅南１－５－２２　金森ビル２０３ 飲食店 JS-0005-8134

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 JS-0003-5093

カル 名古屋市中村区 烏森町５－２５　シュタイゲンハウス１Ｃ ショッピング SL-2000-2383

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 JS-0000-4513

スコペルタ 名古屋市中村区 栄生町１１－９　　 ショッピング PK-0000-0424

ちゃり☆コレ 名古屋市中村区 黄金通８－１２　　 ショッピング PK-0000-8681

京町屋　岩　店 名古屋市中村区 沖田町４１５　　 ショッピング PK-0000-7704

風遊花すみれリリカル 名古屋市中村区 亀島１－１－１　新名古屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ浮島街１３９－１４０　 ショッピング ZN-0002-6869

MOTORCYCLE 闇屋 名古屋市中村区 亀島２－１８－７　（有）大江商店 ショッピング JS-0000-1998

株式会社オダタイヤ 名古屋市中村区 小鴨町１２８ ショッピング JS-0004-3905

小ざくらや一清 名古屋市中村区 草薙町１－８９ ショッピング JS-0004-3929

グリーンルームアトリエ由花 名古屋市中村区 則武１－１３－９　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ第３名古屋３０７ ショッピング SL-2000-2342

ラメール竹橋店 名古屋市中村区 竹橋町１０－１１　　 ショッピング PK-0000-2431

ラメール中村公園駅前店 名古屋市中村区 中村町８－６１－３　　 ショッピング PK-0000-2870
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ラメール向島店 名古屋市中村区 長筬町３－４８　　 ショッピング PK-0000-2726

京町屋本陣駅前店 名古屋市中村区 鳥居通２－７　　 ショッピング PK-0000-2641

サヴァ 名古屋市中村区 椿町１１－４ ショッピング JS-0000-1160

ホビーステーション名駅 2 号店 名古屋市中村区 椿町１９－７　１Ｆ ショッピング JS-0005-0402

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 JS-0003-2239

［HC］家電プラザサンワ 名古屋市中村区 藤江町２－６７ ショッピング JS-0001-8850

いわたや＆ほっぺ 名古屋市中村区 賑町２４ ショッピング JS-0000-0673

タカハシカメラ 名古屋市中村区 並木２－２７２－２ ショッピング JS-0000-4019

サトウスポーツ 名古屋市中村区 豊国通１－１７－２ ショッピング JS-0005-5032

ポニーランド 名古屋市中村区 豊国通１－２３ ショッピング JS-0003-7422

はんこ屋さん 21 名駅店 名古屋市中村区 名駅２－２８－３　第１OA ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5349

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 JS-0004-1777

エムエムエムインターナショナルグル 名古屋市中村区 名駅３－１３－２８　名駅セブンスタ－ビル８Ｆ　 ショッピング PK-0000-8442

オレンジハートメイチカ店 名古屋市中村区 名駅３－１４－１５　名駅地下街第１６号店舗　 ショッピング ZN-2000-7326

加圧 DietLabo － hop －名古屋駅前 名古屋市中村区 名駅３－２６－８　KDX 名古屋駅前ビル３Ｆ ショッピング JS-0001-6464

ビッグヴィジョン 名古屋駅前店 名古屋市中村区 名駅３－３－２　 ショッピング SL-2001-1807

OCTET NAGOYA 名古屋市中村区 名駅３－８－６　 ショッピング SL-2001-0876

松永薬局 名古屋市中村区 名駅４－２２－１８ ショッピング JS-0000-6362

箕浦清薫堂 名古屋市中村区 名駅４－２５－１７ ショッピング JS-0000-5003

浅野屋 名古屋市中村区 名駅４－２６－１１ ショッピング JS-0003-8326

ルナアース名駅地下街サンロード店 名古屋市中村区 名駅４－７－２５ ショッピング JS-0005-7747

時計倉庫 TOKIA  名駅サンロード店 名古屋市中村区 名駅４－７－２５先　 ショッピング SL-2001-1750

セザム 名古屋市中村区 名駅４－９－１０　　 ショッピング ZN-0002-4605

エレガンス 名古屋市中村区 名駅５－２０－６　ロータリーオフィス６Ｆ ショッピング JS-0000-7010

cocomelody 名古屋市中村区 名駅５－４－１４　花車ビル北館３０８　 ショッピング ZN-2000-1637

フローラルはなじん 名古屋市中村区 名駅南２－８－７ ショッピング JS-0003-2207

KASHIYAMA 名古屋市中村区 名駅南４－１１－３１　オンワード樫山名古屋支店１Ｆ ショッピング JS-0005-5223

LusterFriends 名古屋市中村区 井深町１５－３３　グランピア亀島 サービス JS-0001-9688

hair ＆ make nikki 名古屋市中村区 烏森町５－２５　シュタイゲンハウス１Ａ サービス SL-2000-1764

ブリリア  名古屋 名古屋市中村区 栄生町１１－９ サービス SL-2000-0685

on hair 名古屋市中村区 横井１－１５４　グリーンハイツ横井１０２ サービス JS-0003-9670

sleepingrabbit．ricca 名古屋市中村区 牛田通３－１７　　 サービス ZN-0003-0717

NAOMI LONDON 名古屋市中村区 元中村町３－１５ サービス JS-0001-1545

大須自動車 名古屋市中村区 元中村町３－５６ サービス JS-0004-1511

リペアスタジオ 名古屋市中村区 高道町３－３－１ サービス JS-0002-6026

HAIR MAKE mana 名古屋市中村区 佐古前町１６－６ サービス JS-0000-7199

Hair house Tink 名古屋市中村区 森末町２－４２－５ サービス JS-0003-3353

ヘアーファクトリー 名古屋市中村区 千成通４－２８　　 サービス PK-0000-7809

k ＆ knail 名古屋市中村区 太閤通６－９５　ジエネラス太閤通５０４ サービス SL-2000-3728

インクリーズ 名古屋市中村区 竹橋町１４－２　万勇第２ビルブランドブラン３Ｆ サービス JS-0000-1570

Healing ＆ Relax すい蓮 名古屋市中村区 中村町９－１０８ サービス JS-0003-0250

With 名古屋市中村区 鳥居西通１－１０－１　　 サービス ZN-0003-0087

mountainnakamura 名古屋市中村区 鳥居西通１－５　第３６プロスパー中村公園２Ｆ　 サービス ZN-0003-0742

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 JS-0003-0647
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EyelashSalonLULU 名古屋市中村区 椿町１６－７　カジヤマ BL ４Ｆ サービス JS-0002-1794

クリップ＆スミレ 名古屋市中村区 椿町１７－８　 サービス SL-2000-8462

HAIR STYLE CLiP 名古屋市中村区 椿町１７－８　 サービス SL-2000-8463

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 JS-0003-4639

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 ZN-0003-0737

ami 名古屋市中村区 名駅２－４０－１１　メゾン野村１Ｆ サービス JS-0004-5135

美姿 Natura 名古屋市中村区 名駅２－４０－１７　フロレスタ名駅４０１ サービス JS-0001-9600

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 ZN-0003-0728

LICONAIL ＆ EYELASH 名古屋店 名古屋市中村区 名駅２－４４－５　パーク名古屋ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-3105

クオリアヘアー 名古屋市中村区 名駅３－１３－２８　名駅セブンスタービル１Ｆ サービス JS-0005-2271

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１Ｆ サービス JS-0005-9761

cinq luxe ネイルサロン名駅 名古屋市中村区 名駅３－１３－２８　名駅セブンスタービル１Ｆ サービス JS-0005-9762

Luexe 名古屋市中村区 名駅３－１６－１２ サービス JS-0000-4028

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 SL-2000-2406

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 ZN-0003-0744

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 JS-0001-3451

リジェール名駅店 名古屋市中村区 名駅４－１８－１８　モリマサビル２Ｆ サービス JS-0001-7490

SECRET EYE 名駅店 名古屋市中村区 名駅４－２－５　名駅児玉ビル３Ｆ サービス JS-0004-5664

骨気＆ RelaxationVivian 名古屋市中村区 名駅４－２５－１７　箕浦ビル５Ｆ サービス JS-0001-5855

LICOHAIR ＆ RELAXATION 名 名古屋市中村区 名駅４－２６－１０　名駅ファーストビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0741

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 JS-0005-4431

タイ古式サロン ラクサ 名古屋市中村区 名駅４－９－１０　ミヤコ地下街 B １Ｆ サービス JS-0005-0499

mijas 名古屋市中村区 名駅５－２５－１７ サービス JS-0004-2124

ウィッシュセレネ名駅店 名古屋市中村区 名駅南１－１６－２５　第三森ビル３Ｆ サービス JS-0003-0644

愛好堂カメラ 名古屋市中村区 佐古前町１－１６　 その他 SL-2000-0180

アイムカガ屋 名古屋市中村区 太閤通５－５　 その他 SL-2000-0187

スケナリ名古屋店 名古屋市中村区 名駅４－２１－６　 その他 SL-2000-6596


