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加盟店名 所在地 ジャンル

炭次郎 名古屋市西区 押切１－２－１３　　 飲食店 ZN-2000-7341

YAKINIKU The New 名古屋市西区 花の木３－１５－１０　2YgK 浄心２Ｆ 飲食店 JS-0005-3608

STUDIOEM 名古屋市西区 香呑町２－８１－１　コーポ中村第１０－１Ｂ　 飲食店 ZN-2000-4609

DERICH 名古屋市西区 香呑町６－５５ 飲食店 JS-0001-6206

ぐろう 名古屋市西区 山木１－１６６　ST ビル 飲食店 SL-2000-7739

大衆天ぷら酒場ふみ屋 名古屋市西区 市場木町１７３　サンデンハイツ１０２　 飲食店 PK-0000-3765

焼肉 小松園 名古屋市西区 児玉２－２３－２ 飲食店 JS-0003-4877

炙り屋おさじ 名古屋市西区 庄内通３－１４ 飲食店 JS-0004-6517

大盛鮮魚 カツオ 名古屋市西区 庄内通４－６ 飲食店 JS-0003-3140

焼肉 金の城 名古屋市西区 上名古屋２－１９－１３ 飲食店 JS-0000-6026

旬・季節家 名古屋市西区 上名古屋３－２５－１７　第１０猪村ビル１－Ｂ 飲食店 JS-0004-9719

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 JS-0003-8812

羊園 名古屋市西区 城西２－１１－８　リベール西城ビル１Ａ 飲食店 JS-0004-1191

もんじゃ鉄板お好み焼きのだ 名古屋市西区 城西２－１４ー２７ 飲食店 SL-2000-9868

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 JS-0005-1175

COOK TAIZO 名古屋市西区 城西４－１５－１５　メゾンかわせ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0105

旬彩割烹 「吉楽」 名古屋市西区 城西５－９－１６　ワン名城１Ｆ 飲食店 JS-0000-3323

きよか 名古屋市西区 城西町１６６ 飲食店 JS-0004-7296

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 JS-0005-5782

たからや 名古屋市西区 浄心１－６－３１　　 飲食店 PK-0000-0551

正盛 名古屋市西区 浅間１－４－１４ 飲食店 JS-0000-0986

いち寅 名古屋市西区 浅間１－４－４　 飲食店 SL-2000-3697

青雲 浅間町本店 名古屋市西区 浅間２－１４－２９　ジェンティーレ浅間町１ 飲食店 JS-0004-8419

串揚ころも屋 名古屋市西区 則武新町４－４－１４　則武 Property １Ｆ　 飲食店 PK-0000-2061

e － FOREST 名古屋市西区 鳥見町４－８３－１　サンシャイン庄内通１Ｂ　 飲食店 PK-0000-1866

ビアハウスビアワン 名古屋市西区 那古野１－１４－１８　那古野ビル北館１１２ 飲食店 JS-0003-8415

名古屋前ちらし鮨粋 1 名古屋市西区 那古野１－１７－１７　　 飲食店 PK-0000-2834

日仏食堂 en 名古屋市西区 那古野１－１８－３０ 飲食店 JS-0002-4710

BARDUFI 名古屋市西区 那古野１－２０－１　　 飲食店 ZN-0002-0144

サキアテジョーグー 名古屋市西区 那古野１－２０－３５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-7326

ホンボウ 名古屋市西区 那古野１－２０－９　　 飲食店 ZN-0002-0179

満愛貴 名古屋市西区 那古野１－２－１２ 飲食店 JS-0002-2236

凡才 名古屋市西区 那古野１－２１－２１ 飲食店 JS-0002-3592

えんそば 円頓寺商店街店 名古屋市西区 那古野１－２１－２１　那古野ハモニカ荘１Ｆ 飲食店 JS-0005-2509

くりさん 名古屋市西区 那古野１－２－１６ 飲食店 JS-0003-2867

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 JS-0000-0206

かぶと 名古屋市西区 那古野１－３０－６　　 飲食店 ZN-0002-0086

四間道右近 名古屋市西区 那古野１－３０－７　　 飲食店 ZN-0002-0101

古民家ビストロ 狸 名古屋市西区 那古野１－３４－１１　 飲食店 SL-2000-5664

カンティーナドマッソ 名古屋市西区 那古野１－６－１１ 飲食店 JS-0002-8941
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那古野サルーン別邸 名古屋市西区 那古野２－１７－１２　リエス那古野１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5309

KAFKA 名古屋市西区 那古野２－１９－１３　　 飲食店 ZN-0002-0211

Bistrot coba 名古屋市西区 那古野２－２５－１２　さくらヒルズ名駅 NORTH １Ｆ 飲食店 JS-0004-5224

上小田井酒房なご壱 名古屋市西区 八筋町２１ 飲食店 JS-0004-4003

一心 名古屋市西区 八筋町３５６　　 飲食店 ZN-2000-1821

BIGBENDINER02 名古屋市西区 比良３－１４７－１　光ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2159

HIRO NAGOYA 名古屋市西区 樋の口町２－１７　シャトー西の丸２Ｆ 飲食店 JS-0003-3609

鮨井 名古屋市西区 幅下２－１０－１２ 飲食店 JS-0001-9514

肉寿司肉割烹さくらや本家 名古屋市西区 名駅１－１－１６　横田東ビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0002-4049

アレグリアツー 名古屋市西区 名駅１－１－１６　横田東ビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-6115

ペペロンチーノ 名古屋市西区 名駅２－１４－１３ 飲食店 JS-0001-1490

煙力 名駅本店 名古屋市西区 名駅２－２１－１４ 飲食店 JS-0005-1528

居酒屋大河 名古屋市西区 名駅２－２５－３　ハイネスト浜島１－Ｂ 飲食店 JS-0001-1688

Bar M 名古屋市西区 名駅２－２７－８　プライムセントラルタワー１Ｆ 飲食店 JS-0004-9942

CheeseCafe ＆／ MEAT9 名古屋市西区 名駅３－１０－１５　名駅三－ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0324

海鮮びすとろますよね 名古屋市西区 名駅３－１１－２　サンタウン名駅１Ｆ 飲食店 JS-0002-9284

愛知県済生会リハビリテーション病院売店 名古屋市西区 栄生１－１－１８ ショッピング JS-0005-4017

ミワケイジ 名古屋市西区 花の木２－１－２１　 ショッピング SL-2000-2734

青山人形 名古屋本店 名古屋市西区 花原町１９１ ショッピング JS-0002-8031

ラメール鳥見店 名古屋市西区 笠取町４－１０８　　 ショッピング PK-0000-3206

Flower Street JAM 名古屋市西区 菊井１－５－８ ショッピング JS-0004-5326

LADIESSHOP オリビア 名古屋市西区 香呑町６－５２　サンコート庄内１Ｆ ショッピング JS-0001-4455

ラメール香呑店 名古屋市西区 香呑町６－５８－１　　 ショッピング PK-0000-2927

ラメール児玉店 名古屋市西区 児玉３－３－２　　 ショッピング PK-0000-5302

ワーコーポレーション 名古屋市西区 児玉３－３８－２ ショッピング JS-0004-8234

カスタムガレージ ファントム 名古屋市西区 十方町１２５ ショッピング JS-0000-7695

アビーム 名古屋市西区 上橋町３３－２ ショッピング JS-0000-1927

きものサロンうたげ 名古屋市西区 上小田井２－２２８ ショッピング JS-0000-8691

京菓子司 亀広良 名古屋市西区 上名古屋１－９－２６ ショッピング SL-2000-3363

中村商店 名古屋市西区 城西２－６－２８　 ショッピング SL-2000-2994

9999 セレクテッドバイ OPTIQUES 名古屋市西区 城西４－１５－１５　　 ショッピング ZN-0002-5783

HANADA 名古屋市西区 城西４－２８－２３　和光ビル　 ショッピング ZN-0002-6383

トタニ 名古屋市西区 浄心１－１－４３ ショッピング JS-0003-2593

FABS 名古屋市西区 浄心１－１－６　 ショッピング SL-2000-9210

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 JS-0004-5218

はんこ広場名古屋西店 名古屋市西区 新道１－２０－１８　シティスクエア押切１Ｆ ショッピング JS-0004-2375

Antique 風見鶏 名古屋市西区 新道１－４－２ ショッピング JS-0005-8703

センターコート 名古屋市西区 新道２－８－８　　 ショッピング ZN-0002-2799

ブティック モエット 名古屋市西区 鳥見町１－６２ ショッピング JS-0003-2485

CONNETTA 名古屋市西区 鳥見町３－２２－１　パークシティ鳥見店舗２Ｆ ショッピング JS-0003-8780

ユーハートクニイ 名古屋市西区 天塚町１－１１７ ショッピング JS-0005-4120

モカモカ 名古屋市西区 那古野１－１４－１８　那古野ビル北館２０３ ショッピング JS-0005-6896

道しるべ希石 名古屋市西区 那古野１－１５－１８ ショッピング JS-0003-1118

galerie P ＋ EN 名古屋市西区 那古野１－２０－３７　　 ショッピング ZN-0002-4600
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ボルダリングハウスノット 名古屋市西区 那古野１－３５ー１３　那古野ハウス ショッピング SL-2000-2371

DEFFERT 名古屋市西区 那古野１－３６－５２ ショッピング SL-2000-6923

コスモス 名古屋市西区 那古野２－１６－１３　長谷ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-8341

カメラのミツバ 名古屋市西区 那古野２－７－１９　 ショッピング SL-2000-4652

アオキーズピザ小田井店 名古屋市西区 南川町２３０　ロイヤルシティハンター１Ｆ ショッピング JS-0003-4470

株式会社陽電社 名古屋市西区 名塚町１－９０ ショッピング JS-0005-2513

N － TWO 株式会社 名古屋市西区 あし原町１９５ サービス JS-0005-6256

名古屋ドッグ整体 ケンケン 名古屋市西区 栄生３－６－８－２　Reiwan １０１ サービス JS-0001-8007

clearswi：t 名古屋市西区 五才美町１２　アドバンス Y １Ｆ サービス JS-0000-5317

株式会社クリンテックサービス 名古屋市西区 香呑町２－８１ サービス JS-0001-7592

美容室フィールファイン 名古屋市西区 香呑町４－８８－１　コーポ山田１Ｆ サービス JS-0002-8559

DAZZLE hair H 名古屋市西区 香呑町６－６８－５　シャンボール西村１Ｆ サービス JS-0003-5715

小川自動車整備工場 名古屋市西区 砂原町３９０ サービス JS-0001-8486

hair ＆ make BABY QUEEN 名古屋市西区 庄内通１－４０－１ サービス JS-0002-9975

わんだふるスパ 名古屋市西区 上橋町３０７ サービス JS-0001-5064

tricohair 名古屋市西区 上小田井２－３３９ サービス JS-0002-3485

コワフュール・ド・アルティーム浄心店 名古屋市西区 上名古屋２－４－３　　 サービス ZN-0002-7298

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 ZN-0003-0082

おばたペットクリニック 名古屋市西区 城西３－１５－５　グランパシオンミスズ１Ｆ サービス JS-0001-1241

サロンド秩父 名古屋市西区 浄心１－３－１９ サービス JS-0005-7298

ヘアメイクタパス 名古屋市西区 新道１－７－２１　エルハイム浅間町１Ｆ サービス JS-0002-5020

ホワイト急便押切 SS 店 名古屋市西区 浅間２－４－６　ヤマコ第一ビル１Ｆ サービス JS-0005-6700

Reve hair 名古屋市西区 則武新町４－４－３　　 サービス ZN-0003-0719

blush 名古屋市西区 大金町２－１８　塚松ビル１Ｆ北側 サービス JS-0002-3202

西区接骨院 名古屋市西区 大金町２－４５ サービス JS-0003-1232

PeerlessHairSalon ピアレ 名古屋市西区 秩父通２－４６　明和ビル１Ｆ サービス JS-0003-6764

Nail － Beautycherie 名古屋市西区 中小田井１－５７７ サービス JS-0001-9393

REAL hair works 名古屋市西区 中小田井２－４６１ サービス JS-0001-1229

u．o 名古屋市西区 中小田井３－４６ サービス JS-0003-5765

ホワイト急便天塚 SS 店 名古屋市西区 天塚町２－２８ サービス JS-0005-6375

Facial Be 名古屋市西区 那古野１－８－９　ナゴノ K2 ビル１Ｆ サービス JS-0003-7468

ひら小動物クリニック 名古屋市西区 比良２－６２ サービス JS-0002-9484

ホワイト急便枇杷島 SS 店 名古屋市西区 枇杷島５－１７－１６ サービス JS-0005-6679

アーバンリゼ 名古屋市西区 名西２－１３－１７ サービス JS-0005-6291

アイフォンドクターイオンタウン名西店 名古屋市西区 香呑町６－４９－１　イオンタウン名西１Ｆ その他 SL-2000-9204

巻き爪矯正名古屋センター 名古屋市西区 那古野２－１３－１８　 その他 SL-2000-6186

Teru Cafe 名古屋市東区 葵１－１－５　プラザフェニックス葵１Ｆ 飲食店 JS-0000-8232

Trattoria LaMusica 名古屋市東区 葵１－１５－１３　The office 葵１Ｆ 飲食店 JS-0003-7869

ガバチョ 名古屋市東区 葵１－２５－１　ニッシンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0322

LaConcha 名古屋市東区 葵１－２６－１０ 飲食店 JS-0002-6399

レストランバーメサイア 名古屋市東区 葵１－２６－１０　　 飲食店 ZN-0002-0099

焼鳥たいこう 名古屋市東区 葵２－１１－１８ 飲食店 JS-0002-0435

おばんざいとお魚 もみじ 名古屋市東区 葵２－４－１　三恵ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7081

お食事処下呂菊半なごや店 名古屋市東区 葵３－１５－３１　住友生命千種ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9648
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ポピーノ 名古屋市東区 葵３－２－２９ 飲食店 SL-2001-0184

onerisecoffee 名古屋市東区 葵３－２－３１－１　　 飲食店 ZN-0002-0243

中華料理翠園 名古屋市東区 古出来３－１－１０　第２マルカネビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7627

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 JS-0004-2965

天どんやじま。砂田橋店 名古屋市東区 砂田橋５－２－７　レジュネミズノ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3049

Dubonnet 名古屋市東区 主税町３－６－２　春田邸 飲食店 JS-0003-6153

松乃寿司 名古屋市東区 出来町２－８－２ 飲食店 JS-0000-4108

丹波 名古屋市東区 出来町３－３－１３ 飲食店 JS-0000-2463

鉄板焼・お好み焼き将泰睦 名古屋市東区 赤塚町３－１２ 飲食店 JS-0003-0756

鉄板 Izumi さんかい 名古屋市東区 泉１－１０－２５　シェモア泉３Ｆ 飲食店 JS-0002-7770

鉄板居酒屋ふた村 名古屋市東区 泉１－１１－２　イトウビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2663

ふじ原 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ　 飲食店 ZN-0002-0192

ぬくみ 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ２０３　 飲食店 ZN-0002-0264

テルラ 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ２Ｆ 飲食店 AL-0000-0140

とまつ 名古屋市東区 泉１－１４－３　ハセガワビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5174

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 SL-2000-8121

串家豚道 名古屋市東区 泉１－１－６　　 飲食店 ZN-2000-6931

あみ焼元気 名古屋市東区 泉１－１６－１ 飲食店 JS-0001-2644

ジンギスカン EZO 名古屋市東区 泉１－１６－１８ 飲食店 JS-0004-5116

レストラン尾乃道 名古屋市東区 泉１－１７－２９ 飲食店 JS-0005-0410

BAR un cedre 名古屋市東区 泉１－１７－３　オレンジタウン２Ｆ 飲食店 SL-2000-6563

L’atelier 泉 名古屋市東区 泉１－１７－３　オレンジタウン２Ｆ　 飲食店 SL-2000-4032

しげ泉店 名古屋市東区 泉１－１７－３１　　 飲食店 ZN-0002-0075

豚道泉 名古屋市東区 泉１－１７－３２　　 飲食店 ZN-2000-6911

CAPONE 名古屋市東区 泉１－１８－１４　大野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0416

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 JS-0004-1391

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 JS-0004-1106

然 名古屋市東区 泉１－１９－１０　FONTANA １Ｆ 飲食店 JS-0003-8178

IZUMI PINCHO 名古屋市東区 泉１－１９－８　スクエア泉１Ｆ 飲食店 JS-0000-8776

DINING 六区 名古屋市東区 泉１－２０－６　エミール泉１Ｆ 飲食店 JS-0001-3069

御料理いしだ 名古屋市東区 泉１－２－１７　レジデンス泉１Ｆ西側 飲食店 JS-0000-9727

すし旬 名古屋市東区 泉１－２３－１　ボイスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0245

FURUKAWA 名古屋市東区 泉１－６－３０　ISH 泉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8336

うな春 名古屋市東区 泉１－７－３２　ラッフル泉１Ｆ 飲食店 JS-0001-2799

Barbassano 名古屋市東区 泉１－７－３２　ラッフル泉２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0186

Hatabow 名古屋市東区 泉１－７－７　メゾンパール１Ｆ 飲食店 JS-0003-2590

IZUMI － CAFE 名古屋市東区 泉２－１１－４　朝日泉ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1151

TERRA 名古屋市東区 泉２－１３－６　シャトー泉２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0304

味樹園 泉店 名古屋市東区 泉２－１６－２１ 飲食店 JS-0005-1520

兼六ずし 名古屋市東区 泉２－２２－２２ 飲食店 JS-0000-0975

赤石 名古屋市東区 泉２－２３－１　タウンローカス１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0143

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 JS-0001-3160

牛亭 名古屋市東区 泉２－２６－５ 飲食店 JS-0000-4492

Bar いずみ 名古屋市東区 泉２－２８－１２　アクセス泉５Ａ　 飲食店 ZN-2000-0589
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寿庵 名古屋市東区 泉２－２８－２４ 飲食店 JS-0005-1857

くしやき処喰友楽 名古屋市東区 泉２－２８－２４　東和高岳ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0634

イルコラッツィエーレ 名古屋市東区 泉２－２８－２４　東和高岳ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-2261

旬菜小料理とんぼ 名古屋市東区 泉２－５－８　村瀬ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3467

鉄板ビストロ IHARA 名古屋市東区 泉２－７－１　KIRIN ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0364

創作串揚げ つだ 名古屋市東区 泉２－８－２　ALA Ａ泉１Ｆ 飲食店 JS-0001-1056

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 JS-0001-6537

ilAOYAMACucinaitalia 名古屋市東区 泉２－８－７　高木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0312

かっぽう しんすけ 名古屋市東区 泉３－１７－２　KITANI ビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0001-0216

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 JS-0002-4366

Solament’uno 名古屋市東区 代官町１０－７　山本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2294

Cinq 名古屋市東区 代官町１７－１５ 飲食店 JS-0003-0357

Tavolacalda Miyake 名古屋市東区 代官町２７－１２　北條ビルＡ　 飲食店 ZN-0002-0150

Dining　OH ！ GOZZO 名古屋市東区 代官町３４－１９　　 飲食店 PK-0000-6777

いざかや田 名古屋市東区 代官町３－７　花村代官町南棟 飲食店 JS-0001-0621

鶴丸 名古屋市東区 東桜１－１０－１６　ビルフレンズ３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0160

まこと屋 オアシス 21 店 名古屋市東区 東桜１－１１－１　オアシス２１内　 飲食店 ZN-0002-0130

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 JS-0003-5957

TEPPAN DINING KAMIYA 名古屋市東区 東桜１－１４－５　イースタンビル北館１Ｆ 飲食店 JS-0004-6252

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 JS-0001-3811

東桜パクチー 名古屋市東区 東桜１－６－１２ 飲食店 JS-0006-0009

PARADIS 名古屋市東区 東桜１－６－３　ユニーブル栄２０２ 飲食店 JS-0003-0182

すみれ 名古屋市東区 東桜１－９－１９　成田栄ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0171

THE WIZ 名古屋市東区 東桜１－９－８　板柳ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4122

TEPPAN DINING 織部 名古屋市東区 東桜２－１０－２４　第二富士ホテル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6739

いもんちゅ母屋 名古屋市東区 東桜２－１２－２６ 飲食店 JS-0004-5239

魚タリアン HIRO 名古屋市東区 東桜２－１２－２９　奥村ビル 飲食店 JS-0003-0790

旬肴焼場一十 名古屋市東区 東桜２－１２－３０　弘星ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9728

音邸 名古屋市東区 東桜２－１２－３０　弘星ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4674

DRIFT 名古屋市東区 東桜２－１２－３１　M'sGARDEN ２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0286

勝手屋 名古屋市東区 東桜２－１２－３４　M'sGARDEN １Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0095

まるいち 名古屋市東区 東桜２－１３－１５　川口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2177

アローザ 名古屋市東区 東桜２－１５－２６　リッツコート１Ｆ 飲食店 JS-0000-0482

晴 HARU 名古屋市東区 東桜２－１５－２６　朝日ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2894

楽楽楽 名古屋市東区 東桜２－１５－２７　東門ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0731

トラットリア Ryogoku 名古屋市東区 東桜２－１７－１０ 飲食店 JS-0000-1614

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 JS-0004-7027

東桜瑞穂 名古屋市東区 東桜２－１７－９ 飲食店 JS-0005-8785

韓日亭 名古屋市東区 東桜２－３－４　　 飲食店 ZN-0002-0299

nikubo － zu 名古屋市東区 東桜２－５－１４ 飲食店 JS-0002-5353

月の庭 名古屋市東区 東桜２－６－１７　１Ｆ 飲食店 SL-2000-7333

炭火焼鳥 尋屋 名古屋市東区 東片端町２３　東片端サンコービル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4253

MYAGDI 名古屋市東区 筒井１－１２－３０　コーポラ建中１Ｆ 飲食店 JS-0003-8759

Mirabelle 名古屋市東区 筒井２－２－１　パークハイツみしま２ 飲食店 JS-0001-8744
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焼肉龍音 名古屋市東区 筒井２－６－４１　 飲食店 SL-2000-9987

ダイニングバー モントルー 名古屋市東区 筒井２－８－１４　　 飲食店 ZN-0002-0126

車道トウフ 名古屋市東区 筒井２－９－８　メゾン車道１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0127

焼肉小次郎 名古屋市東区 筒井３－１６－１０　第９WING 赤萩Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0574

なご八 名古屋市東区 徳川２－５－１　KT 徳川第３ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6849

Le Ciel 名古屋市東区 徳川町２００９ 飲食店 JS-0005-7494

LE PIGNON 名古屋市東区 徳川町２４０６－１ 飲食店 JS-0000-0760

ドン・アントニオ 名古屋市東区 白壁２－１－１９　中川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2656

山人昔楼 名古屋市東区 白壁３－２６－２３ 飲食店 JS-0005-2542

鉄板鍋奉行 あんき家 名古屋市東区 矢田１－３－１８　大山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3063

升清 名古屋市東区 矢田１－５－１　マリオン大曽根２Ｆ 飲食店 JS-0004-0406

義寿司 名古屋市東区 矢田１－７－２１ 飲食店 JS-0004-9871

浅草平蔵 名古屋市東区 矢田１－７－４５ 飲食店 JS-0004-7456

こっこ屋 名古屋市東区 矢田５－１－５６　K'S ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1679

巡蓮家 名古屋市東区 矢田５－８－４　久保田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1132

ハッシュパピー SS 名古屋車道店 名古屋市東区 葵２－１４－１７ ショッピング JS-0003-5145

GalleryNAOMASA1 名古屋市東区 葵２－３－４　　 ショッピング PK-0000-0501

LIEBBOOKS 名古屋市東区 葵２－３－４　三光ビル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-1428

寿元ナゴヤ 名古屋市東区 葵３－２３－１１ ショッピング JS-0005-7877

蠍屋 名古屋市東区 葵３－２－４ ショッピング JS-0001-4715

Cher Chere 名古屋市東区 葵３－２５－１５　シティファミール千種１０Ｆ ショッピング JS-0000-0682

伊藤繁吉商店 名古屋市東区 古出来２－８－１９ ショッピング JS-0000-6775

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 JS-0004-2447

マダム白壁 名古屋市東区 主税町４－７７　藤本ビル１０２ ショッピング JS-0000-6932

株式会社ジェーピークオリティー 名古屋市東区 出来町１－９－１１ ショッピング JS-0003-8368

Epona 名古屋市東区 泉１－１２－１１－３０８ ショッピング JS-0000-8865

PoePoe 名古屋 名古屋市東区 泉１－１３－３３　ユトリロ栄２Ｆ ショッピング JS-0000-3631

ブティックパリー 名古屋市東区 泉１－１３－３３　ユトリロ栄２Ｆ ショッピング JS-0000-7311

danskoto．．． 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ１０３　 ショッピング ZN-2000-1742

FLEURBLANCHE 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ３Ｆ ショッピング JS-0002-1322

プチ・ソメイユ 名古屋市東区 泉１－１４－３　HASEGAWA ビル３Ｆ ショッピング AL-0000-0100

名古屋 K コレクション 泉店 名古屋市東区 泉１－１４－３　長谷川ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0381

大名古屋洋服店 名古屋市東区 泉１－１６－１４　 ショッピング SL-2000-1113

ロウズモダンアウトフィッターズ 名古屋市東区 泉１－１８－２　LOEWS １Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1289

ムートンフルーリスト 名古屋市東区 泉１－４－５　グランドールシャトー１Ｆ ショッピング JS-0001-0481

杉本屋 名古屋市東区 泉１－６－３２ ショッピング JS-0000-2336

ミドリ薬局　イズミ店 名古屋市東区 泉１－８－５　あいさきがけ１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8637

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 JS-0001-1003

ラメール泉店 名古屋市東区 泉２－１９－１０　　 ショッピング PK-0000-1762

BLUELINE 名古屋市東区 代官町３２－３　中野ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1984

コバドラ 名古屋市東区 大松町７－１６　　 ショッピング PK-0000-4279

SARAS 名古屋市東区 東桜１－１０－１６　ビルフレンズ２Ｆ ショッピング JS-0000-1990

Caravella 名古屋市東区 東桜１－１０－４０　鈴木ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-1451

ジャンプショップ名古屋店 名古屋市東区 東桜１－１１－１　オアシスＢ１Ｆ ショッピング JS-0005-6126
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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 JS-0004-8706

オプトピア サトウ 名古屋市東区 東桜１－１４－２５　テレピアビル ショッピング JS-0000-1968

HARE ／ PAN 栄店 名古屋市東区 東桜１－１４－２５　テレピアビル１Ｆ ショッピング JS-0005-9746

WELLKIN 名古屋テレピア店 名古屋市東区 東桜１－１４－２５　テレピアビル２Ｆ ショッピング JS-0004-3625

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 JS-0000-2100

おぷとぴあさとう 名古屋市東区 東桜１－１４－２５　テレピアビル３Ｆ ショッピング JS-0005-4030

ジュエリー工房かざり 名古屋市東区 東桜１－９－１　吾妻堂第一ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-3246

株式会社万年堂 名古屋市東区 東桜２－１７－２１ ショッピング JS-0000-1318

おしゃれ洗科大曽根店 名古屋市東区 東大曽根町２２－１　　 ショッピング PK-0000-3734

Dhal 名古屋市東区 東大曽根町３７－１　高松ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-2109

駒屋茶具店 名古屋市東区 東大曽根町８－２０ ショッピング JS-0000-8660

花木屋 名古屋市東区 東片端町２１　　 ショッピング PK-0000-1783

ラメール車道店 名古屋市東区 筒井３－２６－２４　　 ショッピング PK-0000-2640

HSP WORLD 名古屋市東区 徳川１－９０１　サンエース徳川４Ｆ ショッピング JS-0003-2848

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 JS-0000-5074

時計・宝飾ヒラノ 名古屋市東区 徳川２－３－１１　 ショッピング SL-2000-7523

かしみや 名古屋市東区 徳川町１００５ ショッピング JS-0004-0115

メガネルック 大曽根店 名古屋市東区 矢田１－５－１　マリオン大曽根１Ｆ ショッピング JS-0005-4847

フリーマーケットトミダ 名古屋市東区 矢田２－２－１５ ショッピング JS-0005-5372

名花園 名古屋市東区 橦木町１－１５　橦木ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-5867

ラ・パティスリー プレジール 名古屋市東区 橦木町１－１５　橦木ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6469

グリーン＆フラワーミント 名古屋市東区 橦木町３－６８　スターブル橦木１Ｆ ショッピング JS-0001-5937

輝整骨院 名古屋市東区 葵２－２－２　石神ビル１Ｆ サービス SL-2000-3326

Gallery NAO MASAKI 名古屋市東区 葵２－３－４　三光ビル１Ｆ サービス JS-0004-4120

あおい動物クリニック 名古屋市東区 葵２－７－２　１Ｆ サービス JS-0000-6568

ホワイト急便砂田橋 SS 店 名古屋市東区 砂田橋５－３－１５　ムーンブライト１Ｆ サービス JS-0005-6378

ラ・ヴィータ 名古屋市東区 泉１－１４－２３　ホワイトメイツ２０８ サービス JS-0000-6211

bloom 名古屋市東区 泉１－１９－１０　FONTANA ９０２ サービス JS-0002-6478

SCORA 名古屋市東区 泉１－２３－１　ボイスビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0084

ホワイト急便泉一丁目 SS 店 名古屋市東区 泉１－５－３１　第二泉ビル１Ｆ サービス JS-0005-6696

有限会社ミドリ薬局イズミ店 名古屋市東区 泉１－８ー５　あいさきがけ１Ｆ サービス JS-0002-5211

BACCANO 名古屋市東区 泉２－２８－１２　アクセスイズミ１Ｆ サービス JS-0000-0722

uraura 名古屋市東区 泉３－１０－４ サービス SL-2000-7405

ホワイト急便代官町 SS 店 名古屋市東区 代官町３１－２７　コムラビル１Ｆ サービス JS-0005-6680

Luxuci ＆ me 名古屋市東区 東桜１－１０－１６　ビルフレンズ４Ｆ　 サービス SL-2000-4982

リラックス空間ひまわり 名古屋市東区 東桜１－１０－３６　第４４オ－シャンビル７Ｆ　 サービス PK-0000-0367

LASH STUDIO 名古屋市東区 東桜１－１０－３９　アイエムスビル７Ｆ サービス JS-0003-1339

プラネットヘアープロジェクト 名古屋市東区 東桜１－９－３６　　 サービス ZN-2000-1597

アンクリエイト 名古屋市東区 東桜１－９－３６　曽田第一ビル サービス JS-0000-3152

Bar － Bee － Nail 名古屋市東区 東桜２－９－１５　MATRIX ３６　１Ｆ サービス SL-2000-8970

remercie 名古屋市東区 東大曽根町１６－１１ サービス JS-0005-6046

Hair Hall DALI 名古屋市東区 東大曽根町４－１０ サービス JS-0003-8179

mili．mili ☆ 名古屋市東区 筒井２－１０－６　ハウス１０８　１１０　 サービス SL-2000-4579

beautify 白椿 名古屋市東区 筒井３－１９－５　コーポ国光 サービス JS-0001-0861
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aFLower 名古屋市東区 筒井３－６－１ サービス JS-0002-9961

トゥィンクル 名古屋市東区 徳川１－５２２　 サービス SL-2000-6472

ヘア・メイクアップベルアミー 名古屋市東区 徳川２－２１－１６ サービス JS-0004-9863

despacio 名古屋市東区 芳野３－１０－２１ サービス JS-0004-4191

Voglio 名古屋市東区 矢田南４－６－７　シャンクレール１Ｆ サービス JS-0006-0031

味樹園 志賀本通り店 名古屋市北区 芦辺町１－１８－１ 飲食店 JS-0005-1524

居酒屋縁 名古屋市北区 下飯田町４－７１　中山ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2604

有明寿し 名古屋市北区 喜惣治１－３５５ 飲食店 JS-0000-6260

和ちゃ 名古屋市北区 御成通３－２２　奥山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9611

近所の鉄板焼き家つどい 名古屋市北区 山田１－１０－５４　ハートイン大曽根１Ｂ 飲食店 JS-0003-6537

とんちゃんまる勝 名古屋市北区 山田１－１－３　サンシャイン大曽根１Ｂ　 飲食店 ZN-2000-4448

羅針盤 名古屋市北区 山田１－３－２３　第１下林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3492

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 ZN-0002-0327

焼肉たいが 大曽根店 名古屋市北区 山田１－４－５２　J-growth 大曽根３Ｆ 飲食店 JS-0005-0466

かいえん 海鮮と日本酒の専門店 大曽根店 名古屋市北区 山田１－４－５２　J-growth 大曽根 5 Ｆ 飲食店 SL-2000-8170

居酒屋すしなご壱黒川店 名古屋市北区 志賀南通１－１８　西脇ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4008

じょうじょう 名古屋市北区 志賀南通２－５０－１　クレス黒川 飲食店 JS-0003-2717

SOL 名古屋市北区 志賀南通２－５０－１　クレス黒川８Ｆ－ＢＣ　 飲食店 ZN-2000-3995

月山 名古屋市北区 若葉通１－３１ 飲食店 JS-0003-7634

DININGSPACE あらた平安通店 名古屋市北区 若葉通３－１８－５　城南ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4247

中国料理 九龍居 北区店 名古屋市北区 新沼町１３９ 飲食店 JS-0006-0165

なまらむーちょ 名古屋市北区 清水２－７－２０ 飲食店 JS-0001-0918

御料理おがわ 名古屋市北区 清水２－７－２０ 飲食店 JS-0004-5097

焼肉勢太 名古屋市北区 清水３－１１－１９ 飲食店 JS-0002-0820

Via del Bosco 名古屋市北区 清水３－１１－２２ 飲食店 JS-0000-8412

鮨処 宿木 名古屋市北区 大曽根１－２０－９　　 飲食店 ZN-0002-0113

焼肉道場 名古屋市北区 大曽根１－２１－１０　オークワンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7841

大曽根酒房なご壱 名古屋市北区 大曽根２－１－１３　大曽根共栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4006

R’eveur 名古屋市北区 大曽根２－８－６　　 飲食店 PK-0000-6557

DININGSPACE あらた大曽根店 名古屋市北区 大曽根３－１３－１２　横田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4235

ANA BAR 名古屋市北区 大曽根３－１３－２　V-HANDS ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2976

焼肉はやしや 名古屋市北区 大曽根３－３－１３ 飲食店 JS-0005-3576

うきよ寿司 名古屋市北区 大曽根３－９－７　　 飲食店 ZN-0001-4243

居酒屋かしん 名古屋市北区 大曽根４－１６－４３　ｲﾄｰﾋﾟｱ第２大曽根ﾏﾝｼｮﾝ１０３ 飲食店 JS-0001-9451

小料理屋凛 名古屋市北区 中切町４－８８－６　ﾊｰﾄｲﾝ中切町Ｓ１Ｆ南 飲食店 JS-0003-8088

八久茂寿司 名古屋市北区 田幡２－１１－７ 飲食店 JS-0004-0573

ケイブ洞ほりや黒川店 名古屋市北区 田幡２－１３－１６　２Ｆ 飲食店 JS-0000-7305

ひょっとこさん 名古屋市北区 田幡２－１３－３６　　 飲食店 ZN-0002-0103

y’zu 名古屋市北区 楠３－７１４　アスカあじま２Ａ 飲食店 JS-0001-9917

彩り 名古屋市北区 如来町４７ 飲食店 JS-0001-3484

青雲 黒川北店 名古屋市北区 萩野通１－９－１　土地善ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7578

うなぎ和食処高山 名古屋市北区 八代町１－６４－２　　 飲食店 PK-0000-0836

ボンガルフォ 名古屋市北区 八代町２－１１５　　 飲食店 PK-0000-6389

やきとり かっぱちゃん大曾根店 名古屋市北区 平安１－９－１８　第二ｱｲｵｰｷｬｯｽﾙ１Ｆ 飲食店 SL-2000-3424
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やきにく本道 名古屋市北区 瑠璃光町２－２－２　　 飲食店 ZN-0002-0281

ペット＆アクア FRIENDLY 名古屋市北区 丸新町３０ ショッピング JS-0005-1731

なごや花壇 名古屋市北区 金城町２－３５ ショッピング JS-0001-7453

［HC］有限会社おおすみ電化センター 名古屋市北区 駒止町１－１２１　サン駒止ビル１０１ ショッピング JS-0001-9523

前川商会 名古屋市北区 御成通４－２４ ショッピング JS-0001-4894

XINEI ダンスドレス 名古屋市北区 黒川本通４－３０　旗ビル１ＦＡ　 ショッピング PK-0000-0753

花空間 名古屋市北区 山田町４－８５ ショッピング SL-2000-1820

バズデザインサイクル 名古屋市北区 志賀町４－６０－９　ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ志賀２３－１０２ ショッピング JS-0001-4843

ama ama 名古屋市北区 志賀町４－６０－９　ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ志賀２３－１０６ ショッピング SL-2000-2243

マイタウン薬局　若葉通店 名古屋市北区 若葉通１－１５－２　　 ショッピング PK-0000-8447

上飯田第一病院売店 名古屋市北区 上飯田北町２－７０ ショッピング JS-0005-3746

メガネルック 黒川本店 名古屋市北区 城見通３－１３　黒川バスターミナルビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4895

トシミ タイヤ 名古屋市北区 新沼町６１ ショッピング JS-0000-2972

MXJAPAN 名古屋市北区 新堀町３５－５　ラ・メゾン１Ｆ ショッピング JS-0000-6177

［HC］湯浅電気（株）本店 名古屋市北区 清水２－１０－６ ショッピング JS-0001-9194

ゴルフ工房パワークラフト 名古屋市北区 清水３－１４－１７ ショッピング JS-0001-7148

大栄社 名古屋市北区 清水５－１３－３　 ショッピング SL-2000-1037

メガネルック 大我麻店 名古屋市北区 大我麻町５　サングリーンタチバナ１Ｆ ショッピング JS-0005-4839

みなみ園芸 名古屋市北区 大曽根２－３－６ ショッピング JS-0000-7254

武越 名古屋市北区 大曽根２－８－４４ ショッピング JS-0005-4673

ケンメディカル 名古屋市北区 大曽根３－１４－２０　１Ｆ ショッピング JS-0000-6918

はんこ広場大曽根店 名古屋市北区 大曽根３－１７－５　メゾンエトワール１Ｆ ショッピング JS-0003-8648

あおい調剤薬局 名古屋市北区 大曽根３－８－１２　　 ショッピング PK-0000-5504

京町屋大曽根店 名古屋市北区 大曽根４－１６－１７　　 ショッピング PK-0000-2240

東名タイヤサービス 名古屋市北区 長喜町２－２１－３ ショッピング AL-0000-0107

サンぽぱい如意 2 号店 名古屋市北区 如意１－１ ショッピング JS-0000-2227

マルハチサイクル 名古屋市北区 萩野通２－１０－５ ショッピング JS-0001-9254

ラメール平安道店 名古屋市北区 平安２－１３－１６　　 ショッピング PK-0000-2878

京町屋北工場店 名古屋市北区 落合町１８１－１　　 ショッピング PK-0000-2793

ラメール瑠璃光町店 名古屋市北区 瑠璃光町２－５－３　　 ショッピング PK-0000-4768

ペットサロンテディベア 名古屋市北区 安井１－３４－２１ サービス JS-0005-2071

nico 名古屋市北区 金城３－１１－３４ サービス JS-0001-7067

SPLASH 名古屋市北区 御成通２－１８　　 サービス ZN-0002-7441

ペットサービス北店 名古屋市北区 御成通３－１６－６ サービス JS-0003-5619

ホワイト急便光音寺 SS 店 名古屋市北区 光音寺１－４９ サービス JS-0005-6376

SHANTIHAIR 名古屋市北区 彩紅橋通１－７　　 サービス ZN-0003-0081

レンタカー名古屋黒川駅前店 名古屋市北区 志賀町１－２０ サービス JS-0002-2449

HIRO 名古屋市北区 志賀町４－７９ サービス JS-0002-7560

GROWSHAIR 名古屋市北区 志賀南通１－１７　２Ｆ サービス JS-0001-2984

Avant 名古屋市北区 若鶴町３０５ サービス JS-0001-2192

コームオフ D ＆ C 名古屋市北区 若葉通１－２９－２　グリーンビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0733

hair 97 名古屋市北区 上飯田西町２－２６－２　菊田ビル１Ｆ サービス JS-0001-6844

Lycka 上飯田 名古屋市北区 上飯田通１－８　MH ビル１Ｆ サービス SL-2000-8419

ADICTO 名古屋市北区 上飯田通２－１１－１ サービス JS-0001-1643
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ホワイト急便黒川 SS 店 名古屋市北区 城見通３－９－３　さくらヒルズ城見通１Ｆ サービス JS-0005-6369

ホワイト急便杉栄 SS 店 名古屋市北区 杉栄町３－６９ サービス JS-0005-6380

FRAME 名古屋市北区 杉村１－５－１３　２Ｆ　 サービス SL-2000-1405

DR － GarageOkano 名古屋市北区 成願寺１－７－３２ サービス JS-0002-1152

ピカソクリエイティブ 名古屋市北区 西味鋺２－１３４ サービス JS-0002-3980

ホワイト急便中切 SS 店 名古屋市北区 中切町５－５　ZENT 名古屋北店敷地内 サービス JS-0005-6370

Cooper ＆ Lime 名古屋市北区 中味鋺３－４０２　 サービス SL-2001-0171

ホワイト急便天道 SS 店 名古屋市北区 天道町１－１３ サービス JS-0005-6386

美容室アロフト 名古屋市北区 天道町２－１０　　 サービス ZN-0002-7295

beneqqu 名古屋市北区 東大杉町３－２５－５ サービス JS-0002-1830

D ＆ C ヴァータ 名古屋市北区 東味鋺１－８０３　　 サービス ZN-0003-0734

hair salon Kurara 名古屋市北区 楠１－７１１－１ サービス JS-0005-0647

Hair Salon I’s 名古屋市北区 如意１－１１　メゾンベル１Ｆ サービス JS-0000-1376

動物の病院 中村獣医科 名古屋市北区 如意１－１４０ サービス JS-0001-0816

パーマハウスリリー 名古屋市北区 如来町９０－１　　 サービス PK-0000-4178

すばる薬局 苗田店 名古屋市北区 苗田町６１ サービス JS-0003-0232

アルーアヘアーサロン 名古屋市北区 敷島町９５　　 サービス ZN-0002-7306

eel 名古屋市北区 平安２－１－４９　メゾン平安１Ｆ　 サービス ZN-0002-7301

ブンブン動物病院 名古屋市北区 浪打町１－５１　ｶｰﾏ 21 名古屋城北店生活館内 サービス JS-0005-3740


