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［名古屋市昭和区／瑞穂区／千種区］

加盟店名 所在地 ジャンル

寿し半 名古屋市昭和区 阿由知通１－９ 飲食店 JS-0003-3775

焼鳥せせらぎ 名古屋市昭和区 阿由知通２－７－１１ 飲食店 JS-0003-2712

情熱焼肉 FightingMan 名古屋市昭和区 安田通１－２－７　不二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0157

炭火焼鶏がん汰 名古屋市昭和区 塩付通１－１２－９　　 飲食店 ZN-0002-0119

ジュノス 名古屋市昭和区 塩付通１－４５－５　 飲食店 SL-2000-4267

La Ohana 名古屋市昭和区 塩付通２－２ 飲食店 JS-0000-4755

串焼き居酒屋 御ふく屋 名古屋市昭和区 塩付通４－４　エルミー塩付１０１ 飲食店 JS-0000-3086

八重垣 石川橋 名古屋市昭和区 菊園町３－１－１ 飲食店 JS-0000-2922

つつみ 名古屋市昭和区 菊園町６－２５ 飲食店 JS-0004-9163

いち川 名古屋市昭和区 戸田町３－２２－２　ﾊｰﾄｲﾝ戸田町１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0265

季節料理居酒屋福籠 名古屋市昭和区 御器所通２－１９－３　笹善ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0191

熊本屋台 滝子店 名古屋市昭和区 広見町２－２１－５　青雲ビル１０２ 飲食店 JS-0001-5153

酒と肴なち流 名古屋市昭和区 広見町６－６７－５ 飲食店 JS-0001-2385

華家 名古屋市昭和区 広見町６－６７－５　　 飲食店 ZN-0002-0154

寿司 Dining 魚道 名古屋市昭和区 広路町石坂３０－１５ 飲食店 JS-0004-2719

串あげ酒場 なごみ家 名古屋市昭和区 広路町石坂３８－２ 飲食店 JS-0004-9233

ヌードアール八事 名古屋市昭和区 広路町北石坂１０２－１４４　ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0221

シアトルサンドウィッチカフェ 名古屋市昭和区 広路町北石坂１０２－１４８　パーク八事１Ｆ 飲食店 SL-2000-4849

日本料理まめぞう 1 名古屋市昭和区 紅梅町２－２１－５　　 飲食店 PK-0000-6458

桜山炭酒家 名古屋市昭和区 桜山町１－１２ 飲食店 SL-2000-5306

太炎堂 名古屋市昭和区 桜山町４－７０－１３　ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｾﾝﾀｰ内　 飲食店 PK-0000-5371

石焼＆ワイン イワタ 名古屋市昭和区 桜山町５－９８ 飲食店 SL-2000-6358

とんかつ比呂野 名古屋市昭和区 山花町１１６　　 飲食店 ZN-2000-2164

珈琲家比呂野 名古屋市昭和区 山花町１１６　　 飲食店 ZN-2000-2166

うなぎ家比呂野 名古屋市昭和区 山花町１１９－１　　 飲食店 ZN-0002-0231

きしめん家比呂野 名古屋市昭和区 山花町１１９－１　　 飲食店 ZN-2000-6712

ロゼッタストーン 名古屋市昭和区 山手通５－２７－３　ST プラザ八事１Ｆ 飲食店 JS-0000-0392

マルセ 名古屋市昭和区 山里町７０－２　山手アベニュ－２０２　 飲食店 SL-2000-8909

ガッルーラ 名古屋市昭和区 山里町７０－２　山手アベニュー２Ｆ 飲食店 JS-0000-8147

日本料理せき根 名古屋市昭和区 上山町４－７　南山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3407

旬すし磊 名古屋市昭和区 上山町４－７　南山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8808

和魂洋食 朋 名古屋市昭和区 折戸町２－２０ 飲食店 JS-0001-0326

Rhubarbe 名古屋市昭和区 川名山町１４３ 飲食店 JS-0000-1524

千寿庵 名古屋市昭和区 滝川町４７－６　１Ｆ 飲食店 JS-0002-4409

焼肉成香園 名古屋市昭和区 東畑町１－３２－５　 飲食店 SL-2000-4255

楽粋亭 みお 名古屋市昭和区 藤成通６－１５　エスポワールフジナリ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4701

浜源 名古屋市昭和区 南分町１－２８ 飲食店 JS-0003-1944

八事山 名古屋市昭和区 八事本町１０１－２　　 飲食店 ZN-0002-0082

ソウルカフェ 名古屋市昭和区 隼人町２－９　広辞いりなかビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-7547

旬彩凛 名古屋市昭和区 緑町３－８ 飲食店 JS-0001-2526
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ラメール御器所店 名古屋市昭和区 阿由知通４－１８－１　　 ショッピング PK-0000-3351

八百正 名古屋市昭和区 安田通４－７　エミービル１０１ ショッピング SL-2001-0331

自然食 BIO 名古屋市昭和区 塩付通４－１９　ハイツ塩付１Ｆ　 ショッピング SL-2000-7870

［HC］株式会社ナコー杁中店 名古屋市昭和区 花見通３－１ ショッピング JS-0001-8638

花広 名古屋市昭和区 菊園町５－６ ショッピング JS-0005-6438

花広 名古屋市昭和区 菊園町５－６ ショッピング JS-0005-6831

ゴルピーコーヒー 名古屋市昭和区 駒方町２－４－２ ショッピング SL-2000-7786

末岡商店 昭和店 名古屋市昭和区 御器所２－５－１ ショッピング JS-0000-0825

プリモア 名古屋市昭和区 広路町字石坂５０　 ショッピング SL-2000-5595

花たち 名古屋市昭和区 広路町隼人１　浅井ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-7781

リンゴ屋× APPTUNE 名古屋市昭和区 広路町北石坂１０２－１４８ ショッピング JS-0001-7284

NY518 名古屋市昭和区 広路町北石坂１０２－１４８　ﾊﾟｰｸ八事１Ｆ ショッピング JS-0003-3844

ma － ma 名古屋市昭和区 山手通３－２４－１　シンシア山手１Ｆ ショッピング JS-0004-5334

ジャルダンドゥビジュー 名古屋市昭和区 山手通３－２４－１　シンシア山手２Ｆ ショッピング JS-0001-5854

ギャラリー佑 名古屋市昭和区 山手通３－２４－１　シンシア山手２Ｆ ショッピング JS-0002-4312

和タイヤサービス 名古屋市昭和区 小坂町１－７　マルトミビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3628

ガレリアグレ 名古屋市昭和区 石仏町２－１－９　タマキビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2530

ナゴヤ学生服八事本店 名古屋市昭和区 滝川町４７－４８ ショッピング JS-0004-2445

masa 名古屋市昭和区 檀溪通２－１４　２Ｆ ショッピング JS-0000-6860

美濃忠 檀溪通店 名古屋市昭和区 檀溪通４－１３－１ ショッピング JS-0003-3131

LesCollection 名古屋市昭和区 檀溪通５－６　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾃﾗｽ石川橋１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4597

セレーノ 名古屋市昭和区 檀溪通５－６　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾃﾗｽ石川橋２Ｆ ショッピング JS-0004-7572

SUGARBOX 名古屋市昭和区 檀溪通５－６　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾃﾗｽ石川橋２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4596

アンジェル 名古屋市昭和区 檀溪通５－６　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾃﾗｽ石川橋２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0277

知多繁 名古屋市昭和区 池端町１－１８　 ショッピング SL-2000-2401

インターエッヂ 名古屋市昭和区 鶴舞２－４－４　　 ショッピング PK-0000-2546

日本料理つつみ 名古屋市昭和区 藤成通５－１５ ショッピング JS-0003-3532

MODERNPIRATES1 名古屋市昭和区 南分町４－４０－２　　 ショッピング PK-0000-3254

MODERNPIRATES2 名古屋市昭和区 南分町４－４０－２　　 ショッピング PK-0000-5621

一吉タオル 名古屋市昭和区 隼人町２－１０　ミズキンビル１Ｆ ショッピング JS-0002-7879

AQUA 名古屋市昭和区 隼人町６－７　大光ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6441

nailroomNATSU 名古屋市昭和区 阿由知通４－３　イルソーレ１１１ サービス JS-0003-4811

large 名古屋市昭和区 阿由知通４－３　イルソーレ２１１　 サービス ZN-0003-0740

ペットサービス昭和店 名古屋市昭和区 安田通２－１１－１ サービス JS-0003-5441

Hair Make Sun 名古屋市昭和区 安田通５－５　 サービス SL-2000-4693

RosSalon 名古屋市昭和区 丸屋町６－８６－３　パレス桜山１Ｆ サービス JS-0001-4621

barber mouton 名古屋市昭和区 丸屋町６－８６－３　パレス桜山１Ｆ サービス SL-2000-4511

Huge 名古屋市昭和区 御器所通２－１０　ブルーメンハウス２Ａ サービス JS-0000-0812

美容室ノーネーム 名古屋市昭和区 広路町石坂２７－１０　　 サービス ZN-2000-6992

Ixy．hair 名古屋市昭和区 広路町北石坂１０２－２　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｳｨｽﾞﾏｲｶﾞﾚｰｼﾞ１Ｆ サービス JS-0002-8887

美容室 HEART LAND 名古屋市昭和区 広路通５－７－１　ドミール広路１ サービス JS-0000-4948

イストライフ 名古屋市昭和区 広路通７－１０　 サービス SL-2000-9363

aosora 名古屋市昭和区 山花町３６－２　　 サービス ZN-0003-0725

EyelashSalonLULU 八事店 名古屋市昭和区 山手通３－２４－１　シンシア山手１Ｆ サービス JS-0003-1086
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アクエアー 名古屋市昭和区 山手通５－１－３ サービス JS-0003-3856

CROSSOVER 名古屋市昭和区 山里町７０－２　山手アベニュー２０５　 サービス SL-2000-2420

国際モータース株式会社 名古屋市昭和区 村雲町１７－１２ サービス JS-0001-1411

BARBERSHOP SKY 名古屋市昭和区 滝川町２３－２　 サービス SL-2000-9764

バーバーショップ SKY 名古屋市昭和区 滝川町２３－２　SKY ビル２Ｆ サービス JS-0005-7792

エアスト 名古屋市昭和区 檀溪通４－２０　　 サービス PK-0000-0167

明和自動車サービス工場 名古屋市昭和区 鶴舞２－１２－１０ サービス JS-0000-0753

feitico 名古屋市昭和区 藤成通２－１２－１　藤成ビル６Ｃ サービス JS-0003-4608

株式会社渡辺自動車サービス工場 名古屋市昭和区 白金３－１－９ サービス JS-0000-0910

Double．R 名古屋市昭和区 八事本町１００－５４　石川ビル１Ｆ サービス JS-0003-1497

爪紅 名古屋市昭和区 八事本町４０－３　ﾏﾙﾍﾞﾘｰﾋﾙ八事１Ｆ サービス JS-0003-3270

ひとしお整体 名古屋市昭和区 隼人町７－１３　サンシャイン杁中２Ｂ　 サービス PK-0000-0808

有限会社カトー電器商会 名古屋市昭和区 安田通２－２０－１　 その他 SL-2000-6104

おけい鮨 石川橋店 名古屋市昭和区 菊園町４ー２７ その他 SL-2000-3237

BistroLapin 名古屋市瑞穂区 佐渡町１－２４　セゾンピア中川１Ｆ 飲食店 JS-0000-5158

CUCINA ITALIAN Oha 名古屋市瑞穂区 洲山町１－５４　エスポア新瑞１０２ 飲食店 JS-0003-6833

ごっつぉ家 名古屋市瑞穂区 洲山町２－３０　クインビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8377

味どころ 中なか 名古屋市瑞穂区 洲山町２－３０－２　ロイヤルヤマダビル１Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0000-4544

芋んちゅ新瑞橋店 名古屋市瑞穂区 洲山町２－３－１ 飲食店 JS-0004-5255

セレスティ 名古屋市瑞穂区 松月町１－３ 飲食店 SL-2000-0796

寿司のあおやま 名古屋市瑞穂区 上山町３－１５－１ 飲食店 JS-0001-2905

鉄板居酒屋豊 名古屋市瑞穂区 瑞穂通１－２０　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ瑞穂通１Ｆ 飲食店 JS-0001-6877

鮮魚と地酒尾鷲 名古屋市瑞穂区 瑞穂通３－１－１　　 飲食店 PK-0000-1383

海山 Koujirou 名古屋市瑞穂区 瑞穂通７－７－１ 飲食店 JS-0000-1013

寿司森島 名古屋市瑞穂区 惣作町１－２７ 飲食店 SL-2001-0148

酒楽食房 Bell 名古屋市瑞穂区 惣作町１－４２－２ 飲食店 JS-0001-4290

Cafe ＆ BarCobalt 名古屋市瑞穂区 惣作町１－４５－１　堀田中駒ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3427

玉よし 寿司 名古屋市瑞穂区 田辺通４－８－９ 飲食店 JS-0000-4494

鰻・活魚 うお寅 名古屋市瑞穂区 東栄町３－６－３　東栄コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7644

南山吉扇 名古屋市瑞穂区 南山町１８－２２　　 飲食店 PK-0000-0589

日本料理泰知 名古屋市瑞穂区 密柑山町２－４７ 飲食店 JS-0002-5574

焼肉大門 名古屋市瑞穂区 妙音通３－１０－２ 飲食店 JS-0000-1935

弁天カフェ 名古屋市瑞穂区 妙音通３－３８　喜世ビル３Ｆ右 飲食店 JS-0001-0115

寿司ダイニングまぐろや石亭 名古屋市瑞穂区 妙音通４－４２－１　コスモパレス１Ｆ 飲食店 JS-0003-0662

居酒屋友よし 名古屋市瑞穂区 明前町１３－１９　堀田グリーンハイツ１０５ 飲食店 JS-0001-3148

久鐵 あらたま店 名古屋市瑞穂区 弥富通１－１６　 飲食店 SL-2001-1235

VIANDE REGAL 名古屋市瑞穂区 彌富通２－１４　瑞穂公園アイリス１Ｆ 飲食店 JS-0004-0460

八剣伝 弥富通店 名古屋市瑞穂区 彌富通５－６２－２ 飲食店 JS-0003-4314

株式会社今枝金物店 名古屋市瑞穂区 下坂町２－４０ ショッピング JS-0002-3717

リンゴ学生服 2 名古屋市瑞穂区 丸根町１－１１　　 ショッピング PK-0000-1889

リンゴ学生服 名古屋市瑞穂区 丸根町１－１１　　 ショッピング PK-0000-8760

美芳産業株式会社 名古屋市瑞穂区 雁道町１－１０－３ ショッピング JS-0001-4134

テニスショップ ジャンクション 名古屋市瑞穂区 高田町３－１５　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-3452

松波佐平弓具店 名古屋市瑞穂区 高田町３－１７ ショッピング JS-0003-2034
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桜山調剤薬局 名古屋市瑞穂区 桜見町１－１－２　　 ショッピング PK-0000-4048

FUJI3APROJECT 名古屋市瑞穂区 汐路町１－１４ ショッピング JS-0004-4223

FUJI ターザン 名古屋市瑞穂区 汐路町１－１４ ショッピング JS-0004-4268

菓匠桔梗屋 名古屋市瑞穂区 汐路町１－２０　　 ショッピング ZN-0003-1719

花舎 ゆうらんせん 名古屋市瑞穂区 汐路町３－２８－１ ショッピング JS-0000-2542

鶏笑 名古屋瑞穂店 名古屋市瑞穂区 汐路町４ー２２ ショッピング SL-2000-7182

ホロスペース パール 名古屋市瑞穂区 汐路町４ー３１　 ショッピング SL-2000-4239

ブティック糸美屋 名古屋市瑞穂区 瑞穂通２－１７ ショッピング JS-0005-6318

Studio ohana FITNESS 名古屋市瑞穂区 瑞穂通２－３１ ショッピング SL-2000-2776

木村クリーニング　本店 名古屋市瑞穂区 瑞穂通３－６　　 ショッピング PK-0000-7727

たけ屋みずほ 名古屋市瑞穂区 瑞穂通４－４５　 ショッピング SL-2001-0054

CM パーク本店 名古屋市瑞穂区 瑞穂通６－３　木下ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0722

お菓子工房オランダ 名古屋市瑞穂区 瑞穂通８－１ ショッピング AD-0000-0477

新・米澤屋 名古屋市瑞穂区 瑞穂通８－９－１　新瑞センタービル１Ｆ ショッピング JS-0000-0807

サンハート薬局大喜店 名古屋市瑞穂区 前田町１－５５－１　　 ショッピング PK-0000-4002

双葉屋 名古屋市瑞穂区 惣作町１－１９ ショッピング JS-0000-0715

久野商店 名古屋市瑞穂区 惣作町１－２８ ショッピング JS-0000-6360

木のおもちゃ ぶるっく 名古屋市瑞穂区 中根町３－９－１ ショッピング JS-0003-1347

サンエスみずほ 名古屋市瑞穂区 田辺通５－２－１　　 ショッピング PK-0000-1492

ひなた調剤薬局 名古屋市瑞穂区 日向町１－１３－１　　 ショッピング PK-0000-8690

サンハート薬局　八勝店 名古屋市瑞穂区 八勝通２－２７－１　１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8332

ラメール八勝通店 名古屋市瑞穂区 八勝通３－２０　　 ショッピング PK-0000-2592

苗代ライスマーケット 名古屋市瑞穂区 苗代町２７－１４　　 ショッピング PK-0000-3458

ラメール　瑞穂運動場西店 名古屋市瑞穂区 豊岡通３－２　　 ショッピング PK-0000-7617

CROCO CARS 名古屋市瑞穂区 明前町１３－２８ ショッピング JS-0005-0569

Age’s 名古屋市瑞穂区 彌富通４－１０－１ ショッピング JS-0000-9788

ももたろう薬局 名古屋市瑞穂区 桜見町２－１２－１６ サービス JS-0002-3403

Dolce 名古屋市瑞穂区 洲雲町２－１８　ブロアスグモ１Ｆ サービス SL-2000-5696

niedlich 名古屋市瑞穂区 瑞穂通１－２０　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ瑞穂通１０７ サービス SL-2000-9153

ハウディ・メイト 名古屋市瑞穂区 瑞穂通２－３５－５　　 サービス PK-0000-0857

瑞和自動車 名古屋市瑞穂区 瑞穂通６－１９ サービス JS-0001-1777

MYUNAIL ＋ moon 新瑞橋店 名古屋市瑞穂区 瑞穂通８－１５－４　３Ｆ サービス JS-0001-6784

ファイン動物クリニック 名古屋市瑞穂区 田辺通１－１ サービス JS-0000-9610

SAVOYHAIRDRESSING 名古屋市瑞穂区 田辺通２－２７　　 サービス ZN-0002-7293

ルメリア 名古屋市瑞穂区 日向町２－１１－２ サービス JS-0005-7816

faon 名古屋市瑞穂区 白砂町３－３９－４　榊原ビル１Ｆ サービス JS-0002-7789

KOKOKARAHAIR 八勝通 名古屋市瑞穂区 八勝通１－９－４　オーロラビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-6700

AVANZAR HAIR 名古屋市瑞穂区 姫宮町１－４７－１　第２新瑞１Ｆ サービス JS-0000-4713

S ＆ S hair 名古屋市瑞穂区 豊岡通３－２４－３　山田ビル１Ｆ サービス JS-0004-4825

ichigo 名古屋市瑞穂区 妙音通４－１７－１　新瑞ビル１０３Ｃ サービス JS-0003-9793

Riraku ＆ Beauty GALANTERIE 名古屋市瑞穂区 弥富通１－２－１　サウザンドワン１Ｆ　 サービス SL-2000-1739

カットステージ K2 名古屋市瑞穂区 弥富通５－１６－２ サービス JS-0005-4466

美容室 QUOKKA 名古屋市瑞穂区 彌富町月見ヶ岡３－２　八勝ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-6128

Terra Nature 名古屋市瑞穂区 彌富通１－４２ サービス JS-0000-7520
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SAMANTHA 名古屋市瑞穂区 彌富通１－４３ サービス JS-0001-3628

有限会社ティンカーベル 名古屋市瑞穂区 彌富通５－６ サービス JS-0003-7073

BRACES 名古屋市瑞穂区 下山町２－６１－１ その他 SL-2000-3069

有限会社丸一 名古屋市瑞穂区 新開町４－１５　 その他 SL-2000-2712

本山バル StayGold 名古屋市千種区 稲舟通１－２　 飲食店 SL-2001-1050

にしか 名古屋市千種区 覚王山通９－１８　覚王山ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4602

蕎麦あすなろ 名古屋市千種区 覚王山通９－１９ 飲食店 JS-0005-2014

鉄板台所いっちょうら 名古屋市千種区 萱場２－３－３５　レジデンス大和１Ｆ 飲食店 JS-0004-3813

ディディエ 名古屋市千種区 菊坂町２－１　　 飲食店 PK-0000-6564

割烹 紬 名古屋市千種区 京命１－２２－２３　神尾ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5324

豚でもない 名古屋市千種区 京命１－３－３６ 飲食店 JS-0004-6356

やまはん 名古屋市千種区 向陽１－１２－１９　　 飲食店 ZN-2000-7206

LOCOS 名古屋市千種区 向陽１－１２－１９　ｻﾝｼｬｲﾝ池下２Ｆ 飲食店 ZN-0002-0348

バー月花 名古屋市千種区 向陽１－１２－１９　ｻﾝｼｬｲﾝ池下２Ｆ 飲食店 ZN-2000-4365

紅 名古屋市千種区 向陽１－１２－３０　 飲食店 SL-2001-0709

ヴェールザイ 名古屋市千種区 向陽１－２－１８ 飲食店 JS-0000-1259

GLITTER． 名古屋市千種区 向陽１－３－２９ 飲食店 JS-0000-9043

フルエンテ 名古屋市千種区 高見２－１２－１１　イナヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9706

グリル プランセス 名古屋市千種区 高見２－１３－１４　堀清ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1879

焼肉 拍手喝采 名古屋市千種区 高見２－５－６　シティライフ池下北１Ｆ 飲食店 SL-2000-1784

bistroLavie 名古屋市千種区 高見２－７－１０　池下ハクレイビル　 飲食店 ZN-0002-0305

四川飯店名古屋セントラルガーデン 名古屋市千種区 高見２－９－１２　ﾅｺﾞﾔｾﾝﾄﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ内　 飲食店 ZN-0001-4193

神谷名古屋 名古屋市千種区 高見２－９－１３　ﾅｺﾞﾔｾﾝﾄﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ 飲食店 ZN-0001-4216

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ・ナゴヤ 名古屋市千種区 高見２－９－１７　　 飲食店 ZN-0001-4242

焼肉 金城 名古屋市千種区 今池１－１１－１０ 飲食店 JS-0001-0530

GrandeCara 名古屋市千種区 今池１－１２－３　ﾙｰﾐｯｸﾉｰﾄ今池１Ｆ 飲食店 JS-0002-0756

レストランバー スワンプ 名古屋市千種区 今池１－１３－３　カスタムビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-6049

Pizza ＆ Bar PaPa 名古屋市千種区 今池１－１４－８ 飲食店 JS-0005-7374

新村 名古屋市千種区 今池１－１７－１３　高木ビル　 飲食店 ZN-0002-0169

煙力 千種駅前店 名古屋市千種区 今池１－２－２　ﾒｶﾞﾊﾞｯｸｽ千種駅前ﾋﾞﾙ 飲食店 JS-0005-0771

自然の薬箱カフェ＆キッチン 名古屋市千種区 今池１－２－７ 飲食店 SL-2001-0793

焼肉さわぎ今池店 名古屋市千種区 今池１－６－１２ 飲食店 JS-0005-3555

菜菜魚魚 名古屋市千種区 今池１－６－１３　今池スタービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4301

圓 名古屋市千種区 今池３－４－２６　サノ商店第二ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9029

鮨喜久 名古屋市千種区 今池４－１４－１９　　 飲食店 ZN-0001-4184

まつのき 名古屋市千種区 今池５－１２－６　　 飲食店 ZN-0002-0112

焼き鳥きんざん今池店 名古屋市千種区 今池５－１２－７　　 飲食店 ZN-2000-5107

居酒屋えびす 名古屋市千種区 今池５－２０－２０　今池ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ４Ｆ 飲食店 JS-0004-8336

TIGERLILY 名古屋市千種区 今池５－２０－２０　今池ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3848

炭火串焼鶏あえず 名古屋市千種区 今池５－２－６　今池ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7566

串焼き野菜巻き工房ひょーげもん 名古屋市千種区 今池５－２－６　今池ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6532

イリス スタイル 名古屋市千種区 今池５－３０－４　桜ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0687

中国料理四川園 名古屋市千種区 今池５－５－１１　　 飲食店 ZN-0002-0199

あさひ寿し 名古屋市千種区 今池南３０－２０ 飲食店 JS-0003-4648
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MOTOYAMA7 名古屋市千種区 四谷通２－５　GAZA 四谷Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3202

レトロカームカフェ 名古屋市千種区 四谷通３－２４　ライフステージ四谷 飲食店 SL-2000-3794

アトリエアングレーズ 名古屋市千種区 自由ケ丘２－１０－１７　啓周ビル１０５ 飲食店 JS-0005-3677

備長炭 やきとり昌 名古屋市千種区 若水３－３－１０ 飲食店 JS-0005-8589

平蔵 名古屋市千種区 汁谷町４１－１　ﾋﾟﾎﾞｯﾄ千代田橋１－Ｂ 飲食店 JS-0001-5495

寿し長 名古屋市千種区 春岡１－４－１２ 飲食店 JS-0000-0774

西洋料理 Jules 名古屋市千種区 春岡１－４－２１　Fuchsia １Ｆ　 飲食店 PK-0000-0729

ニューデリースパイス 名古屋市千種区 春岡１－６－１３　ツチヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6867

ルマルタンペシュール 名古屋市千種区 小松町６－１５ 飲食店 SL-2000-9376

ステーキ徳川 名古屋市千種区 松軒２－１－１５　シティーピア宝１Ｆ 飲食店 JS-0002-4693

アジア創作料理 冬の華 名古屋市千種区 神田町２５－１１　今池アイリス１０１ 飲食店 JS-0002-0649

ベトナムキッチン アンヴィエット 名古屋市千種区 吹上１－１－１　青柳ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4707

磯ぎんちゃく 名古屋市千種区 星が丘元町１５－１４　星ヶ丘ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3138

とりとり亭星ヶ丘店 名古屋市千種区 星が丘山手１１３　大椿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0224

Mabo Second 名古屋市千種区 星ヶ丘２－３９　カヤノビル１－Ｄ 飲食店 JS-0000-3311

Hayakawa 名古屋市千種区 清住町１－９８－２　清住ビル１Ｂ 飲食店 JS-0002-4192

おれん路 名古屋市千種区 千種１－１－２４ 飲食店 JS-0004-2543

KIRANA 名古屋市千種区 千種１－２０－４ 飲食店 JS-0004-5950

焼肉大栄 名古屋市千種区 千種１－２１－１　池田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0084

Bar CREAM 名古屋市千種区 千種１－９－１８　江戸清ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7909

ちゃんこ富士 名古屋市千種区 千種通６－３１－３　第二織田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1937

ピアチェーレミオ 名古屋市千種区 大久手町５－１６　モリタビル 飲食店 JS-0005-9208

あんかけスパゲッティからめ亭池下 名古屋市千種区 池下１－１１－１９　西野ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2964

旬菜酒庵源樹 名古屋市千種区 池下１－２－６　ジャルダン池下１Ｆ 飲食店 JS-0002-6717

Highest 名古屋市千種区 池下１－３－１　パックス池下５Ｃ 飲食店 JS-0003-4106

イル・ド・フランス 名古屋市千種区 池下１－３－３ 飲食店 JS-0000-1483

旬菜地酒 やまみ 名古屋市千種区 池下１－６－２０　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ１０３ 飲食店 JS-0000-2929

いろり料理 炭兆 名古屋市千種区 池下２－１－１６　 飲食店 SL-2001-0708

ATSUME 名古屋市千種区 池下２－２－８　正木ビル１Ｂ 飲食店 JS-0003-6072

Enoteca Bar IL MATTO 名古屋市千種区 池下町２－５５ 飲食店 JS-0000-4595

味樹園 茶屋が坂店 名古屋市千種区 茶屋が坂２－２－９ 飲食店 JS-0005-1532

池下ホルモンセンター 名古屋市千種区 仲田２－１３－１８　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ池下１Ｆ 飲食店 JS-0001-6341

ぶんぶん 名古屋市千種区 仲田２－２－１２　ﾊｰﾄｲﾝ仲田Ｓ－１Ａ　 飲食店 ZN-0002-0366

Kitchen ＆ Bar 猿の家 名古屋市千種区 仲田２－６－２２ 飲食店 JS-0004-5713

百寧 名古屋市千種区 仲田２－８－６ 飲食店 JS-0006-0113

とりとり亭本山店 名古屋市千種区 東山通１－３３　エイブル本山Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0187

沙欄堂 名古屋市千種区 東山通３－２６　ハイネス東山１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0333

焼肉 Do 楽 名古屋市千種区 東山通３－２７　加納ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0261

よりみち 名古屋市千種区 東山通４－１０－５ 飲食店 JS-0000-5853

ビストロラシェット 名古屋市千種区 東山通５－５－１　ﾙﾐﾅｰﾚ東山公園１Ｆ 飲食店 JS-0003-1334

梅廣 名古屋市千種区 内山１－１－１ 飲食店 JS-0002-4610

焼肉 焚火 名古屋市千種区 内山１－１６－１２　桜井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7078

米家 名古屋市千種区 内山３－１－１５　三ツ矢ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0072

まったりや千種 名古屋市千種区 内山３－２０－１９ 飲食店 JS-0003-2082
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灯家 名古屋市千種区 内山３－２０－１９　　 飲食店 PK-0000-6883

やいてん家 名古屋市千種区 内山３－２２－９　　 飲食店 PK-0000-2549

飛び猫亭 FLYING CAT 名古屋市千種区 内山３－２２－９　細谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0768

ちくさ家 名古屋市千種区 内山３－２２－９　細谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5977

おふろ 千種店 名古屋市千種区 内山３－２５－６　千種ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1171

萬福鮨 名古屋市千種区 内山３－３１－１２　　 飲食店 ZN-0002-0176

四川料理 銀杏 千種店 名古屋市千種区 内山３－３１－２２　第 37 ﾌﾟﾛｽﾊﾟ今池 1-2 飲食店 JS-0003-4322

鉄板鶏舎 toritotamago 名古屋市千種区 楠元町２－６５－５　富士ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0253

うなぎ有本 名古屋市千種区 日岡町１－９ 飲食店 JS-0000-8025

酒肴や かと魚 名古屋市千種区 日岡町２－８－３　ｻﾝﾌﾀﾐ小林ﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2677

GATTO 名古屋市千種区 猫洞通２－１－１　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ猫洞第２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2015

懐石 八泉 名古屋市千種区 猫洞通４－３４　ﾍﾞﾙｸﾞﾚｲ K.I.　１Ｆ 飲食店 JS-0000-1600

ハートランド本山 名古屋市千種区 本山町２－６８　 飲食店 SL-2001-1283

焼肉一徳覚王山店 名古屋市千種区 末盛通１－１５－２　　 飲食店 ZN-0001-4239

QuellVie 名古屋市千種区 末盛通３－１５－１　ボックスハウス１Ｂ 飲食店 JS-0002-6489

GROWTHMOTOYAMA 名古屋市千種区 末盛通３－３０　マ・シャンブル富士２０１ 飲食店 JS-0002-7595

株式会社アンジュ 星ヶ丘店 名古屋市千種区 井上町７４－２　鈴幸西ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-2379

ラメール池下店 名古屋市千種区 覚王山通８－３５　　 ショッピング PK-0000-2136

ケンジハウスサンクレア店 2 名古屋市千種区 覚王山通８－７０－１　ｻﾝｸﾚｱ池下ﾋﾞﾙ３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2626

T．C 名古屋市千種区 覚王山通９－１５　カトウビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4599

京町屋覚王山店 名古屋市千種区 覚王山通９－１９－７　　 ショッピング PK-0000-1494

バルーンショップ BAP 名古屋市千種区 覚王山通９－３　 ショッピング SL-2000-5360

STAR EYES 名古屋市千種区 菊坂町３－４－１　Ｇハウスビル１Ｆ ショッピング JS-0004-0183

greengreen 名古屋市千種区 宮根台１－３－３　１Ｆ ショッピング JS-0001-6996

［HC］古出来ユアサ電気有限会社 名古屋市千種区 古出来３－４－３ ショッピング JS-0001-8345

patisserieInimitable 名古屋市千種区 向陽１－１２－３０　脇田ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-1375

純真堂 名古屋市千種区 高見１－１３－１５　ﾉｰｽｱﾍﾞﾆｭｰ１０３ ショッピング JS-0002-9449

ラメール千種店 名古屋市千種区 今池１－２５－５　　 ショッピング PK-0000-3137

TANAKA ジュエリー＆ウォッチ 今池本店 名古屋市千種区 今池４－２－４　 ショッピング SL-2000-3732

村松楽器販売名古屋店 名古屋市千種区 今池５－１－５　名古屋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ５Ｆ ショッピング JS-0004-9983

ココリ 名古屋市千種区 桜が丘１１　ソフィアビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9786

針金細工八百魚 名古屋市千種区 山門町１－１３　覚王山アパート 2 Ｆ ショッピング SL-2000-7572

sono 名古屋市千種区 山門町２－３９ ショッピング JS-0004-5046

クラウン 名古屋市千種区 山門町２－４４－１ ショッピング JS-0000-3087

クラウン 1 名古屋市千種区 山門町２－４４－１　　 ショッピング PK-0000-8646

ビーナトレーディング 名古屋市千種区 山門町２－５１ ショッピング JS-0005-3387

炭屋本舗覚王山本店 名古屋市千種区 山門町２－５１－３ ショッピング JS-0001-6551

はすの実雑貨店 名古屋市千種区 山門町２－５１－４ ショッピング JS-0005-4096

OU 名古屋市千種区 山門町２－５２ ショッピング JS-0000-1658

ディアンドディ 名古屋市千種区 四谷通１－２３　 アルファーランドビル１Ｆ ショッピング AD-0000-1135

ビバリーヒルズチキン 名古屋市千種区 四谷通１－８　ラ・フォーレ四ッ谷１Ｆ ショッピング JS-0002-1485

レトロカーム 名古屋市千種区 四谷通３－２４　ライフステージ四谷 ショッピング SL-2001-1025

アピアランスサポートセンターあいち 名古屋市千種区 鹿子殿３－３ ショッピング JS-0002-5498

フォートレス 名古屋市千種区 新西１－１－１３ ショッピング JS-0001-7613
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SOUS LE GUI 名古屋市千種区 新池町２－８　エスポア東山管理１Ｆ ショッピング JS-0000-8845

ヘルスポイント調剤薬局神田店 名古屋市千種区 神田町１９－１３　　 ショッピング PK-0000-5424

JUNKOS 名古屋市千種区 星ヶ丘２－３９－６　ヴィラカレッジ６　 ショッピング ZN-2000-7045

REONES 名古屋市千種区 星ヶ丘２－６０ ショッピング JS-0003-4031

Kitowa 名古屋市千種区 千種１－９－１９ ショッピング JS-0001-7528

アゲイン アゲイン 名古屋市千種区 千種通５－１３　　 ショッピング ZN-2000-0102

一味一笑 名古屋市千種区 大島町１－２０　１Ｆ ショッピング JS-0005-3645

リーワード 名古屋市千種区 池下１－３－８ ショッピング JS-0000-5621

ケンジハウス本店 1 名古屋市千種区 池下１－４－１５　泰明ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-1088

ラメール茶屋ヶ坂店 名古屋市千種区 茶屋坂通２－４０　　 ショッピング PK-0000-2851

atelierrei 名古屋市千種区 仲田２－１６－６　１Ｆ ショッピング JS-0002-1472

伊山靴修理店 名古屋市千種区 仲田２－１７－８ ショッピング JS-0000-1681

キラガ名古屋営業所 名古屋市千種区 唐山町１－６１－４０６　 ショッピング PK-0000-0029

京町屋本山店 名古屋市千種区 東山通１－３３－４　　 ショッピング PK-0000-2789

タックルショップ サニーディ 名古屋市千種区 東山通２－２ ショッピング JS-0004-5766

Olimpico 名古屋市千種区 東山通３－２７　小池ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7676

ラメール東山公園駅前店 名古屋市千種区 東山通４－１１－４　　 ショッピング PK-0000-2184

パークファーマシー東山 名古屋市千種区 東山通 5 －１０７－３ ショッピング JS-0005-8719

interlaken 名古屋市千種区 東山通５－３０－２　 ショッピング SL-2000-3786

愛知県精神医療センター病院売店 名古屋市千種区 徳川山町４－１－７ ショッピング JS-0005-3847

植村楽器 名古屋市千種区 内山１－１－１０ ショッピング JS-0005-1440

HauoliMahalo 名古屋店 名古屋市千種区 内山１－１５－４ ショッピング JS-0003-5838

ピグマリオン商會 名古屋市千種区 内山１－６－１１　 ショッピング SL-2000-5622

船橋オーディオセンター 名古屋市千種区 内山３－２６－１３　千種駅前ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3831

ラメール本山西店 名古屋市千種区 楠元町１－４３－１　　 ショッピング PK-0000-1661

ブリリアント 名古屋市千種区 日岡町２－２８－１　 ショッピング SL-2000-0686

カフェアヤム 名古屋市千種区 日和町３－３２ ショッピング JS-0005-1136

HeartRose 名古屋市千種区 猫洞通２－１７　三旺ﾏﾝｼｮﾝ第二猫洞１０３ ショッピング JS-0001-6732

美濃忠 平和公園店 名古屋市千種区 猫洞通２－２２ ショッピング JS-0003-3196

その灯ぐらし猫洞店 名古屋市千種区 猫洞通３－８　猫洞センタービル１Ｆ ショッピング JS-0002-9944

toidesigns 名古屋市千種区 猫洞通３－８　猫洞センタービル１Ｆ ショッピング JS-0004-5307

マチマチ 名古屋市千種区 猫洞通５－２９－１ ショッピング JS-0000-7314

ビッグヴィジョン 名古屋千種店 名古屋市千種区 姫池通１－１３－１　 ショッピング SL-2001-1810

odd．optical 名古屋市千種区 姫池通２－２－３　第二小山ビル１０２ ショッピング JS-0003-0046

和諷瑠 名古屋市千種区 姫池通２－２６－５ ショッピング JS-0003-2874

蝉丸 名古屋市千種区 本山町２－６５－３ ショッピング JS-0003-7112

木のおもちゃ専門店遊ぼ 名古屋市千種区 末盛通１－１８　覚王ハイツ１Ｆ ショッピング JS-0001-3680

MARGARET 名古屋市千種区 末盛通１－３　ハイツサンピア１Ｆ ショッピング JS-0005-2978

おこめのつぼい 名古屋市千種区 末盛通４－１０ ショッピング JS-0005-9896

kokokaraHairhoshigao 名古屋市千種区 井上町１１３　星ケ丘中央ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0743

フィジカルバランスラボ 名古屋市千種区 井上町１１７　井上協栄ビル２Ｆ サービス JS-0001-7712

ha′な hair 名古屋市千種区 井上町７７ サービス JS-0004-7372

ぐんじ治療院 名古屋市千種区 覚王山通８－３１－１　滝ビル３Ｆ サービス JS-0002-3663

BATON 名古屋市千種区 京命１－９－９　WINGCK ビル１Ｆ サービス JS-0005-0199
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グリーンパーク 名古屋市千種区 月見坂町１－２３－１　マイム月見坂 サービス SL-2000-1669

HAIRMAKEGENTE 名古屋市千種区 向陽１－１１－１４　池下ホームズ１Ｆ　 サービス ZN-0003-0713

カリッタ名古屋セントラルガーデン 名古屋市千種区 高見２－２－４３ サービス JS-0000-8486

ほぐし庵 名古屋市千種区 今池１－２－５ サービス JS-0004-0852

自然の薬箱ボディケアルーム 名古屋市千種区 今池１－２－７ サービス SL-2001-0794

パークファーマシー今池 名古屋市千種区 今池１－８－８　今池ガスビル１Ｆ サービス JS-0003-8890

a．r 名古屋市千種区 今池５－１６－２８　ｻﾝﾊﾟｰｸ今池２　１Ｆ サービス JS-0003-2584

リーフ整体院 名古屋市千種区 今池５－２－５　第２マルワビル２Ｆ サービス JS-0004-2542

Sunnyhair 名古屋市千種区 今池南２９－２３　扶桑ハイツ２０１　 サービス ZN-0003-0715

リンリン 星が丘店 名古屋市千種区 桜が丘１１－１２　 サービス OT-0000-0280

nailsaloncaso 名古屋市千種区 山門町２－６７　ナビオ覚王山２－Ｂ サービス JS-0003-2168

hairsalonLISALISA 名古屋市千種区 四谷通１－１２　ZAZ ビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0088

もとやま薬局 名古屋市千種区 四谷通１－１３　ノア四ツ谷２Ｆ サービス JS-0003-1839

本山整体サロン 名古屋市千種区 四谷通１－２３　ｱﾙﾌｧﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙＢ１F サービス PK-0000-9163

cherry  eye 名古屋市千種区 自由ケ丘２－１０－１７　啓周ﾋﾞﾙ４０８ サービス SL-2000-7407

アイリーネイル自由ヶ丘店 名古屋市千種区 鹿子殿３－３　１Ｆ サービス JS-0004-1052

Any 名古屋市千種区 若水３－１３－５ サービス JS-0001-3106

PuttiHair 名古屋市千種区 春岡１－４－２４　ﾗﾎﾟｰﾙﾆｭｰ池下１Ｆ サービス JS-0001-2960

LIMY 名古屋市千種区 春里町４－２０－３　ウェルネス１Ｆ サービス JS-0002-6994

M’sGarden 名古屋市千種区 松軒２－１２－９ サービス JS-0000-5347

スタジオ ノーブレム 名古屋市千種区 新池町４－５９　ホーメスト東山１Ｆ サービス JS-0003-3684

サンヒル 名古屋市千種区 吹上１－１－２　　 サービス PK-0000-4719

COCO 星ヶ丘店 名古屋市千種区 星が丘元町１５－２１　第二ことひらビル５Ｆ サービス JS-0003-4990

MIRO JANE 名古屋市千種区 千種３－２９－８　ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ吹上１Ｆ サービス JS-0002-9782

Vitamin Hair 名古屋市千種区 千種通７－２３　ラピアス吹上１Ｆ　 サービス SL-2000-7450

リリー・クレスト 名古屋市千種区 池下１－３－７ サービス JS-0003-8887

てらじま 名古屋市千種区 池下１－３－９　みずのビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7289

ニコニコレンタカー名古屋池下店 名古屋市千種区 池下１－９－１０　橋本ビル２Ｆ サービス JS-0002-1430

to － Ra 名古屋市千種区 池下町２－１８　長坂ビル２Ｆ サービス JS-0001-5355

TERADA 名古屋市千種区 茶屋が坂１－２１－９ サービス JS-0000-9070

ZEHRA 名古屋市千種区 仲田２－１９－８　サンシャイン１Ｆ サービス JS-0004-5000

ジルダールギャラリー 名古屋市千種区 仲田２－２－６ サービス JS-0002-1403

avanti 名古屋市千種区 東山通１－２１　ピアン本山２Ｆ サービス JS-0000-3059

Sola nail 名古屋市千種区 東山通３－２６　ハイネス東山１Ｆ サービス JS-0005-9891

ピュアネイル＆オンディーヌ 名古屋市千種区 東山通５－１１３　オークラビル３Ｆ サービス SL-2000-2810

Face．M 名古屋市千種区 東山通５－１１３　オークラビル４Ｆ サービス JS-0003-3821

HIRONOhigashiyama 名古屋市千種区 東山通５－５－１　ﾙﾐﾅｰﾚ東山公園１Ｆ　 サービス ZN-2000-5437

noie 名古屋市千種区 内山１－１７－７　カーサ桜１Ｆ サービス JS-0002-7778

My Fair Lady 名古屋市千種区 内山３－１０－１２　今池堂ビル４Ｆ サービス JS-0004-2332

BeautySalon WinWin 名古屋市千種区 内山３－１３－１２　シャンボール千種１Ｆ サービス JS-0001-0789

K ＆ T ボディケア ROOM 名古屋市千種区 内山３－３３－１５　志水ビル３Ａ　 サービス PK-0000-3067

Secret Eye 本山店 名古屋市千種区 楠元町２－６５－５　富士ビル１０２ サービス JS-0004-0579

CHAINON 名古屋市千種区 猫洞通４－３４　ﾍﾞﾙｸﾞﾚｲ K.I.　１Ｆ サービス JS-0005-3233

Hairconciel μ＋ muon 名古屋市千種区 姫池通３－２４－２ サービス JS-0005-8385
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加盟店名 所在地 ジャンル

HAIR DESIGN O’HUI 名古屋市千種区 豊年町１４－１３　クリーンビル１Ｆ サービス JS-0004-3317

UNIDESIGN 名古屋市千種区 末盛通１－２－２　川津ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0085

VOGUE 名古屋市千種区 末盛通１－２７　第３４プロスパー覚王山 サービス JS-0004-0932

alkali 名古屋市千種区 末盛通３－４１－１ サービス JS-0005-4759

Tesora 治療院 名古屋市千種区 末盛通４－１０　本山ウエスト サービス JS-0005-4202

SHAPE 名古屋市千種区 末盛通５－２７　シャトル本山１Ｆ　 サービス ZN-0002-7290

ハロービューティ 名古屋市千種区 覚王山通８－３４－１１１　 その他 SL-2000-2557

自然の薬箱漢方相談薬局 名古屋市千種区 今池１－２－７ その他 SL-2001-0792

カギの救急車今池 名古屋市千種区 今池４－１６－２３　三和ビル１Ｆ その他 SL-2000-9513

フォルムアイ 名古屋店 名古屋市千種区 今池５－３１－８　 その他 SL-2000-4956

和の WA 名古屋市千種区 四谷通１－１７　四谷インプレスＢ１Ｆ その他 SL-2000-8063

日本料理  和楽 名古屋市千種区 日岡町１－４－１ その他 SL-2000-7504

フレンチブルドッグ・ニーシュ 名古屋市千種区 日岡町２－４ その他 JS-0000-6554


