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［岡崎市／豊川市／豊田市］

加盟店名 所在地 ジャンル

Barbe 岡崎市 井ノ口新町３－１０　ラフ１０３ 飲食店 JS-0002-7124

焼肉 まるえん 岡崎市 井田新町３－２９ 飲食店 JS-0004-3695

Chou chou 岡崎市 井田新町４－３　平安ビル 飲食店 JS-0004-7156

魚菜屋樞 岡崎市 井田新町５－１６　　 飲食店 ZN-0002-0486

焼肉レストラン 生弘園 岡崎市 井田西町３－７ 飲食店 JS-0002-2816

懐食しばた 岡崎市 井田町１－３４　　 飲食店 PK-0000-0958

kaya 岡崎市 井田南町１－１５ 飲食店 JS-0004-7120

chibi 岡崎市 井田南町１２－５ 飲食店 JS-0002-6714

森羅万象 岡崎市 井田南町１－９　２０１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2124

しゃぶしゃぶステーキ桂 岡崎市 井田南町１－９　２０１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-3193

Entree 岡崎市 井田南町３－５ 飲食店 JS-0001-5730

焼肉泰 岡崎市 稲熊町１－１１３ 飲食店 JS-0002-5935

駅 岡崎市 稲熊町８－１１１－１　　 飲食店 ZN-2000-4002

鉄板焼ムササビ 岡崎市 稲熊町８－１７－１　マンション巴１０２ 飲食店 JS-0002-5413

ふぐ・四季料理しばた 岡崎市 稲熊町字６－５５ 飲食店 JS-0000-6638

厚切りニクバル BLUE BEAR 岡崎市 羽根西１－６－２　 飲食店 SL-2000-9310

浜焼太郎 岡崎駅前店 岡崎市 羽根西２－７－１４ 飲食店 JS-0002-8115

YOROKOBI 岡崎市 羽根町東荒子４１－８ 飲食店 JS-0004-1381

地酒・本格焼酎と旬彩料理このみ 岡崎市 羽根町東荒子５９－１　環ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8678

懐食想酒 癒玄屋 岡崎市 羽根東町１－１－５ 飲食店 JS-0000-3280

ステーキハウス カンビオ 岡崎市 羽根北町４－３－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4556

蘭 岡崎市 鴨田町山ノ圦５６－１　花笑ビルルシア 飲食店 JS-0004-8826

結 岡崎市 鴨田町山ノ圦５６－１　花笑ビルルシアＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-7406

琉球キッチン かりゆし 岡崎市 錦町４－３ 飲食店 JS-0004-1890

食酒処しば田 岡崎市 錦町９－３　柴田ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2646

イタリアン食堂 Coraggio 岡崎市 戸崎町字榎ヶ坪２６　グラシオン仁大１Ｆ 飲食店 JS-0005-7389

中国料理天華 岡崎市 広幡町１－２ 飲食店 JS-0005-3073

Selene 岡崎市 康生通西２－１３－２ 飲食店 JS-0002-5265

食堂こなん 岡崎市 康生通東２－４１　昴ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2098

さかな八百弥 岡崎市 康生通南２－３１ 飲食店 JS-0002-5225

YOUR TABLE 岡崎市 高隆寺町峠１ 飲食店 JS-0005-8914

bistrot Ao 岡崎市 材木町１－２２　アクロスビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-2042

The Smokers 岡崎市 材木町１－２３　コメルス１１Ｆ 飲食店 JS-0004-6911

ZIPANG 岡崎市 材木町１－３４　SHIPUE ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-0430

城北飯店 岡崎市 材木町８２ 飲食店 JS-0002-2758

第二三嶋寿司昭和店 岡崎市 昭和町字薬師６－１　　 飲食店 PK-0000-5473

中華料理同源 本店 岡崎市 昭和町落合１６－１ 飲食店 JS-0004-5349

UTUTU 岡崎市 松本町１－３４ 飲食店 JS-0003-0731

炉端でほっこり ゆげや 岡崎市 上地３－９－３０ 飲食店 JS-0005-1464

いきなりステーキ　岡崎上和田店 岡崎市 上和田町南天白２１－２　飲食Ｄ区画（ｴﾙｴﾙﾀｳﾝ駐車場内） 飲食店 JS-0004-6264

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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味鶏屋 岡崎市 上和田町南天白２７－１ 飲食店 JS-0003-0709

海鮮和食うお翔 岡崎市 上和田町北天白２３－２ 飲食店 JS-0000-5676

食彩酒家雨花 岡崎市 真宮町３－１３　天野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2334

すし人三篤 岡崎市 針崎町東カンジ３６－４５ 飲食店 JS-0002-4141

庵－ Iori － 岡崎市 赤渋町字蔵西１８－１　　 飲食店 PK-0000-0355

庵－ Iori － 2 岡崎市 赤渋町字蔵西１８－１　　 飲食店 PK-0000-1507

フローラ 岡崎市 大門２－６－１ 飲食店 JS-0000-4135

焼肉 吉粋亭 岡崎市 柱曙３－７－１２　加納ビル南２Ｆ 飲食店 JS-0003-2977

レストランバー スイッチバック 岡崎市 柱町上荒子８－３　ＮＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0691

いちゃりばちょーでー 岡崎市 柱町上荒子８－３　ＮＳビル３－Ｃ 飲食店 JS-0003-7368

旬彩きっちんかつら 岡崎市 唐沢町１－１９－２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5677

Jugem 岡崎市 洞町西五位原１－１ 飲食店 JS-0000-9087

趣庵 岡崎市 洞町白羽根５３－３ 飲食店 JS-0002-2631

天毬 岡崎市 南明大寺町１－１９ 飲食店 JS-0000-7722

街屋豚串専門とんとん 岡崎市 南明大寺町２－１９ 飲食店 JS-0002-3875

炭火焼肉しょうえん 岡崎市 南明大寺町７－６　　 飲食店 ZN-2000-4393

アンジュ 岡崎市 日名南町２０－７ 飲食店 JS-0001-5211

焼肉和吟 岡崎市 八帖北町３２－９ 飲食店 JS-0005-7457

海鮮 なごみ屋 岡崎市 法性寺町荒子４４ 飲食店 JS-0001-0959

アホヤネン本店 岡崎市 牧御堂町油田３２　　 飲食店 ZN-0002-0503

アホヤネン中庭店 岡崎市 牧御堂町油田３２　　 飲食店 ZN-0002-0504

かみ谷 すしダイニング 岡崎市 本宿茜１－２－１ 飲食店 JS-0000-8653

酒菜巧房吉左右 岡崎市 明大寺町寺東７－７ 飲食店 JS-0002-2574

和風創作ダイニング明匠 岡崎市 明大寺町耳取５８－１ 飲食店 JS-0001-6097

Rocky Champ 岡崎市 明大寺町耳取６０ 飲食店 JS-0005-6800

キッチン＆カフェバー GLOBAL 岡崎市 明大寺町耳取９５－２ 飲食店 JS-0000-8325

生簀炉ばた源喜 岡崎市 明大寺町西郷中３４　早川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7993

くいしん坊 岡崎市 明大寺町川端１３　東海ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6868

アホやねん東岡崎店 岡崎市 明大寺町川端６　大関ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0505

天ぷら酒場 KITSUNE 岡崎店 岡崎市 明大寺本町１－８－１　万平ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0254

藁家 88 岡崎市 明大寺本町４－１－２ 飲食店 JS-0004-5252

アメリカ 岡崎市 明大寺本町４－１４太田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8919

芋んちゅ東岡崎店 岡崎市 明大寺本町４－１８ 飲食店 JS-0004-5246

御用鮨 岡崎市 明大寺本町４－１９ 飲食店 JS-0000-7220

木村屋岡崎店 岡崎市 明大寺本町４－２ 飲食店 JS-0003-0009

十四郎 東岡崎店 岡崎市 明大寺本町４－２７－２ 飲食店 JS-0005-1379

英国パブ クォーターズ 岡崎市 明大寺本町４－２９　ＳＰビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-2813

メリケンサカナ 岡崎 岡崎市 明大寺本町４－３５　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8906

メリケン 東岡崎 岡崎市 明大寺本町４－４２－１ 飲食店 JS-0005-8927

龍のおとし子 岡崎市 明大寺本町４－４８　グロリアウエストビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6101

炭焼炉ばた源喜 東岡崎店 岡崎市 明大寺本町４－４８　グロリアウエストビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7981

安芸路 岡崎市 明大寺本町４－５７ 飲食店 JS-0000-1971

はせ川 岡崎本店 岡崎市 明大寺本町４－９ 飲食店 JS-0005-8347

とんかつのツヅキ 岡崎市 矢作町馬乗１１７－２　　 飲食店 PK-0000-6491
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豚とん亭 岡崎市 薮田１－１７－１４ 飲食店 JS-0004-4768

うまいもん酒場我夢酒楽 岡崎市 緑丘２－２－９ 飲食店 JS-0000-5861

ChezTOMO 岡崎市 六名３－１－１２ 飲食店 JS-0001-4932

近代和食 牡蠣 しみず 岡崎市 六名本町１０－２　 飲食店 SL-2000-3499

永田畳店 岡崎市 伊賀町２－６ ショッピング JS-0002-0296

葵クリーニング 岡崎市 井田町４－８６　　 ショッピング PK-0000-7940

株式会社ピース 岡崎市 稲熊町８－２１８ ショッピング JS-0002-3915

SUNFAST 岡崎店 岡崎市 稲熊町８－５１－１　　 ショッピング ZN-0002-2872

グルマン リキ 岡崎市 羽根町字北ノ郷７６－５ ショッピング JS-0005-0765

大空のくも 岡崎市 羽根町小豆坂２－３ ショッピング JS-0005-5835

岡崎ウィングタウンシューラルー 岡崎市 羽根町小豆坂３　　 ショッピング ZN-0002-4237

天然石 sakura 岡崎市 羽根町小豆坂３　ウイングタウン１Ｆ ショッピング JS-0005-0753

天然石 sakura 岡崎市 羽根町小豆坂３　ウイングタウン１Ｆ ショッピング JS-0005-7793

ChouChou × SUPER SEVEN MARKET ウイングタウン店 岡崎市 羽根町小豆坂３　ウイングタウン１Ｆ　 ショッピング SL-2001-0673

Relazation Hairsalon Kilari 岡崎市 羽根町東荒子８５－９　 ショッピング SL-2000-5880

あいさぽ岡崎店 岡崎市 羽根北町２－１－１３　橘ビル２Ｆ－Ａ ショッピング JS-0001-6624

サーフショップ ジャンカー 岡崎市 下三ツ木町薬師２－２ ショッピング JS-0000-0859

Ito Motors 岡崎市 鴨田町山ノ圦４７　 ショッピング SL-2000-2598

葵クリーニングエクボ大樹寺店 岡崎市 鴨田本町４－１１　　 ショッピング PK-0000-5447

ハッピーブレッシング 岡崎市 橋目町竹之内５４－１　Ｋオフィス１０１ ショッピング JS-0000-8523

アートゆう 岡崎市 戸崎町越舞２６－１　 ショッピング SL-2000-2338

三州屋 岡崎市 康生町３４８ ショッピング JS-0003-3249

ChouChou シビコ本店 岡崎市 康生通西２－２０－２　 ショッピング SL-2001-0672

レイクアルスター＆キフィー 1 岡崎市 康生通西２－２０－２　シビコ１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8256

nadja homme 岡崎市 康生通西３－１　 ショッピング SL-2000-4903

小野印房 岡崎市 康生通東１－２２ ショッピング JS-0002-2858

青木薬局 岡崎市 庄司田２－６－１ ショッピング JS-0000-5560

BOUTIQUE MASAKO 岡崎市 上地３－１７－３　 ショッピング SL-2000-0670

BaseEXCHANGE 岡崎市 上里２－１－１７　 ショッピング SL-2000-0270

リサイクルマート岡崎エルエルタウン店 岡崎市 上和田町南天白５－１ ショッピング JS-0005-0450

岡崎ベースキャンプ 岡崎市 新堀町東小平田１５－１ ショッピング JS-0002-4035

H．Y．SCARS 岡崎市 大樹寺３－１６－２２ ショッピング JS-0001-8074

ファミリーファッションいちかわヒラク店 岡崎市 大平町西上野１０７ ショッピング JS-0000-2398

ナイスマーク 岡崎市 大平町沢添４８　　 ショッピング ZN-0002-2952

CRUNK 岡崎市 大平町天神前９－１ ショッピング JS-0000-9149

ハンコーズ 岡崎市 大門５－２３－５ ショッピング JS-0005-7358

エズメラルダ スガヌマ 岡崎市 伝馬通１－５１ ショッピング JS-0000-0503

市川メガネ 岡崎市 伝馬通２－３０　　 ショッピング ZN-2000-5278

一心堂印房 岡崎市 伝馬通２－５３ ショッピング JS-0002-2792

3KSAN － KEI 岡崎市 渡町薬師畔３６－１ ショッピング JS-0002-9472

山本でんき 岡崎市 堂前町２－７－７ ショッピング JS-0004-5701

はな職人 東店 岡崎市 洞町宮ノ腰１６－２　 ショッピング SL-2000-1804

シバジ 岡崎市 能見町１３２ ショッピング JS-0005-4412

五万石家具総本店 岡崎市 能見通２－３ ショッピング JS-0000-4016
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しずくや 岡崎市 八帖北町２７－２　江山ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-3101

益冨タイヤ商会 岡崎市 八帖北町８－１ ショッピング JS-0003-3328

生活再良品館 岡崎市 牧御堂町油田２７ ショッピング JS-0003-9432

ディープラス岡崎 248 岡崎市 末広町４－１１ ショッピング JS-0003-6823

ケーキ空間 カントリークリスマス 岡崎市 明大寺町大圦１－３５　問屋団地内 ショッピング JS-0000-2087

大蔵屋 岡崎市 薮田１－３－６ ショッピング JS-0002-9815

カルジーナ 岡崎市 竜泉寺町間峯ケ平５２ ショッピング JS-0000-3188

ブティック リモージュ 岡崎市 竜美北２－１－６　 ショッピング SL-2000-4082

サイクルぴっとイノウエ岡崎店 岡崎市 緑丘２－１－４ ショッピング JS-0005-7369

おおがや 岡崎市 連尺通１－４ ショッピング SL-2000-9605

正長刃物店 岡崎市 連尺通１－７ ショッピング JS-0005-6435

竹田屋漆器店 岡崎市 連尺通１－８ ショッピング JS-0000-6776

ローゼンモンターク 岡崎市 連尺通２－９ ショッピング JS-0001-1544

株式会社六名米穀店 岡崎市 六名３－４－１１ ショッピング AL-0000-0043

アーク岡崎店 岡崎市 六名南２－４－２２　服部ビル　　 ショッピング ZN-0002-6780

ペンズアレイ 岡崎市 籠田町３６ ショッピング JS-0003-2631

I ＆ I 岡崎市 葵町１－２　サンライズ深津１０１ サービス JS-0002-9879

ホワイト急便伊賀店 岡崎市 伊賀町３－２２ サービス JS-0005-7309

Hair ＆ Beauty theF 岡崎北店 岡崎市 井ノ口新町３－１０ サービス JS-0004-7599

Ando Motor Service 岡崎市 井田新町９－１５ サービス JS-0003-4532

ヘアーミュゼ 岡崎市 井田町１－２３ サービス JS-0001-3031

スタジオホワイトルーム 岡崎市 井田町南７８番地 サービス JS-0002-2646

アンクネイル 岡崎市 井内町上堤１３－１ サービス JS-0004-6699

ViVi 岡崎店 岡崎市 稲熊町５－７４－３ サービス JS-0001-7485

美容室 ネオルージュ 岡崎市 稲熊町大岡作３８　 サービス SL-2000-0107

Hair ＆ Beauty theB 岡崎店 岡崎市 羽根町鰻池２２７－２ サービス JS-0004-7593

Eyelash ＆ Beauty theB 岡崎市 羽根町鰻池２２７－２ サービス JS-0004-7600

HAIR CLEATECLEAR due 岡崎市 羽根町若宮１０－１ サービス JS-0000-6555

パシィフィック 岡崎市 羽根町小豆坂２０６－１ サービス JS-0005-6188

Divana ＿ hair 岡崎市 岡町東野々宮３５－１　イーストスクエア１０３号 サービス SL-2000-3086

T － OFFICE 岡崎市 下青野町太田川原３－１ サービス JS-0004-0053

bloom 岡崎市 丸山町上ノ野４番地 サービス JS-0003-8533

CarServiceCOSMIC 岡崎市 橋目町新屋敷５２－３ サービス JS-0002-0509

HAIR CREATE CLEAR 岡崎市 錦町９－１０ サービス JS-0000-1738

EXCESS インター店 岡崎市 欠町河原田１７番地１ サービス JS-0002-0654

Hair ＆ EstheAquaJ 岡崎市 欠町字金谷４　　 サービス PK-0000-4641

MY hair design 岡崎市 欠町字清水田２０－２５　 サービス SL-2001-0491

hair ROONEE 岡崎市 戸崎町池下８－７ サービス JS-0000-9123

LOVEOASIS 岡崎市 材木町１－２２　アクロスビル２Ｆ サービス JS-0002-3575

RADIALL 岡崎市 材木町１－２８　１Ｆ サービス JS-0002-4051

lilto 岡崎市 若松東１－９－２４ サービス JS-0001-5038

M J 岡崎市 小針町神田４６－３ サービス JS-0000-9779

バーバーケセラセラ 岡崎市 庄司田３－１－１０ サービス SL-2000-7904

岡崎ふたば接骨院 岡崎市 庄司田３－１－７ サービス JS-0003-3058
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CALME 岡崎市 松本町４２－８０　　 サービス PK-0000-5286

G．S．AUTO 岡崎市 上地１－１３－１７ サービス JS-0001-8456

美容室ルミノ 岡崎市 上地町赤菱２８－１ サービス JS-0000-5279

La etoile 岡崎市 上六名４－４－１ サービス JS-0001-4536

株式会社 CRYSTAL － LINE 岡崎市 上和田町北屋敷１ サービス JS-0002-0972

美容室ピュアルージュ 岡崎市 石神町１－２　愛石ビル１Ｆ サービス JS-0005-9640

atomic 岡崎市 赤渋町上郷中１２ サービス JS-0001-0639

おおたけクリーニング岡崎大樹寺店 岡崎市 大樹寺３－１９－３ サービス JS-0004-3278

ミュゼ大西店 岡崎市 大西３－３－１ サービス JS-0000-6601

株式会社 NONIDEL 岡崎市 大平町瓦屋前５４－１０ サービス JS-0003-8143

MT サロン岡崎大平店 岡崎市 大平町中天２１－２２ サービス SL-2000-4827

ヘア・エステハウス グローリィ 岡崎市 大門２－１－１９ サービス JS-0000-0770

ネイルサロンアリュール 岡崎市 大門４－１６－８　　 サービス PK-0000-3046

四ツ葉鍼灸接骨院 岡崎市 大門５－１－１５ サービス JS-0001-1935

ホワイト急便大門工場前店 岡崎市 大門５－２２－２ サービス JS-0005-6061

LITTLE BEACH 岡崎市 大和町字西六反５７－１　 サービス SL-2000-2148

Hair Et， Moi 岡崎市 中島町井龍２０－４ サービス JS-0005-6358

ヘアーステーションアサオカ 岡崎市 中島町中道４－１　　 サービス ZN-2000-4654

ホワイト急便柱店 岡崎市 柱４－６－９ サービス JS-0005-6039

AGLAIAHair 岡崎市 柱曙１－３－９ サービス JS-0000-2146

ミュゼ柱店 岡崎市 柱曙２－８－１２ サービス JS-0000-6604

hair ＆ spaceBook 岡崎市 堂前町１－１１０－１７ サービス JS-0001-4334

有限会社ジップオート 岡崎市 日名本町１４－１１ サービス JS-0003-7804

ホワイト急便美合新町店 岡崎市 美合新町５３－１７ サービス JS-0005-7301

おおたけクリーニング岡崎美合店 岡崎市 美合町入込８－２ サービス JS-0004-3267

HAIR aim 岡崎市 百々西町２－８　 サービス SL-2000-0183

aimable 岡崎店 岡崎市 百々西町６－６　１０７ビル２Ｆ サービス JS-0001-3756

おおたけクリーニング岡崎百々店 岡崎市 百々町川田１５ サービス JS-0004-3270

d － style 岡崎市 福岡町東後田１９－３　ローズガーデン１０１　 サービス ZN-0002-7456

ホワイト急便法性寺店 岡崎市 法性寺町字猿待４４－３ サービス JS-0005-6124

ActioNhair 岡崎市 法性寺町柳之内２０－１ サービス JS-0001-6727

おおたけクリーニング岡崎牧御堂店 岡崎市 牧御堂町水洗３７ サービス JS-0004-3271

lea  Hair 岡崎市 本町通２－９－１ サービス SL-2000-1613

アトリエラ・シェール 岡崎市 蓑川新町３－６－９ サービス JS-0005-2552

un jour 岡崎市 明大寺町西郷中３９－１５ サービス JS-0001-0754

SmileHair 岡崎市 矢作町切戸１１ サービス JS-0000-3979

ホワイト急便竜美南店 岡崎市 竜美南４－１－１６ サービス JS-0005-6037

ホワイト急便岡崎緑丘店 岡崎市 緑丘２－２－５ サービス JS-0005-7246

ハチスカ 岡崎市 葵町９－６　 その他 SL-2001-0366

アメリカンラビット専門店 うさぎの丘 岡崎市 井田町鎌研３８ その他 SL-2000-6056

渡辺石材店 岡崎市 稲熊町赤松１０－２　 その他 SL-2000-7351

リサイクルフカツ岡崎南店 岡崎市 戸崎町越舞１１－４　 その他 SL-2000-7223

大正庵釜春 本店 岡崎市 中岡崎町６－９　 その他 SL-2000-2622

山田屋庄九郎 岡崎市 能見町１２７ その他 SL-2000-7686
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中国料理清龍 豊川市 一宮町社３８　　 飲食店 PK-0000-4135

あるる 豊川市 一宮町上新切５１４ー１ 飲食店 SL-2000-0387

旬和風食彩さとう 豊川市 駅前通４－３１－１ 飲食店 JS-0000-5671

ブラザータコス 豊川市 幸町３１ 飲食店 JS-0005-5214

呑みやこころ勢 豊川市 松久町１－５０－１　　 飲食店 PK-0000-1041

いざかや OHANA 豊川市 諏訪２－４６　フジビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4377

なまはげ 豊川市 諏訪３－３０２　プリオ２ 飲食店 JS-0002-9797

三河きんぼし 豊川市 諏訪３－８７　丸十ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8668

イタリアダイニング＆バー Nello 豊川市 諏訪４－２５９　豊川一番ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5364

京町屋おでんのゆう三 豊川市 西本町１２－１ 飲食店 JS-0001-7089

居酒屋まるこ 豊川市 西本町４３ 飲食店 JS-0005-8218

炭焼きワイン食堂 Brace 豊川市 八幡町下天王９８ 飲食店 ZN-0002-0494

夕やけ横丁三丁目豊川店 豊川市 豊川栄町２５　　 飲食店 ZN-0002-0507

まくぞう 豊川市 豊川栄町６２ 飲食店 JS-0004-2685

STEAKHOUSEUMEMURA 豊川市 野口町新屋敷７７－４　　 飲食店 ZN-0002-0415

ファミリ衣タウンイマイズミ一宮店 豊川市 一宮町泉７６　　 ショッピング ZN-0002-4628

マサキクリーニング　御油店 豊川市 御油町堺畑１３　ヤマナガ御油店内　 ショッピング PK-0000-8035

HARAMURA 豊川市 高見町２－８ ショッピング JS-0001-8483

SPROOF 豊川市 山道町２－６４－１ ショッピング JS-0001-3705

SUGAR DUMPLING 豊川市 寿通１－５０－１　コーポ俊１号 ショッピング JS-0005-9631

シューズショップイシハラ 豊川市 新栄町３－４４　　 ショッピング ZN-0002-5984

analog ／ tool 豊川市 新桜町通１－３－２ ショッピング JS-0004-1789

サンクグラン 豊川市 新桜町通２－６－１　 ショッピング SL-2000-7084

ばいく倉庫 豊川市 新豊町１－２８ ショッピング JS-0000-9141

メガネの杉浦 豊川市 諏訪２－２５１ ショッピング JS-0000-9529

ブティック Zest 豊川市 諏訪２－２９４　丸田屋スワビル ショッピング JS-0000-3521

Select Shop Canvas 豊川市 諏訪３－１３　中尾ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0524

マサキクリーニング　プリオ店 豊川市 諏訪３－１３３　プリオ店内　　 ショッピング PK-0000-8039

車留満 音羽店 豊川市 赤坂町丁田１１０－２ ショッピング JS-0004-6623

Flower shop 花坊 豊川市 千歳通１－１８－２　 ショッピング SL-2000-1807

リリーフ 豊川市 千歳通２－１６－１　　 ショッピング PK-0000-4181

有限会社三絵 豊川市 蔵子２－１０－３　　 ショッピング ZN-0002-4624

EXOTICFASHION 豊川市 蔵子６－１２－１１ ショッピング JS-0001-1920

Eh － Mu － Nah Salon 豊川市 蔵子６－１２－１１ ショッピング JS-0002-1230

大林鞄製作所 豊川市 蔵子６－４－７　 ショッピング SL-2000-5260

レジーナビアンカ 豊川市 中央通５－５４ ショッピング JS-0002-1003

すみれ 豊川市 南大通４－７ ショッピング JS-0005-8439

玄気 豊川市 八幡町鐘鋳場２４７ ショッピング JS-0005-6142

FOXMOTORS 豊川市 本野ヶ原１－２２１ ショッピング JS-0001-4725

三輪屋ギフト館 豊川市 本野ヶ原２－４５ ショッピング JS-0005-6929

ペットサロン ハッピーグラス 豊川市 伊奈町新屋１９６－４ サービス SL-2000-1851

LeR Unevie 豊川市 一宮町泉３６ サービス JS-0003-3886

ヘアクラフト 豊川市 駅前通３－３１ サービス JS-0004-8235

NailSalonK － ING 豊川市 駅前通４－４２ サービス JS-0004-0497
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LeR 豊川市 牛久保駅通４－１２－３ サービス JS-0003-3883

hair ＆ makekokua 豊川市 金塚町２－１０　タワーロイヤル１０５ サービス JS-0001-3690

美容室 reveil 豊川市 御油町西井領８－４ サービス JS-0000-5021

ラズファクトリー 豊川市 国府町上坊入１７－５　　 サービス PK-0000-0218

SPA LA 豊川市 佐奈川町２４ サービス JS-0005-5525

hair ＆ codeLUKEfree 豊川店 豊川市 桜木通４－２３－１　ﾄﾞﾘﾝｸﾋﾞﾙ桜木１－Ｅ　 サービス ZN-2000-4899

観空治療院 豊川市 宿町佐平山５２－１ サービス JS-0004-6186

ガッツレンタカー豊川店 豊川市 諏訪３－１４０　リーウェイビル１Ｆ サービス JS-0004-2175

愛動物病院 豊川市 諏訪西町２－２３９－２ サービス JS-0001-6328

Ai － neygrace 店 豊川市 千歳通２－２０－１　　 サービス ZN-2000-7491

Lietto HAIR DESIGN 豊川市 千歳通４－１８－１０　アイレクステラス内 サービス JS-0004-0349

car ＆ bike　オールスピード 豊川市 谷川町中道１５８　　 サービス PK-0000-7645

LUCIDO STYLE LeR 豊川市 南大通５－５０－１ サービス JS-0003-3885

LeR ames 豊川市 馬場町上石畑１４ サービス JS-0003-3887

BRAZILIANCREATION 豊川市 牧野町２－２０ サービス JS-0001-8885

Bicycleshop 自転車道 豊川市 末広通１－３２　ロワビルマンション１Ｆ　 サービス ZN-0002-6461

トヨカワアクアズ 豊川市 伊奈町新町４０－５ その他 JS-0004-6833

株式会社カンナヤ 豊川市 駅前通４－１０ その他 SL-2000-7788

みず穂調剤薬局 豊川市 新豊町１－７２ その他 SL-2000-4706

ペットショップ D’s 豊川市 馬場町松下６０ その他 JS-0003-5114

うなぎの三河 豊田市 羽布町鬼ノ平１－１６ 飲食店 SL-2000-2963

赤から豊田 2 号店 豊田市 永覚新町４－８８ 飲食店 JS-0000-2975

鮨・和食だるまかきもと 豊田市 柿本町７－６０－１　　 飲食店 PK-0000-0318

炭火焼肉 炭咲 豊田市 丸山町４－３－１０７ 飲食店 SL-2000-2922

VEGEBIRD 豊田市 喜多町２－９５　やまくらビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3390

朧月豊田キタ町店 豊田市 喜多町３－５８　柏屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0497

割烹 ゆすら 豊田市 喜多町４－２８　豊田プレステージホテル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1523

モグモグキッチン 豊田市 久木町北伴上貝戸５－１　 飲食店 SL-2001-0919

清鮨 豊田市 月見町２－１－１　 飲食店 SL-2000-3720

韓家 サランバン 豊田市 元宮町６－３０－１　 飲食店 SL-2000-2846

Bar Ankh 豊田市 元城町１－４４－６　ソレイユ豊田１Ｆ 飲食店 JS-0000-2046

あみ焼割烹 幸だるま なごみ 豊田市 御幸本町１－２２９　MK ビルディング　 飲食店 SL-2000-7963

MADINA Halal Restaurant 豊田市 広久手町１－１－１ 飲食店 JS-0005-1735

うな忠 豊田市 高上１－７－１　　 飲食店 PK-0000-0396

炭火焼鳥家いいなり 豊田市 細谷町４－１４－１ 飲食店 JS-0005-5489

炭火 Kappo 一期一会 豊田市 山之手３－２ 飲食店 JS-0002-8836

酒縁青月 豊田市 山之手３－２３ 飲食店 JS-0004-5475

肴・酒・寿司 YUKICHI． 豊田市 山之手６－７１　ﾊｲﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ第一山之手苑１Ｆ 飲食店 JS-0005-0484

鶏℃ 豊田店 豊田市 若宮町１－２３　G-SEVENS 豊田７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5170

酒と肴花わさび 豊田市 若宮町１－２４－３ 飲食店 JS-0004-5187

大衆定額酒場豊田店 豊田市 若宮町２－２５－１　豊田Ｚビル１Ａ　 飲食店 ZN-2000-6655

はせ川本店 豊田市 若宮町２－２５－１　豊田Ｚビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8421

たてがみ豊田店 豊田市 若宮町７－５－２　アークビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5836

御料理 杉野 豊田市 小坂町１６－８０　１Ｆ 飲食店 JS-0000-0151
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笑売屋小亀 豊田市 小坂本町１－１２－４　愛知ビル１０２ 飲食店 JS-0005-7674

壼中庵 豊田市 小坂本町１－４－１８　ｱｰﾊﾞﾝｾﾝｾｰｼｮﾝ 飲食店 JS-0004-3318

旬魚旬菜 上田 豊田市 松ヶ枝町２－２５－１ 飲食店 JS-0004-0443

ヒッコリー浄水 豊田市 浄水町伊保原２２８ 飲食店 AL-0000-0011

炭火焼肉 和ぼっち 豊田市 浄水町伊保原６５４－４０ 飲食店 JS-0000-3432

水嶋 豊田市 浄水町原山９１ 飲食店 JS-0001-4689

八庵 豊田市 神明町１－３０　シティホテルアンティーズ２Ｆ 飲食店 JS-0005-5030

焼肉東海苑 豊田市 陣中町２－１２－６ 飲食店 JS-0001-2301

香楼苑 豊田市 陣中町２－１８－２１ 飲食店 JS-0000-5386

華火 豊田市 西町１－１３３　　 飲食店 ZN-0002-0374

アジアの片隅 GANJA 豊田市 西町２－６７－２ 飲食店 JS-0001-3190

BINGO 豊田市 西町４－２３－２　アーバンステージ豊田 飲食店 JS-0005-9241

シュナイダー 豊田市 西町４－２３－２　アーバンステージ豊田２０３ 飲食店 JS-0001-0810

BACCHUS 豊田 豊田市 西町５－２４ 飲食店 JS-0001-0491

ナイトバー GAIA 豊田市 西町５－２６　ウエスト２１　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6701

焼肉 りゃんけ 豊田市 西町５－３１　秀豊ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1831

居酒屋いまい 豊田市 西町５－５　ヴィッツ豊田タウン１Ｆ 飲食店 JS-0005-5025

楽天家 豊田市 西町６－２－３ 飲食店 JS-0000-2299

赤から 豊田店 豊田市 前田町４－５２－２ 飲食店 JS-0000-2973

有限会社一の谷 豊田市 足助町一の谷２２ 飲食店 SL-2000-2203

参州楼 豊田市 足助町蔵ノ前１６ 飲食店 SL-2001-0571

居酒屋　よしぶ 豊田市 大林町１５－３－１３　レジデンス小沢１０１　 飲食店 PK-0000-6691

大成園 豊田市 朝日ヶ丘１－１７－５　　 飲食店 PK-0000-6660

鮨処よし田 豊田市 東保見町大門７０－５ 飲食店 JS-0000-2852

寿司と和食の店つたや 豊田市 武節町屋敷１６１ 飲食店 SL-2000-7315

EL ROCOTO 豊田市 平戸橋町永和２０－１ 飲食店 JS-0003-5219

炙り居酒屋うのっち 豊田市 平山町５－３ 飲食店 JS-0004-6713

馳走屋あ・うん 豊田市 緑ヶ丘２－３９ 飲食店 JS-0005-9394

光 豊田市 緑ヶ丘４－５８－１　片山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3235

ELCHAYNE 豊田市 和会町弥衛山４２－８ 飲食店 JS-0003-1402

ボロン豊田店 豊田市 逢妻町２－３７ ショッピング JS-0000-9206

三西タイヤサービス豊田逢妻店 豊田市 逢妻町４－７－６ ショッピング JS-0001-7185

藤本自動車株式会社 豊田市 伊保町西浦１６－１ ショッピング JS-0001-2970

CASUALBIKESTYLE 豊田市 永覚新町３－６３－２　ココにしき１０２ ショッピング JS-0001-8153

OLIVA ETERNA 豊田市 永覚新町３－７４－１ ショッピング JS-0005-2657

FREESTYLE 豊田市 下林町５－１－１ ショッピング JS-0002-1779

フォーユー豊田店 豊田市 丸山町１０－５－１　豊田カバハウス内 ショッピング JS-0002-8132

アップルワールド豊田店 豊田市 丸山町１－５６－３ ショッピング SL-2000-3607

MARY GOLD 豊田市 喜多町２－１６０　コモスクエアウェスト１Ｆ ショッピング SL-2000-5993

BROWNIES 豊田市 喜多町５－５９－３ ショッピング JS-0002-5662

BE － CAR 豊田市 亀首町山川３０－１ ショッピング JS-0004-3969

トヨタセントラルゴルフ 豊田市 宮前町１－２９－１ ショッピング JS-0001-6484

一軸屋 豊田市 九久平町簗場２２－１ ショッピング JS-0005-4590

フレンド 豊田市 駒新町大坂６３ ショッピング JS-0005-2402
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三西タイヤサービス豊田店 豊田市 元宮町５－２－１ ショッピング JS-0000-8162

はんこ屋さん 21 豊田店 豊田市 元城町４－１９－１　　 ショッピング ZN-0002-5348

カトレヤ 豊田市 御幸本町１－１７４　カトレヤビル２Ｆ ショッピング SL-2000-0786

ザ・インパクト 豊田市 御幸本町２－２０４－１　SA ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0000-1884

菓子工房シュヴァリエ 豊田市 高岡本町南６２－２　 ショッピング SL-2000-0834

アサヒスポーツ 豊田市 高原町３－３１－２ ショッピング JS-0000-3881

マツデン 豊田市 司町５－３２－３ ショッピング JS-0000-3997

株式会社ユーロカー 豊田市 篠原町片坂３６－２ ショッピング JS-0005-1402

BROWNIES 豊田市 若宮町１－５７－１　T-face Ｂ館３Ｆ ショッピング SL-2000-0697

ベビーシャーク豊田店 豊田市 若宮町６－３－６　 ショッピング SL-2000-7260

有限会社ビックハート 豊田市 若林東町雁股１５－１１ ショッピング JS-0002-0536

豊田彩雲堂 豊田市 小坂町１０－４３ ショッピング JS-0003-8373

NARUKI 豊田市 小川町１－２９－１７　 ショッピング SL-2000-9091

HEADERS 豊田市 上挙母３－２４－１ ショッピング JS-0004-7186

sabotroom 豊田市 上野町３－２７－３　　 ショッピング ZN-0002-6298

豊田厚生病院売店 豊田市 浄水町伊保原５００－１ ショッピング JS-0005-3958

Layup 豊田市 浄水町伊保原６１１－１　ﾒﾛﾝ宇佐美１Ｃ ショッピング JS-0003-9020

エコチャリ豊田浄水店 豊田市 浄水町伊保原６１１－１　ﾒﾛﾝ宇佐美１Ｆ ショッピング JS-0000-9710

MITSUWA 豊田市 西町１－４６ ショッピング JS-0004-9747

スポーツ品やまもと 豊田市 西町２－８ ショッピング JS-0005-9382

SENSE 豊田市 西町５－５　ヴィッツ豊田タウン１Ｆ　 ショッピング PK-0000-0330

キャスト 豊田市 青木町４－４０－１ ショッピング JS-0003-9154

ピザ・カリフォルニア 豊田市 大林町８－５０ ショッピング JS-0005-6736

コンドウ洋服 豊田市 竹生町３－３３　１Ｆ ショッピング JS-0002-5026

コンドウ洋服 豊田市 竹生町３－３３　２Ｆ ショッピング JS-0002-4768

HUUKU 豊田市 竹生町４－５５　　 ショッピング ZN-0002-4626

CONTRIVE SURF SHOP 豊田市 朝日ヶ丘３－３１ ショッピング JS-0004-9371

丸太屋 豊田市 朝日町１－６－１０ ショッピング JS-0004-6749

リサイクルマートエコパーク豊田店 豊田市 朝日町２－１９－８ ショッピング JS-0005-5604

朝日薬局梅坪店 豊田市 東梅坪町８－８２－４　　 ショッピング PK-0000-3227

BIGBELPIZZA 豊田市 東保見町大門６７－２ ショッピング JS-0001-2165

KABANA KI BENTOH 豊田市 日之出町２－１０－２ ショッピング JS-0003-5837

末岡商店 梅坪店 豊田市 梅坪町１０－５－８ ショッピング JS-0000-0824

シェイラ 豊田市 平芝町４－４－１　バンベール平芝６０１ ショッピング JS-0003-7074

MX FUSION 豊田市 保見ヶ丘５－１　FOXTOWN ３Ｆ ショッピング JS-0000-6257

88HOUSE TOP FLAG 豊田市 本地町６－１７０－７ ショッピング JS-0003-7925

アルモニーヘアー 豊田市 逢妻町２－１８－６ サービス JS-0005-1544

Racing Rent Car 豊田市 逢妻町３－１０－３ サービス JS-0005-0470

ヘアーワークス オオチ 豊田市 伊保町門屋敷７８ サービス SL-2000-2250

DogMarine 犬ヅラ屋 豊田市 栄生町４－３９－２ サービス JS-0001-7150

COCO 豊田店 豊田市 栄町７－２－３　栄 1000　１Ｆ サービス JS-0003-4989

Hair hus Lagom 豊田市 越戸町東小笹２０８－１ サービス JS-0004-4028

Noma 豊田市 下市場町５－１０７ サービス JS-0001-1256

ほうなん動物病院 豊田市 河合町２－１９－２ サービス JS-0000-0703
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キーネ ヘアーコレクション 豊田市 花丘町２－１００－２　 サービス SL-2000-3626

ame 豊田市 柿本町７－２２－４０　　 サービス PK-0000-1337

alphareiz zero 豊田市 丸山町３－５４－３　 サービス SL-2001-1310

early 豊田市 丸山町８－２８ サービス JS-0003-7813

豊田画廊 豊田市 喜多町２－１６０　コモ・スクエアウエスト１Ｆ サービス JS-0002-5535

ヘア＆エステ AI 豊田市 喜多町２－１７０　KiTARA １０４ サービス SL-2000-5966

HairWorkskoraku 豊田市 月見町２－８－１２ サービス JS-0001-2438

alphareiz 豊田市 元城町４－１９－１　 サービス SL-2001-1825

オレンジハウス 豊田市 御幸本町４－２０１－５ サービス SL-2000-7261

シイタヘアー 豊田市 御幸本町５－３０７－９ サービス JS-0002-8893

Libre 豊田市 御立町７－１４－１ サービス JS-0002-5401

手もみ工房ハニーハンド 豊田市 広久手町７－１４－１ サービス JS-0004-5035

alphareiz trois 豊田市 荒井町松島３７３　 サービス SL-2001-1309

alphareiz deux 豊田市 高原町４－３５－３　 サービス SL-2001-1308

CREST 豊田市 高崎町兼近３２－１ サービス JS-0005-4010

M，s 鍼灸美容サロン 豊田市 桜町１－８３　 サービス SL-2000-1018

PROPE 豊田市 三軒町２－１６－１ サービス JS-0005-4059

Vivi 豊田店 豊田市 山之手３－１１９　宮下ビルＡ サービス JS-0002-2960

ビックハート 1 豊田市 若林東町雁股１５－１１　　 サービス PK-0000-1883

YEAST 豊田市 若林東町宮間１７－３５ サービス SL-2000-8194

おおたけクリーニング豊田若林店 豊田市 若林東町上り戸２０－１ サービス JS-0004-3183

Pinna 豊田市 若林東町棚田１２ サービス JS-0003-6008

イン東京 豊田店 豊田市 十塚町４－２４－１ サービス JS-0002-2981

diamantbague by Miss eye d ＇ or 豊田店 豊田市 渋谷町３－４０－１　 サービス SL-2000-9052

IL boissous 豊田市 小坂本町１－４－１２　梅村ビル サービス JS-0001-1025

GARAGE 松山 豊田市 上原町下河原５５－２－１ サービス JS-0005-8080

aquadeangel 豊田市 浄水町　伊保原１７５－１　サンヒルズ大進１Ｆ サービス SL-2000-8926

life of virtue 豊田市 浄水町伊保原２５８　サンアップロイヤル３ サービス JS-0003-5497

ヘアーサロン ギフト 豊田市 新町２－２１－１６ サービス SL-2000-1558

river HAIRWORKS 豊田市 畝部東町馬場西５－４ サービス JS-0002-3121

hair resort moja 豊田市 西中山町辻貝戸１０８－２８　 サービス SL-2000-2024

Bells hair 豊田市 泉町２－８－７　 サービス SL-2000-5112

豊田まえやま接骨院 豊田市 前山町２－２－３７　白倉ビル サービス JS-0004-0037

HAIR EVOLUTION Elan 豊田市 大林町１２－１１－４　　 サービス ZN-0002-7315

コノハナ 豊田市 竹生町４－５０ サービス JS-0004-3863

Flan 豊田市 中根町女松山３６－１３ サービス JS-0000-5723

○ hockbel ▽ 豊田市 朝日町３－５８－１　ファミール朝日１０１ サービス JS-0002-5856

株式会社パラソルズ 豊田市 田代町７－２８ サービス JS-0004-8329

オートファッションサービス 豊田市 土橋町４－５１－１ サービス JS-0003-2571

S・H・E 豊田市 土橋町８－８０　MK パレス１０２号室 サービス JS-0005-3301

K － STYLE 豊田市 東保見町大門５５－１ サービス JS-0003-4371

My Cube Hair Design 豊田市 梅坪町１－１７－９　　 サービス ZN-0003-0815

美容室 ism 豊田市 梅坪町７－１－７　グローリアス豊田梅坪１０１ サービス JS-0001-0658

sugarlu 豊田市 梅坪町８－３－６ サービス JS-0004-2226
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JABRAZ STYLE 豊田市 保見ヶ丘５－１　FOXTOWN ３Ｆ サービス JS-0004-7014

seekahairdesign 豊田市 豊栄町１－２４８ サービス JS-0003-0682

株式会社ササキ自動車 豊田市 矢並町広畑１８－２ サービス JS-0005-1734

Lilac 豊田市 竜神町新生１８３　１Ｆ サービス JS-0001-8687

株式会社ふとんのわたまん 豊田市 挙母町２－３６　 その他 SL-2000-6749

歌のステージ 19 豊田店 豊田市 山之手５－９１ その他 JS-0005-9957

足助まいど商店 豊田市 足助町飯盛５－２　 その他 SL-2000-4223


