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花菖蒲 あま市 下萱津坪井５４ 飲食店 JS-0004-5770

日本料理まるい あま市 七宝町桂薮之内１　 飲食店 SL-2000-6789

昭和の焼肉焼肉山ちゃん あま市 甚目寺八尻４９　　 飲食店 PK-0000-0487

Bloomy あま市 木田猪ノ木９２　　 飲食店 PK-0000-1154

駅前飯店 あま市 木田八反田１７－２ 飲食店 JS-0004-6881

双鈴自転車店 あま市 坂牧坂塩７５－１ ショッピング JS-0001-1792

ECO ガレージ あま市 七宝町下田山４６ ショッピング JS-0002-3900

キングファミリー 美和店 あま市 篠田南長無１７－１ ショッピング JS-0004-8162

明治堂薬品ヨシヅヤ甚目寺店 あま市 甚目寺五位田１２８　 ショッピング SL-2001-1359

京町屋甚目寺店 あま市 甚目寺桜田１９　　 ショッピング PK-0000-3332

エコテクノ あま市 甚目寺大渕９８ ショッピング JS-0000-5771

シンプー あま市 甚目寺流１２９　　 ショッピング PK-0000-1115

コーワペッツコーポレーション 501 あま市 西今宿郷内二２０ ショッピング JS-0003-7576

株式会社カトウ あま市 丹波南屋敷１９ ショッピング JS-0004-2819

株式会社坪井ガラス あま市 下萱津五反田４６ サービス JS-0001-6244

藤自動車工業 あま市 下萱津蓮池６０ サービス JS-0005-0057

BlueScissors あま市 七宝町沖之島中屋敷３２ サービス JS-0002-2160

aimerhouse あま市 七宝町秋竹六反田４１８－１ サービス JS-0002-5805

くじら動物病院 あま市 七宝町川部丸田３８ サービス JS-0001-0432

美容室魔 Ju あま市 森３－１４－２ サービス JS-0005-2154

いずもやピアゴ甚目寺店 あま市 森４－１１－１４ サービス JS-0004-8050

GarageRuff あま市 森５－３－２ サービス AD-0000-0933

ホワイト急便甚目寺 SS 店 あま市 甚目寺字松山１４８　ロイヤルマンション１Ｆ サービス JS-0005-6702

やまとうクリーニング あま市 甚目寺松山１０９－１ サービス SL-2000-4673

mono － Hon 甚目寺店 あま市 中萱津燈明先１ サービス JS-0004-0606

TRADE MASTER Inc． あま市 本郷柿ノ木２５ サービス JS-0004-7081

CARIcafe みよし市 三好丘２－２－２　　 飲食店 PK-0000-1652

街の酒場カミヤ みよし市 三好町上１４６ 飲食店 JS-0003-8254

備長炭ひつまぶしうお茂 みよし市 三好町中鯰ヶ池７８－１ 飲食店 JS-0005-2289

COROLOcafe みよし市 三好町中鯰ヶ池８０－１ 飲食店 JS-0004-0010

焼肉屋まっさん みよし市 三好町半野木１－８２ 飲食店 JS-0005-5216

魚酔 みよし市 福田町山畑３９－１１ 飲食店 JS-0004-8241

イトウ 時計メガネ宝石 みよし市 三好町小坂１－８ ショッピング SL-2000-9723

MOTORING SEED 三好店 みよし市 三好町西荒田９１－５　 ショッピング SL-2001-1210

メンズコレクション HAYASHI 三好店 みよし市 三好町半野木１－２６　 ショッピング SL-2001-0878

タイヤセンター三好 みよし市 三好町弁財天４０ ショッピング JS-0005-7874

名古屋ショールーム みよし市 三好町蜂ヶ池１８－５５ ショッピング JS-0004-9555

ラポール みよし市 福谷町竹ケ花９－１ ショッピング JS-0000-0878

Dione みよし市 三好丘２－１－１１　１Ｆ サービス JS-0001-1536

groundbranche みよし市 三好町大坪７６－１ サービス JS-0002-5402

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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FACTORYBASE みよし市 打越町百々２９－８ サービス JS-0002-0155

Ybondhair みよし市 東陣取山２０７－１　　 サービス ZN-0002-7455

PRISM 三好店 みよし市 福谷町根浦２４街区１　ベイシア三好店１Ｆ サービス JS-0003-7251

グッドフェイスブルーストア みよし市 福谷町蓬平地５３－３　　 サービス PK-0000-7665

hair design crayon みよし市 福田町山畑５９－１　 サービス SL-2000-0988

Vicky みよし市 明知町松葉池下２５ サービス JS-0000-3464

UNI － BOX イシカワ みよし市 三好町池守田４６－５　 その他 SL-2000-4551

最強ホルモン 愛西市 稲葉町前南２７－１ 飲食店 SL-2001-0037

学校制服 長崎屋 愛西店 愛西市 持中町郷前７４　 ショッピング SL-2000-8247

明治堂薬品 佐屋店 愛西市 須依町前田面９５－１　ヨシヅヤ佐屋店内１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1360

あいさい調剤薬局 愛西市 西保町堤外新田３５２２－１　　 ショッピング PK-0000-8874

ワタナベサイクル 愛西市 北一色町昭和２９１－１ ショッピング JS-0005-2615

Enjoy Global Office 愛西市 北一色町西田面５２－１ ショッピング JS-0003-4761

アオキーズ・ピザ津島店 愛西市 柚木町山廻２３ ショッピング JS-0003-1610

いずもやピアゴ勝幡店 愛西市 勝幡町弁才天２２８３－６０ サービス JS-0004-8103

美容室 ChauChau －ちゃうちゃう－ 愛西市 諏訪町郷東９３－６ サービス SL-2000-1123

いずもやヨシヅヤ佐屋店 愛西市 須依町前田面９５－１ サービス JS-0004-8056

佐橋自動車 愛西市 町方町北前１０６－３ サービス JS-0002-3899

hair salon step 愛西市 柚木町東田面８０３－１ サービス JS-0001-1004

スクエア ヘアワークス 愛西市 立石町宮西５０ サービス JS-0003-6277

3piece 愛知郡 東郷町春木台４－１１－１０　 飲食店 SL-2000-0073

DEAR　DEAR　東郷本店 愛知郡 東郷町諸輪字上鉾１２－３６０　 飲食店 PK-0000-6610

アバンギャルド 愛知郡 東郷町春木下正葉廻間２－１ ショッピング JS-0001-9635

野々山籐屋 愛知郡 東郷町春木新池３９２２－６００　 ショッピング SL-2000-2766

RuddeR INTERNATIONAL 愛知郡 東郷町春木深池１７５２－１ ショッピング JS-0004-5101

株式会社リードプラン 愛知郡 東郷町諸輪富士見台２１０－２ ショッピング JS-0001-0852

ジムキング 東郷店 愛知郡 東郷町白鳥２－１－１ ショッピング JS-0002-6568

ブティックジュリア 愛知郡 東郷町白鳥３－５　パレマルシェ東郷店２Ｆ ショッピング JS-0001-8641

みつまめ倶楽部 愛知郡 東郷町春木小坂１－１ その他 JS-0005-2048

正直屋 和合店 愛知郡 東郷町和合ヶ丘３－１８－８　 その他 SL-2000-1490

suehiro 愛知郡 東郷町和合林清池１０３－１　 その他 SL-2000-5718

キッチンバー Zacbaran 稲沢市 駅前２－１１－７　アサヒビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7541

やきとりととうふ なか仲 稲沢市 駅前２－９－５ 飲食店 JS-0000-1627

とりとり亭稲沢店 稲沢市 駅前４－３－３３　　 飲食店 ZN-2000-5072

BLANCA ブランカ 稲沢市 高御堂１－９－１０ 飲食店 JS-0005-1988

TEPPAN BAR LaTanta 稲沢市 国府宮２－５－１５ 飲食店 JS-0004-9305

黒ひげ 稲沢市 平和町法立北瀬古６８ 飲食店 JS-0002-1260

サクライ 稲沢市 小沢４－１３－１ ショッピング JS-0005-4589

おしゃれ洗科稲沢本店 稲沢市 小池３－１１－２０　　 ショッピング PK-0000-3614

暮らしの衣料マツオカ 祖父江店 稲沢市 祖父江町祖父江高熊１１１　平和堂祖父江店２Ｆ ショッピング JS-0002-6866

［HC］株式会社サンエース 稲沢市 祖父江町二俣１１２－１ ショッピング JS-0001-9767

稲沢厚生病院売店 稲沢市 祖父江町本甲拾町野７ ショッピング JS-0005-4990

GLOBAL MOTORS 稲沢市 南麻績町中良牧４－１ ショッピング JS-0001-8817

明治堂薬品平和店 稲沢市 平和町須ヶ脇３６７　ヨシヅヤ平和店内　 ショッピング SL-2001-1362
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兼芳 稲沢市 平和町鷲尾２９０ ショッピング JS-0000-6274

安田商会 稲沢市 野崎町北出６－１ ショッピング JS-0002-0028

LAGOON 稲沢市 稲沢町前田２１２ サービス JS-0004-4993

LICOHAIR ＆ RELAXATION 稲 稲沢市 奥田町三十番神７１２４－１　　 サービス ZN-0003-0819

家康くんレンタカー 稲沢市 下津ふじ塚町１－１ サービス JS-0003-3812

Lotta Hearts 稲沢市 高重中町１３８　 サービス SL-2000-1196

MAKShairplace 稲沢市 国府宮２－１０－３１　　 サービス ZN-0003-1193

ONDE SALON 稲沢市 国府宮２－６－２５　ハイツ松下１０１ サービス JS-0000-8395

HairSalon 花咲み 稲沢市 松下２－１２－１３　エクセランス森島２－１Ａ サービス JS-0002-2953

ベルナ 稲沢市 松下２－１５－１５　　 サービス ZN-0002-7469

まえだ動物病院 稲沢市 松下２－９－１２ サービス JS-0001-2298

有限会社前田自動車 稲沢市 西溝口町南郷３ サービス JS-0002-0950

手仕上げ本舗ニッケタウン稲沢店 稲沢市 西町３－１６５－１　ニッケタウン稲沢 サービス JS-0005-7069

VANCOUNCIL 稲沢 稲沢市 石橋５－４０　　 サービス ZN-0002-7467

ヘアスペース ソアレ 稲沢市 赤池中町７３ サービス JS-0005-6499

手仕上げ本舗アクロスプラザ店 稲沢市 大塚南５－１－１アクロスプラザ サービス JS-0005-7011

HAIR club POLO feel 稲沢市 長野４－８３ サービス JS-0000-1149

ボヌール 稲沢市 附島町屋敷２２－４ サービス JS-0002-5003

平和動物病院 稲沢市 平和町丸渕下３８６－３ サービス JS-0001-5711

マンス　トレーディング 稲沢市 平和町法立国道東５７－２　　 サービス PK-0000-7757

ホルモン焼肉 まる豚 海部郡 蟹江町学戸７－９３ 飲食店 SL-2000-8399

宴家 海部郡 蟹江町源氏３－３８ 飲食店 JS-0005-5252

ヘウンデ蟹江 海部郡 蟹江町今東郊通６０－２ 飲食店 JS-0003-2201

七厘焼肉 絆ー KIZUNA ー 海部郡 蟹江町今本町通３４ 飲食店 JS-0005-4667

ホルモン焼肉 笑炎 蟹江店 海部郡 蟹江町今本町通８ 飲食店 JS-0003-3517

七厘焼肉 絆 近鉄蟹江駅前店 海部郡 蟹江町城４－３１９ 飲食店 JS-0005-4629

バーベキュー BAR NAT’Z 海部郡 蟹江町城４－３４０　カニエハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3472

洋食 西洋軒 海部郡 蟹江町宝３－４４６ 飲食店 JS-0005-6776

たてまつ 海部郡 飛島村大宝５－４８　　 飲食店 PK-0000-6396

紳士服なかみち 海部郡 蟹江町蟹江新田八反割４１の１ ショッピング JS-0001-9455

はんこ屋さん 21 蟹江店 海部郡 蟹江町錦２－１５２　豊マンション１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6646

ベビータウン中日 海部郡 蟹江町錦２－１６３ ショッピング JS-0005-0426

さらしなゴルフクラブ 海部郡 蟹江町今本町通４３ ショッピング JS-0005-2302

モードマダム 海部郡 蟹江町桜１－２１２　ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店１Ｆ ショッピング JS-0005-8131

メンズショップ コックス 海部郡 蟹江町城１－２７１ ショッピング JS-0005-4799

制服のツノダ 海部郡 蟹江町本町９－１６８ ショッピング JS-0005-5424

ラメール大治店 海部郡 大治町三本木字前深田２９　　 ショッピング PK-0000-3444

サンセイタイヤサービス大治店 海部郡 大治町西條附田４３－３ ショッピング JS-0004-2715

佐藤商店 海部郡 飛島村松之郷１－１６　　 ショッピング PK-0000-8815

ワークショップ男の店 飛島店 海部郡 飛島村梅之郷中梅８４－３ ショッピング JS-0000-0581

NailMagic N’sCouture 海部郡 蟹江町学戸３－１２１　SS マンション１０３ サービス SL-2000-5178

いずもやピアゴ蟹江店 海部郡 蟹江町源氏３－２３０－１ サービス JS-0004-8152

ワコー美容室 海部郡 蟹江町城４－３８３　　 サービス PK-0000-8027

グッドモーニングプリム 海部郡 蟹江町富吉３－２５３　　 サービス ZN-0003-0794
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EyelashSalonLULU 蟹江店 海部郡 蟹江町本町１１－１６９　第 26 オーシャンプラザ１Ｆ サービス JS-0005-5621

株式会社匠 海部郡 大治町花常円楽寺１０－１ サービス AD-0000-0968

いずもやピアゴ大治店 海部郡 大治町花常人見２０ サービス JS-0004-8155

ビューティーサロン epoch 海部郡 大治町花常堀之内境１ サービス JS-0003-1694

永尾モータース 海部郡 大治町西條海玄田５６ サービス JS-0003-7204

株式会社中部タイヤセンター西部営業所 海部郡 飛島村新政成１１－２５－２ サービス JS-0003-9827

ヘアーサロン ツカマツ 海部郡 飛島村政成２－１３　 サービス SL-2000-4152

chouette 海部郡 大治町三本木柳原１１５－１　WHOLLYTOP １０２ その他 JS-0000-6865

食彩酒房 ぎんじろう 額田郡 幸田町芦谷仲田１００　プレステ２１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0865

GUDAYA 額田郡 幸田町相見字新田内１０　　 飲食店 PK-0000-0852

LUANA 額田郡 幸田町大草下六條６６ 飲食店 JS-0003-5984

中華食堂 額田郡 幸田町野場字大迫１９－１ 飲食店 JS-0004-6831

Uta 額田郡 幸田町坂崎黒瀬３５－１ ショッピング JS-0000-4251

メガネのアイ 額田郡 幸田町菱池字矢崎５－１　 ショッピング SL-2000-0184

志賀呉服店 額田郡 幸田町菱池大山３３－１ ショッピング JS-0005-5444

妙手健体院 額田郡 幸田町芦谷字仲田４５－１　 サービス SL-2000-1106

セビリア美容室 額田郡 幸田町高力神山３６４－３ サービス JS-0000-2228

与儀自動車 額田郡 幸田町坂崎上田３６－２ サービス JS-0002-3249

美容室 チアフル 額田郡 幸田町相見蒲原１４２ サービス JS-0000-0854

ann’s hair 額田郡 幸田町相見字沖原６９　アヴニール相見１０４ サービス JS-0005-9830

美容室ペアー 額田郡 幸田町菱池前田１３２－１ サービス JS-0002-3701

幸田セントラルボウル 額田郡 幸田町菱池前田１３８－３ その他 JS-0004-3830

レオレストバー 蒲郡市 元町２－１０　スカイハイツ１０２　 飲食店 ZN-2000-6643

LAZY 蒲郡市 元町２－１０　スカイハイツ２０１　 飲食店 ZN-2000-0173

小料理 花々 蒲郡市 元町９－１０ 飲食店 JS-0003-0697

旬彩料理小城 蒲郡市 港町２０－１８　　 飲食店 ZN-0002-0502

グランパスタ 蒲郡市 三谷町東５－６８　　 飲食店 ZN-0001-4208

料理うえむら 蒲郡市 上本町３－５ 飲食店 JS-0002-2614

喜多 蒲郡市 西浦町西浜田５０－１　　 飲食店 PK-0000-2928

台湾ラーメン 宴友夜 蒲郡市 竹谷町油井浜１５－１５ 飲食店 SL-2000-9716

オーディオショップスギウラ 蒲郡市 元町１１－６ ショッピング JS-0000-4058

ドアーズ サーフ スタジオ 蒲郡市 竹谷町足洗８－１ ショッピング JS-0000-2729

海老萬 蒲郡本店 蒲郡市 八百富町１０－２０ ショッピング JS-0005-5492

Lios オカダ 蒲郡市 八百富町６－２８ ショッピング JS-0004-8960

GARAGEHIROHAMA 蒲郡市 旭町３－３　　 サービス PK-0000-0314

mur － mure 形原 蒲郡市 形原町南新田３１－１６ サービス JS-0000-7246

SHAPES 蒲郡市 元町１２－１　　 サービス ZN-0003-0811

WaToNa 蒲郡市 御幸町２３－７　　 サービス ZN-0003-0812

動物愛護病院ココロ 蒲郡市 三谷町東５－２３８ サービス JS-0001-6317

hair ＆ codeLUKEfree 蒲郡店 蒲郡市 三谷北通４－６７　　 サービス ZN-0003-0808

東海自動車 蒲郡市 鹿島町横砂１１－１ サービス JS-0000-1925

ハッピーワークス 本店 蒲郡市 鹿島町横砂１２－１　　 サービス ZN-0002-7308

ぜくう 蒲郡市 神明町９－１３　　 サービス ZN-2000-0235

サンオートメカニック株式会社 蒲郡市 竹谷町井ノ上２８－１ サービス JS-0005-4335
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BLANCHE 蒲郡市 竹谷町江尻２５－１ サービス JS-0001-5999

らぷち 蒲郡市 府相町新井前８５３－１ サービス SL-2000-3689

ホワイト急便蒲郡工場店 蒲郡市 豊岡町石田５９－２ サービス JS-0005-7248

iRepair MEGA ドン・キホーテクラスポ蒲郡店 蒲郡市 鹿島町浅井新田１－２６　MAGA ﾄﾞﾝ ･ ｷﾎｰﾃ ｸﾗｽﾎﾟ蒲郡店内 その他 SL-2000-8699

郡八 岩倉市 栄町２－７３ 飲食店 JS-0001-6706

和風酒房 どい家 岩倉市 栄町２－９８ 飲食店 JS-0002-5299

焼肉 モランボン 岩倉市 西市町西市前８１－４　 飲食店 SL-2000-4815

天麩羅の里 天 岩倉市 川井町村西３ 飲食店 JS-0005-7386

ADOOR 岩倉市 野寄町西浦３６－２　　 飲食店 PK-0000-5494

ハーモニー岩倉調剤薬局 岩倉市 曽野町郷前２４－１ ショッピング JS-0005-5286

MY BRASIL Recanto 岩倉市 大市場町順喜１８－１ ショッピング JS-0000-4451

RAFEL 岩倉市 下本町下市場１３４－２ サービス JS-0001-2470

ホワイト急便岩倉 SS 店 岩倉市 新柳町１－４８－１　山富第５マンション１Ｆ サービス JS-0005-6688

ベビースタジオ 岩倉店 岩倉市 川井町高木２３ サービス JS-0004-7022

actions by KATOREA 岩倉市 大地新町１－４０ サービス JS-0004-9240

BeautyproduceMiracle 岩倉市 大地新町２－３９　　 サービス ZN-2000-5784

ヘアサロンカトレヤ 岩倉市 中本町古市場５－５ サービス JS-0001-3951

M ＆ GGARAGE 岩倉市 八剱町五林１０ サービス JS-0002-5806

Grand Jete 岩倉市 八剱町池田６２－２ サービス JS-0000-8336

OZLASTRESORT 岩倉市 本町神明西６－８　ＡＰ朴の樹 サービス JS-0001-7189

日本料理 関西 犬山市 羽黒長田１９－１ 飲食店 AL-0000-0243

ねこてい 2 犬山市 犬山東古券３３９－６　　 飲食店 PK-0000-1623

アジアンキッチンアスカ 犬山市 五郎丸上前田５９－２　　 飲食店 ZN-0001-4268

湊 犬山市 上坂町５－５４ 飲食店 JS-0001-5630

BASEITALIABOCCO 犬山市 中山町１－３９　安達ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-4806

タイヤショップ エムイー 犬山市 羽黒新田郷東９７－１ ショッピング JS-0003-3628

絹乃舘匠美 犬山市 犬山東古券６５ ショッピング JS-0000-6666

ガラス工房 沙羅 犬山市 犬山東古券６７０ その他 SL-2000-3746

心陽家 江南市 宮後町上河原３０－１ 飲食店 JS-0001-1951

江南焼肉わにく 江南市 古知野町朝日２８０　μ PLAT 江南１Ｆ 飲食店 JS-0004-4581

KOMA 江南市 古知野町福寿５０　ｻﾝﾌｪｲｽｽﾄﾘｰﾄ１区　 飲食店 PK-0000-1244

鉄神 江南市 高屋町花戸４３ 飲食店 JS-0004-0066

凛風亭 江南市 高屋町西町６５ 飲食店 JS-0000-8694

まんだらや 江南市 前飛保町栄２８ 飲食店 JS-0001-5947

肉の匠 江南市 村久野町中郷１８０ 飲食店 JS-0002-9293

肉の匠 江南市 村久野町中郷１８０ 飲食店 JS-0005-7702

cross section 江南市 古知野町宮裏２１６　坪重ビル ショッピング SL-2000-1002

フジスポーツ用品店 江南市 古知野町杉山２８ ショッピング JS-0001-8474

きもの館なかね 江南市 古知野町本郷　３４ ショッピング SL-2000-9076

APPRIVOISER 江南市 江森町南７６ ショッピング JS-0003-1742

リサイクルショップナイス 江南市 松竹町上野１４８－２ ショッピング JS-0000-7375

救急ロックサービス 江南市 赤童子町大堀１０１－７ ショッピング JS-0002-4491

タキデンキ 江南市 前飛保町河原２５ ショッピング JS-0000-3853

暮しの衣料マツオカ 江南ピナ店 江南市 前飛保町河原３３　江南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝﾋﾟﾅ１Ｆ ショッピング JS-0002-6803
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Ripple 江南市 般若町中山２６ ショッピング JS-0001-8846

たけのこ薬局 江南市 北山町西２１９－２　　 ショッピング PK-0000-4646

loop 江南市 古知野町福寿６１ サービス JS-0000-5686

hairatelierD′s． 江南市 高屋町清水１１０ サービス JS-0004-7554

T ＆ G モーター 江南市 鹿子島町生島６ サービス JS-0001-6620

ギッシュ江南店 江南市 上奈良町栄６１－３　平和堂江南店１Ｆ　 サービス ZN-0003-0757

ワールド 江南市 村久野町鈴道１９６－２　　 サービス PK-0000-0449

政木写真館 江南市 天王町駒野１４２ サービス JS-0003-5997

licoris 江南市 島宮町西之宮１６８　　 サービス PK-0000-0234

プレミアムボディ 江南市 中般若町西７－２ その他 JS-0001-9673

花音 江南市 力長町観音寺１１８－１ その他 SL-2000-4242

BR BURGER 高浜市 屋敷町３－２－１４　水車館３ 飲食店 JS-0004-5190

POLISHEDSKUNK 高浜市 新田町３－５－３６ ショッピング JS-0001-9685

ロケット パンチ 高浜市 神明町８－１－１７ ショッピング JS-0001-0588

松鶴園 高浜 T ポート店 高浜市 神明町８－２０－１　 ショッピング SL-2001-1332

ミッバトヤ 高浜市 青木町５－８－３ ショッピング JS-0004-8943

リサイクルマートエコパーク高浜店 高浜市 沢渡町１－２－７ ショッピング JS-0005-5611

メガネ・宝石・時計・補聴器 オザキ 高浜市 湯山町１－１－１３　 ショッピング SL-2000-9403

十字堂 高浜市 稗田町５－１－２５ ショッピング JS-0000-4758

丸七商会 高浜市 呉竹町３－６－９ サービス JS-0003-9506

ホワイト急便高浜工場前店 高浜市 小池町３－８－８ サービス JS-0005-6131

ホワイト急便神明店 高浜市 神明町１－７－６ サービス JS-0005-6133

あいりー骨盤整体 高浜院 高浜市 神明町７－１－９ サービス JS-0004-8271

おおたけクリーニング 高浜店 高浜市 湯山町１－２－２ サービス AL-0000-0083

HMG Longicorn 高浜市 二池町３－２－４　 サービス SL-2000-8084

美味良酒 マルア 高浜市 春日町３－６－２１　 その他 SL-2000-2710

焼肉ジェット 常滑市 りんくう町３－１０－２　 飲食店 SL-2000-3963

nuu 常滑市 栄町２－７３　　 飲食店 PK-0000-6404

ピッツェリアラ フォルナーチェ 常滑市 奥栄町１－１３０　INAX ﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ内 飲食店 SL-2001-1143

茶屋亭 常滑市 新開町１－９８－４ 飲食店 JS-0004-6707

知多肉酒場せぎや 常滑市 新開町２－１３８ 飲食店 JS-0004-5125

和ダイニング宴間 常滑市 新開町３－６４ 飲食店 SL-2001-1144

肴ダイニング彩波 常滑市 新開町４－３　西田ビル 飲食店 JS-0001-9813

焼肉元太 常滑市 長間３５－１ 飲食店 JS-0004-5081

キッチン ルポ 常滑市 北条２－１０ 飲食店 JS-0005-2389

Bar ＆ Bistro 共栄窯 常滑市 北条２－８８ 飲食店 JS-0003-9050

平五郎 常滑市 栄町６－１３８ ショッピング JS-0002-4842

ギャラリー ほたる子 常滑市 栄町６－１４０ ショッピング JS-0000-1119

ミルキーコーク常滑 常滑市 奥条２－１０３ ショッピング JS-0004-5143

焼物の里 藤助 常滑市 金山上砂原１２０ ショッピング JS-0000-0688

ファッション麻理衣常滑店 常滑市 鯉江本町５－１６８－２ ショッピング JS-0003-2642

常滑市観光プラザ 常滑市 鯉江本町５－１６８－２ ショッピング JS-0005-1772

岩田眼鏡店 常滑市 鯉江本町５－１６８－２　常滑駅前ｳｨﾙｾﾗ内 ショッピング PK-0000-8653

ブティック シャル 常滑市 新開町３－９５－１ ショッピング JS-0004-7060
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ゆう六花店 常滑市 大野町９－２ ショッピング JS-0001-6508

ナコリ 常滑市 長峰四ノ切７－７ ショッピング JS-0001-0474

さざんか薬局 常滑市 虹の丘２－１ ショッピング JS-0005-9543

常滑市民病院売店 常滑市 飛香台３－３－３ ショッピング JS-0005-4155

常滑市民カフェコア 常滑市 飛香台３－３－３ ショッピング JS-0005-4621

美容室ナシタ 常滑市 かじま台１－１５４　ｳｨﾙｺｰﾄつばめＢ３ サービス JS-0001-4758

Nail’s　AMOA1 常滑市 鯉江本町５－１６８－２　常滑駅前ｳｨﾙｾﾗ内 サービス PK-0000-7582

hair salon coccolo 常滑市 神明町１－１－２　ﾄｳﾒｲ商事ビル１Ｆ サービス JS-0001-0965

BerryBell 常滑市 千代ヶ丘５－３５－１　ｼﾞｮｲﾌﾙﾀｳﾝ１Ｆ サービス JS-0002-3633

さざんか薬局 常滑市 虹の丘２－１ サービス JS-0002-7594

ヘアーサロンヤング 常滑市 白山町１－１９１　　 サービス PK-0000-8077

トリッピング アウト 常滑市 北汐見坂１－５ サービス JS-0001-0270

チェスティーノ新城店 新城市 城北１－８－２ 飲食店 JS-0001-4109

フジノメガネ ちさと店 新城市 稲木字仲野６８－２　 ショッピング SL-2001-0824

La Lou マルマン 新城市 宮ノ後６８－３　ピアゴ新城店２Ｆ ショッピング SL-2000-8426

メガネとけい宝石くまがい 新城市 宮ノ西１０－４３　　 ショッピング ZN-2000-3951

ファッションプラザ モリタヤ・Cheer Pixie 新城市 町並１００－１０１合併地　 ショッピング SL-2000-4780

フジノメガネ ナカマチテン 新城市 町並１０４－２　 ショッピング SL-2001-0823

マルマン Mode Town 新城市 町並２４５－１　 ショッピング SL-2000-8427

マルブン 新城市 町並３３５．３３６合併－１ ショッピング JS-0001-0685

新城市民病院売店 新城市 北畑３２－１ ショッピング JS-0005-3934

長坂自動車興業 新城市 石田字西末旨４０－１　　 サービス PK-0000-7715

44 TRAPPER 新城市 富永新栄２２－１ サービス JS-0000-2901

炭火焼なみひら 瀬戸市 共栄通６－３４ 飲食店 JS-0004-0554

すし処 光永 瀬戸市 共栄通７－１６４ 飲食店 JS-0000-2159

和処國 瀬戸市 元町１－１０ 飲食店 JS-0002-7153

御料理　しばた 瀬戸市 幸町５３－１　　 飲食店 PK-0000-6409

鯛丸 瀬戸市 高根町１－２１３ 飲食店 JS-0001-2049

萬来館瀬戸店 瀬戸市 西原町２－７　　 飲食店 PK-0000-5418

みの勝はなれ 瀬戸市 西追分町１６１－２６　　 飲食店 PK-0000-6671

マカロニ cafe ＆ Bakery 瀬戸市 祖母懐町４５ 飲食店 JS-0004-4092

千登勢 瀬戸市 東赤重町１－１　　 飲食店 ZN-2000-4210

居酒屋ダイニングとう佳 瀬戸市 美濃池町３７－１ 飲食店 JS-0002-5048

タニタフィッツミーアピタ瀬戸店 瀬戸市 幸町３３　アピタ瀬戸店２Ｆ　　 ショッピング PK-0000-3528

やしのき薬局　せと店 瀬戸市 山手町２８３－１　　 ショッピング PK-0000-8814

［HC］湯浅電気（株）瀬戸店 瀬戸市 深川町１４ ショッピング JS-0001-9531

おしゃれ洗科　瀬戸西店 瀬戸市 西本地町２－２５０　　 ショッピング PK-0000-8160

ソラマメ食器店 瀬戸市 祖母懐町４５ ショッピング JS-0004-9907

みずの薬局 瀬戸市 東横山町１８２－５　　 ショッピング PK-0000-8532

コンディトライ アキ クマザワ 瀬戸市 美濃池町２７－２ ショッピング JS-0005-7957

菱野コンタクト 瀬戸市 菱野台４－７ ショッピング JS-0002-2991

株式会社マルミツポテリ 瀬戸市 弁天町２０７ ショッピング JS-0005-5646

学生服のつちや 瀬戸市 末広町２－１４ ショッピング JS-0000-0680

家電とカメラのオザキフォトスタジオ 瀬戸市 緑町１－１２ ショッピング JS-0005-8945
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ケア調剤薬局　水野店 瀬戸市 效範町２－２－１　　 ショッピング PK-0000-8780

フィットクラシック 瀬戸市 みずの坂１ー１４６　 サービス SL-2000-3497

陶都自動車 瀬戸市 共栄通４－４３ サービス JS-0000-1446

株式会社大成モータース 瀬戸市 西長根町１４ サービス JS-0004-0235

動物病院ソフィア 瀬戸市 西追分町４３ サービス JS-0000-1246

クミ・ヘアープロダクト 瀬戸市 川北町２－２６ サービス JS-0000-8705

I’S HAIR DESIGN 瀬戸市 東長根町５ サービス JS-0004-8876

アルプスヤマダ理容館 瀬戸市 南菱野町６８　 サービス SL-2001-0549

Casitaflor 瀬戸幡野店 瀬戸市 幡野町３４０ サービス JS-0003-5630

LIBERTE 瀬戸市 平町１－１５ サービス JS-0001-0369

roca switch 瀬戸市 本郷町４６９－１ サービス JS-0000-7740

お好み焼道とん堀名岐店 清須市 春日宮重町５１１ 飲食店 JS-0001-9944

本家かまどや　春日店 清須市 春日中沼５８－１　　 飲食店 PK-0000-8803

缶 ’sdiningANN 清須市 西須ヶ口１２５　ジョイハイツ小川　 飲食店 PK-0000-2589

炉ばた串一文字 清須市 西枇杷島町住吉５３　セントラルエチュード１Ｆ 飲食店 JS-0004-1126

かきな 清須市 西枇杷島町問屋２５－１　　 飲食店 ZN-2000-1710

鉄板 diningZEN 清須市 東須ヶ口１５６　ハウスＡ２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-9700

ハーレーダビッドソン尾張清須 清須市 春日川中１５６ ショッピング JS-0002-8236

工具楽屋 清須市 春日立作３８ ショッピング JS-0000-6931

美好屋 清須市 西市場４－１０－８　 ショッピング SL-2000-2737

ラパス 清須市 西田中本城１３０　メゾン本城１０２ ショッピング JS-0002-7801

宇佐美商店 清須市 西枇杷島町南大和１４２　　 ショッピング PK-0000-8789

中島モーター販売 清須市 西枇杷島町末広３２ ショッピング JS-0000-0988

有花里 清須市 朝日天王５０ ショッピング JS-0003-3095

メガネ工房宗十郎 清須市 土器野３３３ ショッピング JS-0001-4727

hairmakeKIELO 清須市 阿原宮前２２４－１ サービス JS-0002-1424

寿自動車工業株式会社 清須市 寺野花笠５５ サービス JS-0004-8640

ケアサロンマジョラム 清須市 春日中沼６１－１　ガーデンビル１Ｆ サービス JS-0003-6629

LiSUREN 清須市 春日落合６４６ サービス JS-0000-8725

ponohair 美容室 清須市 新清洲２－２－７　リエゾン清洲２Ｆ サービス JS-0005-6462

FRIEND 清須市 新清洲２－３－１７ サービス JS-0000-8652

ホワイト急便花咲 SS 店 清須市 西枇杷島町花咲７１－１ サービス JS-0005-6698

Hair SeSe 清須市 西枇杷島町南大和１ サービス JS-0000-7141

株式会社 SKM 清須市 朝日愛宕７６ サービス JS-0004-5718

新名クリーニングセンター 清須市 枇杷島駅前東１－３－６ サービス SL-2000-6372

ぼてこ大府店 大府市 一屋町５－２８ 飲食店 JS-0005-5071

ヴォーノ・イタリア大府店 大府市 横根町平子２６３－２ 飲食店 JS-0004-3274

和世 大府市 共栄町８－１１－１０ 飲食店 JS-0001-6141

もてなし源旬や 大府市 共和町２－１７－１１　大島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4114

江戸前廻転寿司 森の石松 大府店 大府市 森岡町２－３６３ 飲食店 JS-0005-4285

長寿医療カフェコア 大府市 森岡町７－４３０ 飲食店 JS-0005-4689

焼肉ますだ 大府市 中央町３－６６　第３木村ビル 飲食店 JS-0002-2854

MINAMOTO 大府市 東新町２－１９１－２ 飲食店 JS-0001-3207

久鐵 共和店 大府市 東新町２－１９５　 飲食店 SL-2001-1234
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DINING Imura 大府市 東新町３－６８ 飲食店 JS-0005-3068

長楽大府店 大府市 東新町４－２８－２ 飲食店 JS-0005-5375

幸屋 大府市 柊山町３－２９８ 飲食店 JS-0001-2436

博多房 幸屋 大府市 柊山町３－２９８ 飲食店 JS-0005-5509

たくみ書店大府店 大府市 横根町子新田４－１ ショッピング JS-0000-6518

いちごや 大府市 吉田町３－１ ショッピング JS-0005-9606

あなたの街のタイヤ屋さん 大府市 共栄町３－３－４ ショッピング JS-0002-0095

ジムキング 共和店 大府市 共栄町９－８－１ ショッピング JS-0002-6570

遊火人キンタ作者の店 大府市 若草町４－２９　 ショッピング SL-2000-3383

あいち小児保健医療総合センター病院売店 大府市 森岡町７－４２６ ショッピング JS-0005-3947

あいち小児ビアンモール 大府市 森岡町７－４２６ ショッピング JS-0005-4474

昭和堂 大府市 大府町原６３－１ ショッピング JS-0000-5077

QUARTERNOTE 大府市 追分町１－２１０　１Ｆ ショッピング JS-0001-3638

大黒屋仏壇店 大府店 大府市 柊山町２－２２ ショッピング JS-0000-0898

オリビアプラステン 大府市 柊山町８－５３－２　グランドホリーヒルズレジデンス１Ｆ ショッピング JS-0005-2626

有限会社ガレージ T ＆ F 大府市 北崎町南屋敷４５ ショッピング JS-0001-3538

ArrowsHair あいば 大府市 横根町寺田２４－１　 サービス SL-2000-6336

カーサービス・アクア 大府市 梶田町２－８ サービス JS-0002-9314

hair make Relation 大府市 共西町３－２７８　メゾン共成１０１ サービス JS-0000-6265

PFC 大府店 大府市 共西町７－６７ サービス JS-0001-4575

shleep hair salon 大府市 共和町５－３０９－２ サービス SL-2000-8694

コンプレッソ・プラスティコ 大府市 江端町３－１０　花井ビル１Ｆ サービス SL-2000-9892

ヘアースタジオ B．B 大府市 江端町４－２１ サービス JS-0005-2062

ヘアーリゾート トラヴィス 大府市 若草町１－２９７　ハーモニック若草１Ｆ サービス JS-0004-4249

髪処道 大府市 森岡町４－８５０　　 サービス ZN-0003-0790

佐々木理容館 大府市 朝日町３－２６　 サービス SL-2000-6058

ドリット ヘアー 大府市 長草町田面１３９－１ サービス JS-0000-9127

hair produce LADINO 大府市 追分町３－３２１ サービス JS-0000-7184

Act hair 大府市 東新町１－１６２ サービス JS-0005-1834

COCO 大府店 大府市 東新町２－１７８　セクション１７８ サービス JS-0003-4926

おおたけクリーニング大府桃山店 大府市 桃山町１－１６８ サービス JS-0004-3181

Hair novere 大府市 桃山町５－２０４ サービス JS-0001-1420

Serendipity 大府市 柊山町４－４３　　 サービス ZN-2000-4640

Laster Hair 大府市 北崎町井田４７ サービス JS-0001-8565

shleep 明成店 大府市 明成町２－７８－１ サービス SL-2000-8695

unfil 大府市 明成町３－１８３　フロマージュ１Ｆ サービス JS-0001-1610

中国料理 九龍居 大口店 丹羽郡 大口町中小口２－１－１ 飲食店 JS-0006-0166

ヴォーノ・イタリア大口店 丹羽郡 大口町伝右１－３５２－１ 飲食店 JS-0004-3280

喜鱗 丹羽郡 扶桑町柏森字西屋敷５１ 飲食店 JS-0004-8581

居酒屋うめの 丹羽郡 扶桑町柏森天神１８－１ 飲食店 JS-0004-1829

オリーブ調剤薬局 丹羽郡 大口町丸２－７３ ショッピング JS-0005-9465

ブティックジュリア 丹羽郡 大口町上小口１－７５４ ショッピング JS-0003-3236

エースドラッグ V タウン店 丹羽郡 大口町上小口１－７５４ ショッピング JS-0005-6239

株式会社 KFOGLOBAL 丹羽郡 大口町豊田２－２２６－１ ショッピング JS-0001-5320
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なの花調剤薬局 丹羽郡 扶桑町高雄　定光寺１２８－１　 ショッピング PK-0000-5177

PetitRose 丹羽郡 扶桑町高雄宮島２１ ショッピング JS-0005-6409

F ＆ G すこっぷ 丹羽郡 扶桑町大字高木字福１４５２　 ショッピング SL-2000-6101

やませどうぶつ病院 丹羽郡 大口町さつきヶ丘１－６５　１Ｆ サービス JS-0000-5977

lieb hair 丹羽郡 大口町大屋敷２－１４３ サービス SL-2000-4123

HALOandVivo 丹羽郡 大口町余野３－１０３　メゾンミズノ１０１ サービス JS-0001-7741

染屋 丹羽郡 扶桑町柏森寺裏２７３ サービス JS-0001-3489

ヘアーデザイン プレゼンス 丹羽郡 扶桑町柏森天神２１５－１　 サービス SL-2000-8484

シェービングアトリエ 美優 丹羽郡 扶桑町柏森天神２１５－１　 サービス SL-2000-8485

すし処 初音 丹羽郡 大口町竹田１－２３３　 その他 SL-2000-4641

フォトスタジオ アンジュ 丹羽郡 扶桑町南山名寺前８４－１　 その他 SL-2000-1503

すし屋も料理屋もびっくり 知多郡 阿久比町植大浜田７ 飲食店 JS-0000-8072

とし蔵 知多郡 東浦町緒川屋敷参区４５－１ 飲食店 JS-0001-5469

OHANA 知多郡 南知多町篠島弁財３１－２７　 飲食店 PK-0000-5931

納屋 Cucina creativa 知多郡 美浜町野間本郷５５ 飲食店 SL-2000-9851

力士料理すもう BAR 知多郡 武豊町口田３０－１ 飲食店 JS-0001-4554

武豊 ゆたか寿し 知多郡 武豊町四畝３－１ 飲食店 JS-0000-0991

龍麒園武豊店 知多郡 武豊町浅水６２　スペーシア追進１Ｆ 飲食店 JS-0002-9105

長楽 東大高店 知多郡 武豊町東大高石曽根８６－４ 飲食店 JS-0004-5763

焼肉元太 武豊 知多郡 武豊町東大高北浜田２８－３ 飲食店 JS-0004-6558

みのり 知多郡 武豊町北中根６－３３　　 飲食店 PK-0000-1360

長楽 武豊店 知多郡 武豊町祠峯２－５９ 飲食店 JS-0004-5764

レザーマニア愛知店舗 知多郡 阿久比町萩字詩丹田２４－１　 ショッピング PK-0000-2455

クリーニングこじま 知多郡 阿久比町板山字北反田５－１　 ショッピング PK-0000-4582

株式会社 ヤマモトヤ本店 知多郡 阿久比町板山本郷１９　 ショッピング SL-2000-7698

モノ市場 東浦店 知多郡 東浦町森岡一町田２０－１ ショッピング JS-0000-0502

長坂電気 知多郡 東浦町生路字浜田１－９ ショッピング JS-0005-5390

GARAGE35HIGASHIURA 本店 知多郡 東浦町藤江３丁７０－２ ショッピング JS-0003-5944

永和堂製菓舗 知多郡 南知多町豊浜字半月１８－１　 ショッピング SL-2000-5907

知多厚生病院売店 知多郡 美浜町河和字西谷８１－６ ショッピング JS-0005-3966

キモノ館とだや 知多郡 武豊町迎戸１５５－９３ ショッピング JS-0005-1736

オートフィルムハットリ 知多郡 武豊町原屋敷９０－１８　　 ショッピング ZN-2000-2690

暮らしの衣料マツオカ 武豊店 知多郡 武豊町瀬木１９　TAK ２１武豊ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ２Ｆ ショッピング JS-0002-6804

サイクルショップ サッサ 知多郡 武豊町石川１－２２ ショッピング JS-0005-3818

シードラゴンダイビングサービス 知多郡 武豊町多賀７－７１ ショッピング JS-0000-9484

靴のナカモトヤ 知多郡 武豊町道崎５４－３ ショッピング JS-0005-6403

ブティックマム 知多郡 武豊町平井３－３８－１　　 ショッピング ZN-2000-3989

from Groove 知多郡 阿久比町白沢上カナクソ３－１　 サービス ZN-0002-7318

ORIORI 知多郡 阿久比町白沢天神裏２－１１　竹内恒男店舗４　 サービス ZN-0003-0821

もねペットクリニック 知多郡 東浦町緒川旭１３－２　イオンモール東浦内 サービス JS-0000-1274

有限会社永田モータース 知多郡 東浦町緒川三角３２ サービス JS-0002-9053

ヘア・ソウル  シャーリット 知多郡 東浦町緒川猪伏釜５５－５ サービス SL-2000-7634

BRY 知多郡 東浦町緒川東仙台１４ー７ サービス SL-2000-6530

HairreBorn 知多郡 東浦町石浜中央１－８　ボヌール SK ２　１Ｆ サービス JS-0003-0299
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株式会社旭モータース美浜店 知多郡 美浜町古布溝相３－１ サービス JS-0005-6162

TANIGUCHIMOTORS 知多郡 美浜町布土平井１９８ サービス JS-0002-9952

GO － HAIRS CREA 知多郡 美浜町北方柿谷６ サービス JS-0000-2317

美容室 EKU 知多郡 武豊町鹿ノ子田２－３９　ハイツリバーサイド１Ｆ サービス JS-0000-9147

ヘアーリッツ武豊店 知多郡 武豊町天神前２－３５　　 サービス ZN-0003-0091

ゴトウ自動車 知多郡 武豊町冨貴字北側４８－４　　 サービス PK-0000-7579

グラスバレー 知多郡 南知多町豊丘かに川１０６　 その他 SL-2000-2517

和中旬菜 威風堂々 知多市 にしの台１－１１１２－１　 飲食店 SL-2000-2218

和創作いろは 知多市 にしの台４－１３－６　　 飲食店 PK-0000-0269

プランクオアトリート 知多市 新知東町２－２－３３　　 飲食店 PK-0000-2360

ゴラカリ 知多市 新舞子南西田２９－１ 飲食店 JS-0004-9736

焼肉 とっけん 知多市 新舞子北西田１２－１ 飲食店 JS-0000-9501

すみ火焼肉しんちゃん 知多市 清水が丘１－１３１２ 飲食店 JS-0000-8282

Lounge　gossip 知多市 朝倉町１０２　浜口ビル２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6716

ACOUGUE DO MENDES 知多市 つつじが丘１－１３　朝倉団地１９－１０１ ショッピング JS-0003-4699

BIKEEGG 知多市 つつじが丘３－１２－５ ショッピング JS-0003-6993

いわさわ FASHION 知多市 新知東町１－１－１５　 ショッピング SL-2000-3107

エアーボーン新舞子 知多市 新舞子大瀬７ ショッピング JS-0001-8535

おおぞら薬局 知多市 巽が丘４－１０６ ショッピング JS-0005-9464

呉服・洋品宇藤 知多市 南粕谷４－１１ ショッピング JS-0003-7060

パークススクエア 知多市 にしの台４－７－２４　　 サービス ZN-2000-5817

hairdesignnico 知多市 佐布里向畑５７－２ サービス JS-0002-0848

Minette 知多市 新知台２－１０－２ サービス JS-0005-5575

かたおか接骨院 知多市 朝倉町４６４ サービス JS-0004-5667

あいりー骨盤整体 巽ヶ丘院 知多市 八幡字笹廻間７－１２ サービス JS-0004-8277

肉や大善 クロスゲート店 知立市 栄２－１０　 飲食店 SL-2001-1174

笑天知立駅前本店 知立市 栄２－１０　知立クロスゲート７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4270

しげ知立駅前店 知立市 栄２－１０　知立クロスゲート７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6181

なつかし家 知立市 山屋敷町板張４３－１ 飲食店 JS-0000-7299

すたみな バイキング 知立店 知立市 山町御林１－５０ 飲食店 AL-0000-0219

ステーキ グリル シマホン 知立市 山町小林２２－６ 飲食店 JS-0001-5240

NOSSO LANCHE 知立市 昭和１－１２－５ 飲食店 JS-0003-0657

焼肉や大善 知立市 上重原２－２６　 飲食店 SL-2001-1176

フォワイエ 知立市 新富１－３１ 飲食店 JS-0001-7411

BAR CATTIVO 知立市 池端３－２３　　 飲食店 ZN-2000-0094

珈琲遇暖知立店 知立市 宝３－６－１　　 飲食店 PK-0000-3225

マルキン 知立市 堀切２－３９　　 飲食店 ZN-0002-0391

Rico Rico 知立市 本町本４４ 飲食店 JS-0004-2602

CHEIROVERDE 知立市 昭和２－８－１４ ショッピング JS-0001-6777

ゴルフショップかとう 知立市 上重原町丸山１９７－１ ショッピング JS-0003-0018

モノ市場 知立店 知立市 上重原町己ノ池５３－１ ショッピング JS-0000-0485

MOTORING SEED 知立店 知立市 西丘町２３　 ショッピング SL-2001-1209

KAZA・DA・PIZZA 知立市 谷田町北屋下９１－２０ ショッピング JS-0004-2488

MOTORING SEED 東刈谷店 知立市 谷田町本林２－１４－１　 ショッピング SL-2001-1211
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シューズハウスクゼ 知立市 中山町中山３３ ショッピング JS-0005-1439

タニタフィッツミーギャラリエアピタ 知立市 長篠町大山１８－１　ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ知立東館１Ｆ　 ショッピング PK-0000-2364

弘法薬局　長篠店 知立市 鳥居１－１２－１２　　 ショッピング PK-0000-8961

肉や大善 知立市 東上重原４－６　 ショッピング SL-2001-1175

ARMAZEM FASHION 知立市 南陽２－４　南陽ハイツ１０１号室 ショッピング JS-0000-6045

珈琲遇暖焙煎香房 知立市 宝３－６－１　　 ショッピング PK-0000-5860

TOPHAIRLounge 知立市 上重原２－３１　　 サービス ZN-0002-7462

Neo Natural 知立店 知立市 新池３－１１８　 サービス SL-2001-0806

Act stylish hair 知立市 東上重原４－５４ サービス JS-0005-1888

JUe Hair Design 知立市 宝１－１３－５ サービス JS-0001-7964

山樹 長久手店 長久手市 五合池１０２－１　　 飲食店 ZN-0002-0382

焼肉鉢屋 長久手市 作田１－２０７　　 飲食店 ZN-0001-4261

華花長久手本店 長久手市 市が洞２－１０６ 飲食店 JS-0003-8093

スキレットダイナー 長久手市 先達１３０３　ぴゅあハウスれもん樹１Ｆ 飲食店 JS-0005-4787

御うどん　光史 長久手市 前熊一ノ井１－５２ 飲食店 JS-0004-7021

Photovel cafe 長久手市 坊の後１４２５ 飲食店 JS-0001-1664

ヴォーノ・イタリア長久手店 長久手市 野田農５０５ 飲食店 JS-0004-3273

フラワーショップリアン 長久手市 岩作雁又２１　愛知医科大学病院内 ショッピング JS-0000-9195

CRIMSON 長久手市 岩作三ヶ峯３－５４８ ショッピング JS-0000-3020

防犯館長久手店 長久手市 岩作長池７２－１ ショッピング JS-0001-2990

ジムキング 長久手店 長久手市 久保山８０４ ショッピング JS-0002-6572

ブルーン 長久手市 市が洞２－１２０４ ショッピング JS-0005-5193

tacklehouseZEST 長久手市 城屋敷２５１３ ショッピング JS-0003-0408

株式会社シンフォニア長久手店 長久手市 西浦１２１６ ショッピング JS-0005-8826

ONE ON ONE 長久手市 坊の後１４２０ ショッピング JS-0004-8779

清水美容院 長久手市 岩作城の内５３　ライブ館２Ｆ サービス JS-0004-9869

むらかみ動物病院 長久手市 喜婦嶽３０８　１Ｆ サービス JS-0000-5744

en ー te： 長久手市 香桶５０６ サービス JS-0004-6354

ニコニコレンタカー愛知学院大学店 長久手市 砂子７１３ サービス JS-0002-5713

さつき接骨院 長久手市 山野田１２３　 サービス SL-2000-2309

ふくぞう 津島市 越津町馬三味１－１ 飲食店 JS-0004-1575

とりとり亭津島店 津島市 西柳原町４－５４－１　　 飲食店 ZN-0002-0451

カフェ・ダイニングホーム 津島市 東柳原町１－４４－１　ドミール英１０２ 飲食店 JS-0000-6153

逸品料理逸旬 津島市 東柳原町１－４４－１　ドミール英１Ｆ東 飲食店 JS-0001-3901

ガレージコルサ 津島市 金柳町神様田２２６ ショッピング JS-0002-4330

学校制服 長崎屋 津島店 津島市 今市場町２－３５　 ショッピング SL-2000-8246

有限会社ヤマシゲサイクル 津島市 今市場町４－４７ ショッピング JS-0003-5885

山甚クリーニング　津島店 津島市 昭和町３－４３　　 ショッピング PK-0000-8017

株式会社パーツランド BANZAI 津島市 神守町中ノ折５９－１ ショッピング JS-0001-9182

SENGA CYCLE 中地店 津島市 中地町３－３１－１ ショッピング JS-0004-6698

abientot 津島市 藤浪町１－６０－２　ガーデンアイ１Ｆ ショッピング JS-0000-1138

有限会社みゆきカメラ 津島市 藤浪町４－３５－１ ショッピング JS-0000-3698

マイティーカーズ 津島市 百町みどり台２０７ ショッピング JS-0002-0765

メンズコレクション HAYASHI 津島店 津島市 蛭間町新田３７３－１　 ショッピング SL-2001-0877
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仙石津島店 津島市 蛭間町桝田３６０ ショッピング JS-0003-8288

アイエスケー 津島市 愛宕町７－８７－１ サービス JS-0002-0788

グッドモーニングユナイト 津島市 永楽町４－２９－１　　 サービス ZN-0003-0792

ブランコどうぶつ病院 津島市 橘町３－５０ サービス JS-0001-2779

いずもや本店 津島市 宮川町１－９３－１ サービス JS-0004-8076

ビューティサロン千晴 津島市 元寺町３－８－１ サービス JS-0001-6060

いずもやマックスバリュ津島江西店 津島市 江西町４－１３７－１ サービス JS-0004-8055

COCO 津島店 津島市 今市場町３－４２－１ サービス JS-0004-0832

BROWNYNAIL 津島市 今市場町３－４７－１　済生館マンション１０５ サービス JS-0002-6156

embellir 津島市 昭和町３－１７－１　昭和ビル サービス JS-0004-2396

VANCOUNCIL 津島 津島市 新開町１－５１－４　　 サービス ZN-0003-0793

VANCOUNCILTHENEWCREA 津島市 新開町１－５１－４　　 サービス ZN-2000-3405

有限会社みゆきカメラ東館 津島市 神尾町西之割３８ サービス JS-0000-3720

天然温泉津島健康の里湯楽 津島市 西愛宕町２－２０８　　 サービス ZN-2000-1980

UNDERTREEGARDEN 津島市 西柳原町４－５３－１　　 サービス ZN-0002-7468

いずもやヨシヅヤ津島本店 津島市 津島字北新開３５１ サービス JS-0004-8078

塗り爪家びび 津島市 唐臼町前南６９ サービス SL-2000-7452

FRONTIN’ 津島市 藤里町１－５５　朝日ビル１Ｆ サービス JS-0005-0063

いずもやフィール津島店 津島市 藤浪町２－８ サービス JS-0004-8058

いわた動物病院 津島市 藤浪町３－８１ サービス JS-0003-3657

有限会社フジナミ 津島市 日光字東浦１６４ サービス JS-0005-8294

いずもやヤマナカ神守店 津島市 蛭間町字新田３７６－１ サービス JS-0004-8079

チュウブワークス 津島市 埋田町１－３６ サービス JS-0003-7548

えんざ 田原市 浦町丸山１－４６ 飲食店 JS-0002-8626

焼肉しんか 田原市 吉胡町清水８－１　　 飲食店 PK-0000-1523

来た佐 田原市 神戸町大坪３４－１ 飲食店 JS-0002-9265

焼肉笑徳 田原店 田原市 神戸町堀池７９－１ 飲食店 JS-0005-9469

いろは茶屋 田原市 谷熊町高田３９－３ 飲食店 JS-0003-0886

遊食ダイニング 風雅 田原市 田原町萱町１　セントファーレ２Ｆ 飲食店 JS-0000-7668

夕やけ横丁三丁目田原店 田原市 田原町東大浜１０２－４　　 飲食店 ZN-0002-0477

居肴屋げんき村 田原市 田原町東大浜７６－１３　　 飲食店 PK-0000-0650

食蔵 北の国から 田原市 姫見台１３０ 飲食店 JS-0000-7667

パリスパートナー 伊良湖店 田原市 伊良湖町宮下２８２２－２ ショッピング JS-0000-1244

Hana．花 田原市 神戸町前畑１０－１ ショッピング JS-0001-6026

長栄　赤羽根店 田原市 赤羽根町四貫目９５　　 ショッピング PK-0000-8485

フォワードサーフ 田原市 赤羽根町大西３２－４ ショッピング JS-0000-7891

KEEPER SURF STATION 田原市 赤羽根町大道浦４７－６ ショッピング JS-0003-9150

ロッタハニー 田原市 赤石１－３７　あかいしＫモ－ル２Ｆ ショッピング PK-0000-8896

リリーオプティーク 田原市 田原町萱町１　セントファーレ１Ｆ ショッピング SL-2000-2683

マサキクリーニング　セントファーレ 田原市 田原町萱町１　セントファ－レ店内　 ショッピング PK-0000-8033

ぐりーんぽけっと 田原市 田原町南新地７６－１　ショッピングタウンパオ ショッピング SL-2000-1668

Oguri 田原市 田原町本町３９－１４ ショッピング JS-0000-0744

ダ・ヴィータ 田原市 豊島町安原崎４－５　　 ショッピング ZN-0002-4622

Dio branch 田原市 田原町萱町１　セントファーレ２Ｆ サービス SL-2001-1318
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ピリカ ラプ 田原市 田原町萱町６４ サービス JS-0005-2956

髪 ing なつめ 田原市 田原町大沢下３０－１ サービス JS-0001-0156

美容室 M 田原市 田原町築出２０－１ サービス JS-0000-6991

Dio 本店 田原市 姫見台１１５ サービス SL-2001-1828

大衆酒場どんてん 東海市 横須賀町扇島３－７　シティハイツ東海 飲食店 JS-0004-1626

久鐵 東海店 東海市 加木屋町１－３　 飲食店 SL-2001-1233

osteriatsuka 東海市 加木屋町柿畑５６－１　ワイズビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3926

カリーゾーン南加木屋店 東海市 加木屋町柿畑５７－５ 飲食店 JS-0004-2691

ノンナカコーレ 東海市 加木屋町石田７８　 飲食店 SL-2001-1232

La　PALETTE　Homme 東海市 高横須賀町６－２４　　 飲食店 PK-0000-6659

楓花亭 太田川本店 東海市 大田町下浜田１４７－３６　ブレイクビル ２Ｆ 飲食店 JS-0005-9618

卸や肉八太田川駅前店 東海市 大田町後田２０－１　ソラト太田川２Ｆ 飲食店 JS-0004-3850

STYLISH ＆ DARTSBARLUCE 東海市 大田町後田２１３－１　寺田ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2144

全国旨いもん居酒屋てっちゃん 東海市 大田町後田９５－１　I.P.S 大村ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9851

焼肉あんすばん 東海市 中央町６－２４３ 飲食店 JS-0004-7604

レストラン 公園クラブ 東海市 東海町４－７０－１　製鐵公園内 飲食店 JS-0003-4013

まえだ家 東海市 富貴ノ台５－２３７　ﾊﾟﾙﾈｯﾄｻﾝｼｮｳ１０２ 飲食店 JS-0001-3161

ビストロカフェ sasa 東海市 富貴ノ台５－２３９　 飲食店 SL-2000-6057

焼しゃぶ Dining しゅうまる 東海市 富木島町山中１３９－５ 飲食店 JS-0000-5348

焼肉純ちゃん上野台店 東海市 富木島町東山２２ 飲食店 JS-0000-1472

とりとん上野台店 東海市 富木島町東山４－４１　　 飲食店 ZN-0002-0447

居酒屋ほろよい 東海市 富木島町道才９４－２ 飲食店 JS-0005-1847

MaoMao 東海市 富木島町伏見１－１０－８ 飲食店 JS-0002-4180

和風ダイニング 蒼天 東海市 富木島町伏見１－７－１６ 飲食店 JS-0001-3664

ヴォーノ・イタリア東海店 東海市 名和町向田１－１ 飲食店 JS-0004-3279

焼肉純ちゃん名和 東海市 名和町細田４１－１ 飲食店 JS-0000-1485

まさきち 名和店 東海市 名和町山東１－２ 飲食店 JS-0000-4510

カリーゾーン 本店 東海市 名和町南之山１２－３ 飲食店 JS-0002-4758

旬彩酒房 つるわ 東海市 養父町２－６ 飲食店 JS-0001-0116

タケソウ 東海市 横須賀町一ノ割１９ ショッピング JS-0004-5151

東海市のテニス＆バドショップ IMPACT 東海市 横須賀町二ノ割３６－１－２０１　 ショッピング SL-2000-2284

ヤマザキショップラブリー南加木屋駅前店 東海市 加木屋町１－２ ショッピング JS-0004-6067

糸重 南加木屋店 東海市 加木屋町南平井３８－１　 ショッピング SL-2000-3103

株式会社ウエノタイヤ 東海市 荒尾町イノ割３２ ショッピング JS-0000-4915

池田タイヤ 東海市 荒尾町向山１－２ ショッピング JS-0000-5505

東海コンタクト 東海市 荒尾町寿鎌７７ ショッピング JS-0000-5638

エルパセオ調剤薬局　東海店 東海市 荒尾町明倫１９－２　　 ショッピング PK-0000-8344

がんもく屋本店 東海市 高横須賀町３－１６ ショッピング JS-0001-3689

tuckshop 豊田スチールセンター 東海市 新宝町３３－４　豊田ｽﾁｰﾙｾﾝﾀｰ（株）内 ショッピング JS-0005-9237

MOTORING SEED 東海店 東海市 中央町６－３６－１　 ショッピング SL-2001-1212

モノ市場 東海店 東海市 中央町７－９３ ショッピング JS-0002-9380

タイヤ村 東海店 東海市 東海町３－１０－１４ ショッピング JS-0003-1514

オーガニックショップ サンアイ 東海市 富木島町外面１５－３ ショッピング JS-0004-9143

K ＆ H オキドキカーズ 1 東海市 名和町寝覚７－１　　 ショッピング PK-0000-1120
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ジュエリー工房 セリオ 東海市 名和町南三ヶ月２０－１　 ショッピング SL-2000-2857

［HC］有限会社電化のアベ 東海市 名和町馬坂３８ ショッピング JS-0001-8692

アベニール洋菓子店 東海市 養父町大木之本５１　 ショッピング SL-2000-0464

よこすか調剤薬局 東海市 養父町北反田１９－２　　 ショッピング PK-0000-8348

ウサギ商店 東海市 養父町北堀畑４６　　 ショッピング PK-0000-0363

cherishh 東海市 加木屋町１－１２７ サービス JS-0001-1652

中日鍼灸接骨院 加木屋店 東海市 加木屋町１－３４１ サービス JS-0005-4102

ライラック 東海市 加木屋町仲新田５８－１ サービス JS-0003-0550

ヘアー＆フェイス ヤエ 東海市 加木屋町白拍子１０７－３ サービス SL-2000-2538

grune 東海市 荒尾町大恵毛２４－１　ＰＡＬ１Ｆ サービス JS-0000-9353

ViVi 太田川店 東海市 高横須賀町御洲浜４－２ サービス JS-0002-2530

サンテラス整体サロン 太田川店 東海市 大田町下浜田１０８－２　知多新太田ビル１Ｆ サービス JS-0004-5602

Ameliechouchou 東海市 大田町蟹田５６　こんぱるビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-2172

スタジオ・アリオット 東海市 大田町郷中１９７ サービス JS-0004-5485

BonSante HAIR 東海市 中央町７－２２ サービス JS-0005-6324

CAR CREST 東海市 名和町二番割上３６－１ サービス JS-0004-6633

SO － EHAIR 東海市 養父町大木之本５６－１　森ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0778

MOLIS 東海市 荒尾町下油田１－２　 その他 SL-2001-0543

ゲームファンタジーランドナイル 東海市 名和町三番割上４０－２ その他 JS-0002-2082

ゲームファンタジーランドアトランティス 東海市 養父町３－３８－３９ その他 JS-0004-6628

朝熊 日進市 赤池町村東９９－１ 飲食店 JS-0003-3737

おにぎりカフェマザーズ日進竹の山店 日進市 竹の山２－３０９ 飲食店 JS-0002-8134

mileone 日進市 南ヶ丘３－１１－１ 飲食店 JS-0002-4714

mileone 日進市 南ヶ丘３－１１－１ 飲食店 JS-0002-6405

ナンハウス日進店 日進市 梅森台２－２０２　　 飲食店 ZN-0002-0459

LOOP GREEN LABO 日進市 岩藤町一ノ井８９３－２ ショッピング JS-0000-5316

ANCA 日進市 香久山５－１８０１　Mio 香久山ピアゴ２Ｆ　 ショッピング SL-2000-4966

ユーズドユーズ日進赤池店 日進市 赤池１－２７１０ ショッピング JS-0003-6033

スクール日進 日進市 赤池３－３０５　フワハウス１Ｆ ショッピング JS-0000-0727

chord 日進市 竹の山３－１４０１ ショッピング JS-0004-1137

ジムキング 竹の山店 日進市 竹の山３－２００１ ショッピング JS-0002-6571

ヤシロファーマシーこめのき調剤薬局 日進市 米野木町丁田２８ ショッピング JS-0004-7746

Liquidsurf 日進市 米野木町南山８６－１　　 ショッピング ZN-2000-0600

写真のアイム日進駅前店 日進市 栄２－２０４ サービス JS-0000-3849

hairmake R・M 日進市 栄２－４０８　ベルビエ２Ｆ サービス JS-0001-0783

マレオット 日進市 栄３－２２１４　 サービス SL-2000-5285

Fambilly 日進市 岩崎町西ノ平４１－５　１Ｆ　 サービス SL-2000-2473

写真のアイム日進香久山店 日進市 香久山３－２００６ サービス JS-0000-3847

Rosy 日進市 赤池１－１２１４ サービス JS-0005-1479

NAPhairscoya 日進市 赤池１－３００３　ルミエール赤池１Ｆ　 サービス ZN-0003-1693

美容室アクター 日進市 赤池３－７０７　ラフィーネカニエ１Ｆ サービス JS-0004-5113

美容室アクタープラス 日進市 赤池３－７０７　ラフィーネカニエ３０１ サービス JS-0004-3877

FORPRIDE．inc 日進市 赤池５－１８０５Ｂ サービス JS-0001-7870

amie hair room 日進市 折戸町孫三ヶ入３２－１３ サービス JS-0004-0464
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CANVAS 日進市 浅田町森下１２－１ サービス JS-0005-0211

KPheart 日進 日進市 浅田町東前田４３－１　グランディス１Ｆ サービス JS-0001-4635

株式会社オリエント・オートサービス 日進市 浅田町平池８０－１ サービス JS-0003-1678

ground ivy 日進市 米野木台５－４２０ サービス JS-0003-3434

RADJAM 日進市 米野木町榎坪３３－１ サービス JS-0005-9158

hairatelierfocus 日進市 米野木町油田３５－１ サービス JS-0001-1753

有限会社ニワ 日進市 本郷町鴻土１０－１ サービス JS-0002-2331

GinoBili 半田市 栄町２－６９ 飲食店 JS-0005-6235

美食追心 味彩 半田市 花園町１－９－１０ 飲食店 JS-0003-8477

はん蔵もん。半田花園店 半田市 花園町４－１－１４　　 飲食店 ZN-0001-4244

ヴォーノ・イタリア半田店 半田市 花園町４－１７－１３ 飲食店 JS-0004-3812

有限会社百火炎 半田市 花園町４－８－１０ 飲食店 JS-0003-6359

旬の味 佳肴 半田市 岩滑高山町１－１１２－１ 飲食店 JS-0000-4178

食事処　ダイ平 半田市 岩滑高山町５－２３－１　　 飲食店 PK-0000-6325

焼肉しんちゃん 半田市 雁宿町１－５３　　 飲食店 PK-0000-0120

トンチャンバール知多半田駅前店 半田市 更生町１－１２２－４　第三杉浦ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4237

金三 半田市 山代町１－１０６－７ 飲食店 JS-0000-1797

良月 半田市 昭和町２－３５－５ 飲食店 JS-0000-9456

粋香 半田市 新宮町２－８７－１ 飲食店 JS-0003-6271

居酒屋だるま 半田市 瑞穂町８－１２－８ 飲食店 JS-0002-5069

サカナダイニングヒロ 半田市 星崎町２－２０５－２ 飲食店 JS-0000-6990

インドカレービンディカ 半田市 清城町１－１２－２０ 飲食店 JS-0004-1432

旬彩だいどころ 半田市 青山１－９－４　リバティー青山１Ｆ 飲食店 JS-0001-9145

中国料理 一品香 半田市 青山６－２３－１１　 飲食店 SL-2000-7680

麺屋 轍 半田市 天王町１－４７　第２スカイタウン１Ｃ 飲食店 JS-0003-4781

中華料理龍城 半田市 天王町１－６１－１ 飲食店 JS-0000-6277

K’sPitDINER01 半田市 白山町５－２１４－１８　　 飲食店 PK-0000-2725

モノ市場 半田店 半田市 乙川吉野町１－１ ショッピング JS-0005-2494

暮らしの衣料マツオカ 半田店 半田市 乙川吉野町９　パワードーム半田１Ｆ ショッピング JS-0002-6811

快眠工房中村屋 半田市 宮本町５－３２８－７ ショッピング JS-0003-1792

ヨネス半田店 半田市 宮本町５－３３１－３ ショッピング JS-0002-5715

ファミリープラザ マルアイ 半田市 広小路町１５１－４　 ショッピング SL-2000-9714

さくら堂 半田市 昭和町２－１－２ ショッピング JS-0000-3933

RH fitness GYM24 半田市 昭和町２－５５ ショッピング JS-0001-9003

hanabisou 半田市 上浜町１０－１３ ショッピング JS-0001-5631

タイヤ村 半田市 新居町５－１１３ ショッピング JS-0001-5110

ボロン半田店 半田市 新居町６－８９－３ ショッピング JS-0000-9207

桜門漢方薬局 半田市 新川町２２－１　JUS 半田１Ｃ ショッピング JS-0001-0064

さん  ひがしうら 半田市 青山２－１８－１５　 ショッピング SL-2000-1962

パルティクラール 半田市 青山４－１－１－７　パインビロウ１Ｆ ショッピング JS-0000-4214

なかまち調剤薬局 半田市 中町４－２０ ショッピング JS-0005-3381

nigatsu 半田市 仲田町２－９ ショッピング JS-0000-6646

マーヴェラス 半田市 天王町１－１５　天王ファイブ１Ｆ ショッピング JS-0000-6455

レザーバッグ革財布専門店ヴァーティゴ 半田市 天王町１－４７　第２スカイタウン１Ｆ ショッピング SL-2000-2467
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メガネのモミヤマ 半田市 東郷町３－３５－２ ショッピング JS-0005-0112

株式会社印可 宮池店 半田市 南二ツ坂町２－３－１１ ショッピング JS-0000-3107

ワークショップ男の店 半田店 半田市 浜田町３－１２ー５ ショッピング JS-0000-0582

フラワーショップ　はなふく 半田市 北二ツ坂町１－１０－１０　DO LIVING ISSEIDO 半田本店内 ショッピング PK-0000-8923

ビオ・ショップ半田 半田市 北末広町１１３－２　 ショッピング SL-2000-2361

スズキアリーナ半田旭 半田市 旭町４－５８－２ サービス JS-0003-5648

LOCOMOTION 半田市 稲穂町１１－７ サービス JS-0004-7160

Luogia 半田市 岩滑中町２－９８－１ サービス JS-0002-3318

ホワイト急便シルバー新居店 半田市 亀崎町９－１１７　スーパーセンタートライアル内 サービス JS-0005-6034

あいりー骨盤整体 半田院 半田市 宮本町５－３０２－２ サービス JS-0004-8267

HiMHAIR 半田市 宮本町６－２０４－２ サービス JS-0003-0676

50HairDesign 半田市 幸町１－４９　アーバンフジ１Ｆ サービス JS-0002-7238

SIMONHAIRSALON 半田市 更生町２－１５１－４ サービス JS-0002-5558

ホワイト急便シルバー住吉店 半田市 住吉町１－４２－１ サービス JS-0005-6031

CarService チャレンジ 半田市 春日町２－５ サービス JS-0003-0030

美容室ぐるっぽ 半田市 小神町３０－６ サービス JS-0000-5869

色髪美人 半田市 新居町６－２１７－２ サービス JS-0001-3494

GOODIES 半田市 瑞穂町７－１－４ サービス JS-0003-0047

ハッピーフレンズ 半田市 瑞穂町７－４－１６　　 サービス PK-0000-1933

巽自動車 半田市 成岩東町３９　　 サービス PK-0000-0213

ホワイト急便シルバー半田中央店 半田市 清城町１－１０－１ サービス JS-0005-6035

ドッグサロン ココペリ 半田市 清城町１－１２－１９　ファインレジデンス C･O･P サービス JS-0001-0499

川田自動車 半田市 川田町２０４－４　　 サービス PK-0000-1323

Bisthair 半田市 天神町１０５　三愛ファミール１Ｂ サービス JS-0001-2895

KONDO GARAGE 半田市 八軒町３０ サービス JS-0005-6120

ホワイト急便シルバー本社工場前店 半田市 板山町１０－１７５－２ サービス JS-0005-6033

ミッキー美容院 半田市 板山町１５－１３３ サービス JS-0004-3159

ピンクピアー 半田市 柊町３－４－７　エクセルカナメ１Ｆ サービス JS-0002-8960

酒遊庵こてつ 尾張旭市 向町３－２－１　メゾンソフィア１Ｆ 飲食店 JS-0004-3862

鉄板焼虎の子 尾張旭市 三郷町栄１　レベルフォー１Ｆ 飲食店 JS-0001-7091

KOPILA 尾張旭市 庄中町１－１１－１６ 飲食店 JS-0002-3344

焼肉食彩味来 尾張旭市 西大道町前田３７１７ 飲食店 JS-0003-6196

MALIMELO 尾張旭市 大久手町一の曾５０－１ 飲食店 JS-0005-1951

萬来館 尾張旭市 東大道町原田２５５４－１　　 飲食店 PK-0000-4256

あんぽん帝 尾張旭市 東大道町原田３８　フルライフ旭１Ｆ 飲食店 JS-0004-5914

BAR AN′Z 尾張旭市 東大道町原田３８　フルライフ旭１Ｆ 飲食店 JS-0004-6921

季節のキッチン 尾張旭市 南栄町旭ヶ丘１７－３ 飲食店 JS-0006-0014

焼肉の松阪 尾張旭市 柏井町公園通２５５ 飲食店 JS-0000-1720

食楽館 尾張旭市 北本地ヶ原町１－１０ 飲食店 JS-0000-1219

ラモディスタ 尾張旭市 印場元町２－６－５ ショッピング JS-0001-4754

Big Oak 尾張旭市 三郷町中井田９７　ビックオーク三郷１Ｆ ショッピング JS-0000-1121

ミルティ 尾張旭店 尾張旭市 狩宿新町１－１　アイトー東風内 ショッピング JS-0004-0162

イシカワ画材 1 尾張旭市 狩宿新町２－４６－２　　 ショッピング PK-0000-8236

シーゲッツ 尾張旭市 狩宿町４－１６－１ ショッピング JS-0001-6254



18 2020/9/29

［愛知県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

うちゅうぼうえいぐんババ屋 尾張旭市 新居町五反田３４７８－１ ショッピング JS-0004-2529

日立オムロン 売店 尾張旭市 晴丘町池上１ ショッピング SL-2001-0720

（株）アイ・シー・エム ガーデンズ 尾張旭市 晴丘町池上１２－１ ショッピング JS-0001-1537

まじまコンタクトレンズ 尾張旭市 大久手町一の曽１１５ ショッピング JS-0000-1122

ケア調剤薬局城山店 尾張旭市 大久手町一の曽４８　　 ショッピング PK-0000-8993

プルトーン 尾張旭市 東山町１－２－５　アサヒビル１Ｆ ショッピング JS-0004-7949

ファッション雑貨 CoCoRo 尾張旭市 東大道町原田２５２５－５　尾張旭ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝｱｽｶ１Ｆ ショッピング JS-0002-8475

ナナカンパニーバイクセブン 尾張旭市 東本地ヶ原町１－２７ ショッピング JS-0004-5787

きものの三樹 尾張旭市 南原山町赤土２１０－１　グレース三樹ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7305

大黒屋仏壇店 尾張旭店 尾張旭市 北山町六反田１７ ショッピング JS-0000-0895

トキワバッティングセンター尾張旭店 尾張旭市 北本地ヶ原町３－６３　　 ショッピング ZN-0002-2879

GLAM HAIR 尾張旭市 旭前町１－７－７ サービス JS-0004-9009

N．A － AUTO 尾張旭市 井田町１－２２　　 サービス PK-0000-0610

MOUHAIR 尾張旭市 井田町２－３６７－５ サービス JS-0002-7596

（株）カーサービス SATAKE 尾張旭市 井田町４－７８ サービス JS-0002-6905

アミーフルール 尾張旭市 印場元町５－２－１　　 サービス PK-0000-5308

SHERBET HAIR 尾張旭市 渋川町２－１５－１８ サービス JS-0000-8233

Carohair 尾張旭市 渋川町３－４－１２ サービス JS-0001-5736

Shairy 尾張旭市 庄中町１－８－２２ サービス JS-0001-1219

Casitaflor 尾張旭店 尾張旭市 庄中町１－８－８ サービス JS-0003-5631

リバティーウォーク 尾張旭市 瀬戸川町２－９ サービス JS-0002-7578

N ー 3HAIR 尾張旭市 東大久手町３－３－１ サービス JS-0004-0956

SERA 尾張旭市 東大道町原田７－１ サービス JS-0004-8988

Reche 尾張旭市 白鳳町１－１０６ サービス JS-0001-0470

ゆき寿司 碧南市 旭町２－４３－１ 飲食店 JS-0004-8399

中華料理 長楽 碧南店 碧南市 栄町３－５４ 飲食店 JS-0004-6771

CAFE ＆ BAR figaro 碧南市 栄町４－１　第一むつみ荘１１０ 飲食店 JS-0003-5682

LIAR 碧南市 栄町４－２７　第二むつみ荘１Ａ 飲食店 JS-0003-5149

マム 碧南市 源氏神明町２５　コクネビル１０６ 飲食店 JS-0001-2936

おてもやん 碧南市 古川町１－１　トリーハイツ西端１Ｆ 飲食店 JS-0002-7976

salon DUO 碧南市 向陽町２－１４ 飲食店 JS-0004-2161

食堂コラボ＋ 碧南市 坂口町１－５９　　 飲食店 PK-0000-6604

笑売飯場あすなろ 碧南市 作塚町３－７０ 飲食店 JS-0001-0183

すずキッチン 碧南市 松江町１－７１ 飲食店 JS-0005-4491

森の中の召しや 碧南市 新川町６－１６－３ 飲食店 JS-0004-6769

我が家 碧南市 西山町４－３６－１ 飲食店 JS-0002-9838

中華料理同源 碧南店 碧南市 伏見町２－２２ 飲食店 JS-0003-2456

NN DINER 碧南市 末広町３－４ 飲食店 JS-0005-0042

ホルモンじゅんちゃん 碧南市 野田町１１９ 飲食店 JS-0004-5616

マヤマサラ碧南店 碧南市 野田町１１９ 飲食店 JS-0005-3249

［HC］ナコー碧南タカス 碧南市 源氏神明町２４ ショッピング JS-0001-8209

AUTOSHOPSOUTHGREEN 碧南市 三度山町４－３８ ショッピング JS-0002-1129

碧南人形 碧南市 志貴崎町６－４３ ショッピング JS-0000-0388

ファッションショップあさひや 碧南市 志貴町１－６３　 ショッピング SL-2000-3604
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明音堂にしばた店 碧南市 吹上町２－２３ ショッピング JS-0004-8063

ちた屋 碧南市 千福町４－７７－１　 ショッピング SL-2001-0398

だいこく屋 碧南市 浅間町３－１４ ショッピング JS-0002-4010

磯明ナカミセ 碧南市 中町５－６１ ショッピング JS-0005-5839

メンズショップ イソガイ 碧南市 野田町１７　 ショッピング SL-2000-3306

ミスタータイヤマン エキスパート 碧南市 六軒町３－１ ショッピング JS-0000-2479

マチコ 碧南市 羽根町２－２　 サービス SL-2000-8085

Bena 碧南市 栄町４－１ サービス JS-0001-3283

ホワイト急便向陽店 碧南市 向陽町１－３ サービス JS-0005-7629

民間車検工場 カーサービス杉浦 碧南市 上町５－２５ サービス JS-0005-7435

おおたけクリーニング碧南大浜店 碧南市 石橋町４－１０８ サービス JS-0004-3180

おおたけクリーニング碧南新川店 碧南市 千福町２－２１－１ サービス JS-0004-3178

美容室キレイ 碧南市 沢渡町２３２－３ サービス JS-0004-5765

快眠ひろば 綿桂 碧南市 作塚町 1 －８３－１　 その他 SL-2000-4775

精進料理手打そば瀧 本店 豊明市 三崎町ゆたか台３４－８　 飲食店 SL-2000-0097

EGG BOARD 豊明店 豊明市 新栄町６－１－１ 飲食店 JS-0005-7504

肴旬 まなか亭 豊明市 新田町吉池２５－６ 飲食店 JS-0005-4209

焼肉 おおさか家 豊明市 前後町三ツ谷１３１８－２　　 飲食店 ZN-0002-0375

タックメイト豊明駅前店 豊明市 阿野町明定５０－４　 ショッピング SL-2001-0111

initysurf 豊明市 栄町元屋敷５５　ｽﾊﾟｰｸｼﾃｨｰﾎﾟﾙﾄ３Ｆ ショッピング JS-0001-5291

MAX さかえ 豊明市 栄町坂畑１０－１ ショッピング JS-0001-6760

オッペン化粧品　ミーユ営業所 豊明市 沓掛町宿２３７－４　　 ショッピング PK-0000-8862

松井クリーニング店 豊明市 三崎町中ノ坪２０－１２　　 ショッピング PK-0000-5569

豊明事務機 豊明市 三崎町中ノ坪２２－６ ショッピング JS-0004-6830

マリーヌ洋菓子店 豊明市 新田町下一ノ割７２－１１　 ショッピング SL-2000-4286

プラスラタン 豊明市 西川町笹原２５－５　　 ショッピング PK-0000-8585

オッペン化粧品 WIZ 営業所 豊明市 西川町長田８－１２　Tiara 営業所内 ショッピング PK-0000-3864

センチュリーペット 豊明店 豊明市 西川町島原８－１０ ショッピング JS-0000-2016

ウェーブ豊明店 豊明市 前後町三ツ谷１３５６－１－４ ショッピング JS-0004-2520

SpiritofHairNATIVE 豊明市 栄町南姥子１０　　 サービス ZN-0003-0089

AMON 豊明市 三崎町高鴨１０－８　　 サービス ZN-2000-0230

LAZO Hair 豊明市 三崎町中ノ坪９－１０　中島ビル VivreN １０１ サービス JS-0001-5576

hairNajam 豊明市 新田町村合３９－４　　 サービス ZN-0003-0807

高木自動車 豊明市 新田町村合６２－３ サービス JS-0005-9850

清水商会 豊明市 新田町中ノ割１５－１ サービス JS-0004-3502

清水商会 豊明市 新田町中ノ割１５－１ サービス JS-0004-4342

麺達 本店 豊明市 大久伝町南１７－９　 その他 SL-2000-2300

食事処 味里 北名古屋市 宇福寺長田１１０－１ 飲食店 JS-0001-0182

パチキ北名古屋店 北名古屋市 沖村天花寺４ 飲食店 JS-0002-3343

うなぎの中庄北名古屋店 北名古屋市 久地野北浦６７－１ 飲食店 JS-0005-2173

SMOKEY 北名古屋市 九之坪小松６９－１　ラメ－ル２１　２Ｆ 飲食店 PK-0000-1206

和食亭竜門 北名古屋市 熊之庄八幡９４ 飲食店 JS-0001-3556

肉炉端 toco 北名古屋市 鹿田永塚４８　一吉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1090

AFuRekitchen 北名古屋市 徳重広畑３３　フレックスイクタ１Ｄ 飲食店 JS-0005-5675
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中華料理平和平 北名古屋市 徳重広畑３５　フレックスイクタ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8262

ホルモン焼肉家 一眞 北名古屋市 徳重本郷２１３ 飲食店 JS-0002-0484

炭火焼肉ターザン 北名古屋市 片場大石４５ 飲食店 JS-0003-6508

炭火焼肉しちりん亭 北名古屋市 法成寺蚊帳場　８７－１ 飲食店 SL-2000-6165

いろは家 北名古屋市 弥勒寺西１－１３８　　 飲食店 PK-0000-2638

花よし本店 北名古屋市 九之坪寺領４７ ショッピング JS-0000-9265

ワタセイ 北名古屋市 九之坪南町２２ ショッピング JS-0001-2814

たばた屋 北名古屋市 九之坪梅田３ ショッピング SL-2000-1887

ハーモニー北名古屋調剤薬局 北名古屋市 熊之庄宮地６７ ショッピング JS-0005-5282

アオキーズ・ピザ北名古屋店 北名古屋市 高田寺砂場６－２ ショッピング JS-0003-1978

明治堂薬品 師勝店 北名古屋市 鹿田１９２９　ヨシヅヤ師勝店内　 ショッピング SL-2001-1358

エコール増屋 北名古屋市 鹿田坂巻２２９ ショッピング JS-0005-2815

きもの専科林 北名古屋市 鹿田神明附８６　 ショッピング SL-2000-3663

ハーモニー薬局西春店 北名古屋市 西之保三町地４－１８ ショッピング JS-0005-5285

（株）RSA レザーズ 北名古屋市 六ツ師女夫越１１０ ショッピング JS-0002-7527

マルフク 北名古屋市 六ツ師道毛５３－１ ショッピング JS-0003-2380

すばる薬局 師勝店 北名古屋市 鹿田栄１７９－１ サービス JS-0001-1648

美容室 withNancy 北名古屋市 鹿田廻間６４ サービス JS-0002-1944

クレフ 北名古屋市 鹿田坂巻２１５－３ サービス JS-0001-4795

うずらちゃん 北名古屋市 鹿田神明附８７－１ サービス JS-0000-9932

ギッシュ北名古屋店 北名古屋市 鹿田南蒲屋敷６８４　　 サービス ZN-0003-0759

クリーニング・はじめ鹿田店 北名古屋市 鹿田南蒲屋敷６９４ サービス JS-0005-6173

ヘアメイクバス 北名古屋市 西之保西若３　中山ビル１Ｆ サービス JS-0000-7106

ホワイト急便西之保 SS 店 北名古屋市 西之保青野１１１ サービス JS-0005-6690

ベンリー空港店 北名古屋市 西之保青野１８７－１ サービス JS-0004-1129

美容サロンミニー 北名古屋市 西之保青野東２３ サービス JS-0000-5851

ER － FOLG 北名古屋市 中之郷四辻２４－１ サービス JS-0003-6691

105Store 北名古屋店 北名古屋市 中之郷四辻２４－１ サービス JS-0005-8957

Beauty7 北名古屋市 徳重広畑３３ サービス JS-0004-5564

IU 北名古屋市 弥勒寺西３－１０４ サービス JS-0003-5447

ペットショップワンコレクティブ 北名古屋市 九之坪竹田１４４－１ その他 JS-0001-1500

AFuRekitchen 北名古屋市 徳重広畑３３　フレックスイクタ１Ｄ その他 SL-2000-0167

レストランワタナベパティスリーポム 弥富市 五斗山１－１１６ 飲食店 JS-0001-3312

ヒッコリーウエスト 弥富市 鍋平３－６１－２ 飲食店 JS-0000-5699

プラスワンホーム 弥富市 六條町中切７８－６　　 飲食店 PK-0000-6608

ユニオン タイヤ 弥富市 鮫ヶ地３－５－５ ショッピング JS-0000-4962

男子専科 オオタニ 弥富市 鯏浦町上六１５５ ショッピング JS-0000-0724

やとみサイクル 弥富市 鯏浦町西前新田１５－６ ショッピング JS-0005-1263

トリミングワン 弥富店 弥富市 五明町蒲原１３７１－４　イオンスーパーセンター弥富店内 サービス JS-0000-4550

いずもやピアゴ十四山店 弥富市 鍋平２－４７ サービス JS-0004-8062

ボヘミアン 弥富市 東中地１－１７－３　 その他 SL-2000-4076


