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［豊橋市］

加盟店名 所在地 ジャンル

磯兵衛 豊橋市 磯辺下地町東坪１９－１ 飲食店 JS-0000-0837

VivraVivre 豊橋市 駅前大通１－２７ 飲食店 JS-0005-5213

肉 18 豊橋市 駅前大通１－３０　小野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4460

鳥万作豊橋駅前店 豊橋市 駅前大通１－３２－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4267

ene 豊橋市 駅前大通１－３４ 飲食店 JS-0001-3737

朧月豊橋駅前大通り店 豊橋市 駅前大通１－３４－１　MKG 駅前ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0496

軍鶏と鴨と名古屋コーチン 三代目 あら兵衛 豊橋市 駅前大通１－７０　 飲食店 SL-2001-1897

中国料理新珠飯店 豊橋市 駅前大通１－８３ 飲食店 JS-0000-8503

肉バル 961 豊橋市 駅前大通２－３０－１　アンデルセンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4263

garden dining Kado 豊橋市 駅前大通２－５４ 飲食店 JS-0003-2705

MonsterTree 豊橋市 駅前大通２－６１－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-5493

ごじから 豊橋市 花園町２０プリンセス花園１Ｆ 飲食店 JS-0002-6741

はーれー忠太郎駅西店 豊橋市 花田一番町１８９番地 飲食店 JS-0005-8922

歌舞伎 豊橋市 花田一番町８ 飲食店 JS-0001-2303

GEMOR 豊橋市 花田一番町９６　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0669

小料理宮した 豊橋市 花田町中郷９３－６　　 飲食店 ZN-0002-0425

ポカラ豊橋駅前店 豊橋市 萱町２０－１０ 飲食店 JS-0004-5377

フラスカティ 豊橋市 萱町５７　カーサ・デ・セニョーラ２０００　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0381

炭焼麒喜 豊橋市 岩屋町岩屋下２９－３２ 飲食店 JS-0005-9586

SUPER ＋ 豊橋市 岩屋町岩屋下６２－８　パルネット７　１０３ 飲食店 JS-0003-6223

酒蔵穂の国 豊橋市 広小路１－１１　三河屋 B1 Ｆ 飲食店 JS-0005-2575

70 ひろうもん豊橋店 豊橋市 広小路１－１８　ｳｪﾙﾌﾟﾗｻﾞ ･ ﾕﾒｯｸｽﾋﾞﾙ２Ｆ１号室　 飲食店 ZN-2000-4661

お肉とお野菜 あら川 豊橋市 広小路１－３７　 飲食店 SL-2001-1899

葉隠亭 豊橋市 広小路２－２５－１ 飲食店 JS-0000-6707

THEPARLOUR 豊橋市 広小路２－２８　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6928

ちゃんこダイニング琴 豊橋市 広小路２－３０－１ 飲食店 JS-0001-0557

鉄板ダイニング JUJU 豊橋市 広小路２－３０－２　 飲食店 SL-2001-0715

D － GETA 豊橋市 広小路３－５３ 飲食店 JS-0002-0062

居酒屋 弥生 豊橋市 高洲町長弦２ 飲食店 JS-0005-1919

酒座楽志舎 豊橋市 佐藤１－１８－３ 飲食店 JS-0002-1261

寿司蔵佐藤店 豊橋市 佐藤１－４－２１ 飲食店 JS-0000-8522

丸よ 豊橋市 札木町５０　 飲食店 SL-2000-9379

ブラジリアーナピザ豊橋 豊橋市 春日町２－３－１　ムラタビル１０１ 飲食店 SL-2000-5290

山水 豊橋市 小畷町５９５　コーポ原１Ｆ 飲食店 JS-0000-1860

KKIndianRestaurant 豊橋市 松井町南新切３３－１　　 飲食店 ZN-2000-5958

島々 豊橋市 松葉町１－１ 飲食店 JS-0000-6056

富士屋グリル＆バー 豊橋市 松葉町１－１９　豊橋セントラルビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2972

thebridesbridge 豊橋市 松葉町１－２０　フェイス豊橋１Ｆ 飲食店 JS-0002-0361

豊橋焼肉 ときわ 豊橋市 松葉町１－２２　 飲食店 SL-2001-1592

居酒屋しゃらら亭 豊橋市 松葉町１－４３ 飲食店 JS-0002-3574
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寿司蔵 豊橋市 松葉町１－４８ 飲食店 JS-0000-8682

しゃぶ源 豊橋市 松葉町１－５５－２　　 飲食店 ZN-0002-0385

夕やけ横丁三丁目豊橋店 豊橋市 松葉町１－５６　　 飲食店 ZN-0002-0390

鮨ダイニング おおやま 豊橋市 松葉町１－５９－１ 飲食店 JS-0002-9729

フォアグラと燻製 Cossori ～コッソリ～ 豊橋市 松葉町１－６　 飲食店 SL-2001-1898

ZERO 豊橋市 松葉町１－６３　マツバビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8652

食楽佳味前澤 豊橋市 松葉町１－６３－２　水月ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4660

ジタン 豊橋市 松葉町１－６７　cozy ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6270

TOWA 豊橋市 松葉町１－６７　cozy ビル２ＦＢ 飲食店 JS-0004-6035

CROW 豊橋市 松葉町１－７０　Ｔ－１ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4872

ぬー 豊橋市 松葉町１－８－３ 飲食店 JS-0004-6058

BOMBO 豊橋市 松葉町１－９１ 飲食店 JS-0005-3300

べったく 豊橋市 松葉町２－１４ 飲食店 JS-0002-3026

月陽 豊橋市 松葉町２－３６－２　　 飲食店 ZN-0002-0465

紫苑 豊橋市 松葉町２－５３ 飲食店 JS-0004-3205

花朧豊橋駅前店 豊橋市 松葉町２－５３　鈴木ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0508

SHOUMON ～笑門～ 豊橋市 松葉町２－８－１　リバティビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4271

MERGE 豊橋市 松葉町３－４３　黒柳店舗１Ｆ 飲食店 JS-0002-3473

炉端くう 豊橋市 新本町１０１　杉田ビル１ＦＢ 飲食店 JS-0000-9902

VEGECAFELOTUS 豊橋市 西岩田６－１６－１２ 飲食店 JS-0005-5590

リゾートレストラン シカン 豊橋市 前田南町１－１２－１６ 飲食店 JS-0000-4473

和牛三将軍 豊橋市 前田南町２－１４－１１　　 飲食店 ZN-0002-0427

Olive 豊橋市 草間町平東１３０　東和プラザ１－１０ 飲食店 JS-0003-3621

すし屋 でんすけ 豊橋市 草間町平東１３０　東和プラザ１－１１ 飲食店 JS-0001-1535

四季鮮菜 よし味 豊橋市 大岩町北山３９５－１ 飲食店 JS-0000-1301

楽酒楽食 taro 豊橋市 大橋通１－１０２－１　　 飲食店 ZN-0002-0500

魚介と和牛 あら萬 豊橋市 大橋通１－９８　 飲食店 SL-2001-1896

ORANGE GARDEN 豊橋市 大橋通２－１２６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6449

MEMORY GATE 豊橋市 大橋通２－１３３　富岡屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2257

スタンドアップ 豊橋市 大橋通２－１４０－１　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1909

orto 豊橋市 大山町東大山１４１ 飲食店 JS-0000-7993

中華風手料理 桂林 豊橋市 中岩田２－３－１　 飲食店 SL-2000-9033

夢のれん 豊橋市 中岩田５－６－５ 飲食店 JS-0005-3539

絆 豊橋市 中世古町４１－２　　 飲食店 ZN-0002-0388

味処　たべごろ 豊橋市 柱九番町３３　　 飲食店 PK-0000-6744

HONKYTONK 豊橋市 柱七番町１０３ 飲食店 JS-0001-8702

レストランアモンダン 豊橋市 柱八番町９９－１ 飲食店 JS-0002-1799

あねごや 豊橋市 天伯町字春日野８４－３　　 飲食店 PK-0000-6713

GRINGOURMET 豊橋市 東岩田３－５－１３ 飲食店 JS-0004-7039

居酒屋鳴門 豊橋市 藤沢町１９４ 飲食店 JS-0000-8316

鶴 豊橋市 藤沢町５６－１　シャロンド藤沢１０２ 飲食店 JS-0003-0442

レストラン醍醐 豊橋市 堂坂町３６　　 飲食店 PK-0000-6437

太平 豊橋市 二川町西向山１６７－４ 飲食店 JS-0002-7909

炭火焼肉きんた西駅店 豊橋市 白河町３２ 飲食店 JS-0002-6113
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ポカラ豊橋岩田店 豊橋市 平川本町１－１６－８ 飲食店 JS-0004-5331

豊橋駅在来線改札内壺屋 豊橋市 北島町字北島６８－１　　 飲食店 PK-0000-4581

cococafe 弥生店 豊橋市 弥生町東豊和１７ 飲食店 JS-0005-7894

アイ・コンタクトレンズ 豊橋市 駅前大通２－２３ ショッピング JS-0004-6322

ニコル豊橋店 豊橋市 駅前大通２－３１ ショッピング JS-0000-0605

wonclo 豊橋市 駅前大通２－７１　　 ショッピング ZN-2000-1073

GROOVY 豊橋市 駅前大通２－７１　大豊ビルＣ２ ショッピング ZN-2000-4059

harvest 豊橋市 駅前大通３－１１５　大崎屋ビル ショッピング JS-0003-0117

有限会社 川西種苗店 豊橋市 駅前大通３－３１ ショッピング JS-0000-1904

ル・プランタン 豊橋市 駅前大通３－３１ ショッピング JS-0005-9528

金子貴金属店 豊橋市 駅前大通３－４７ ショッピング JS-0000-1883

株式会社 ノズエ 豊橋市 下地町２－４４　 ショッピング SL-2000-1528

Cha － min 豊橋市 花園町５２ ショッピング JS-0000-0495

ハカタ屋 豊橋市 花園町７１　　 ショッピング ZN-2000-0828

株式会社第一無線 豊橋市 萱町１７ ショッピング JS-0000-3936

ギフトショップ丸八 豊橋市 牛川通３－１３－１　 ショッピング SL-2000-4944

童庵 牛川店 豊橋市 牛川通３－１３－１　 ショッピング SL-2000-8140

マサキクリーニング　菰口店 豊橋市 菰口町１－２０　　 ショッピング PK-0000-8030

金助サン 豊橋市 菰口町１－５８－１ ショッピング JS-0004-2771

ナブラ釣具 豊橋市 向山町伝馬５－２ ショッピング SL-2000-0055

株式会社三河屋 豊橋市 広小路１－１１ ショッピング JS-0005-7356

レジーナビアンカプラス 豊橋市 広小路１－１４ ショッピング JS-0000-9157

ampleur 豊橋市 広小路１－２５ ショッピング JS-0002-2564

GINYA 豊橋店 豊橋市 広小路１－３６　一番ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-1503

ザ・メキシコ 豊橋市 広小路２－２７ ショッピング JS-0002-0455

カダンス 豊橋市 広小路２－２８－３　中央ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8635

LUKE1 豊橋市 広小路２－２９　柴山ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-0114

モンブランスポーツ 豊橋市 広小路２－４４ ショッピング JS-0002-1856

TAKATSU 豊橋市 広小路３－５４－１　ｷｬﾝﾌｧｰﾛｰﾚﾙﾀﾜｰ豊橋 ショッピング JS-0002-3569

海老萬 豊橋店 豊橋市 佐藤４－３９－３　プラザ三和１０２ ショッピング JS-0005-4793

タイヤガーデン豊橋 豊橋市 佐藤４－４０－２ ショッピング JS-0005-3553

M － style 豊橋市 佐藤５－１－４　 ショッピング SL-2001-0383

グラスオーブアールグレイ 豊橋市 佐藤５－１８－６　 ショッピング SL-2001-0822

RADIAN 豊橋市 札木町１０６－１　 ショッピング SL-2000-2814

［HC］株式会社ムラタ電気 豊橋市 三ノ輪町１－３６ ショッピング JS-0001-8930

太陽堂 TAIYODO 豊橋市 松葉町１－７　 ショッピング SL-2000-0302

ClearEYES 豊橋市 植田町西蛤沢２６－１ ショッピング JS-0000-8179

ギャラリー・ラシャ 豊橋市 新本町２５ ショッピング JS-0003-3767

シーパレスリゾートホテル 売店 豊橋市 神野新田町ミノ割１－３ ショッピング JS-0000-0764

タイヤガーデン豊橋港 豊橋市 神野新田町ルノ割４０－１ ショッピング JS-0005-3559

GENKIPLUS 豊橋市 西岩田６－１６－１１ ショッピング JS-0005-5291

ベルカント 豊橋市 西幸町古並２６８－２ ショッピング JS-0005-3570

マサキクリーニング　たか丘店 豊橋市 西小鷹野３－１１－７　ﾆｭｰﾗｲﾌﾌｼﾞたか丘店内　 ショッピング PK-0000-8029

（株）西川本店 豊橋市 西松山町６５ ショッピング JS-0000-0598
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西川本店 豊橋市 西松山町６５ ショッピング JS-0005-5499

コントワール・デュ・モンド 豊橋市 前田南町１－１－３　ﾀﾜｰﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ･ ｱﾈｯｸｽ１ ショッピング SL-2000-5420

メガネの鈴木 豊橋市 前畑町１００－９ ショッピング JS-0005-2455

AirPit 豊橋市 大岩町黒下３５ ショッピング JS-0001-2697

マサキクリーニング　アルテ店 豊橋市 大岩町字久保田９－１　アルテ二川店内　 ショッピング PK-0000-8038

豊橋総合動植物公園中央売店 豊橋市 大岩町字大穴１－２３８ ショッピング JS-0004-8431

豊橋総合動植物公園東売店 豊橋市 大岩町字大穴１－２３８ ショッピング JS-0004-8436

豊橋総合動植物公園自然史博物館 売店 豊橋市 大岩町字大穴１－２３８ ショッピング JS-0004-8445

Mr．SeedMan 豊橋市 大岩町車田５－１　１Ｆ ショッピング JS-0000-1897

童庵 本店 豊橋市 大橋通２－１５０－１　 ショッピング SL-2000-8141

マツシタ 豊橋市 大橋通３－１１４　ダイアパレス大橋通１４０１ ショッピング JS-0005-6422

マサキクリーニング　本店　1 号車 豊橋市 大村町桜島４７　　 ショッピング PK-0000-8061

BOMBRASiL 豊橋市 中岩田５－５－１２ ショッピング JS-0000-3436

ガレージジョイクール 豊橋市 中原町中ノ谷３０－１７ ショッピング JS-0001-9092

マサキクリーニング　サンヨネ東店 豊橋市 仲ノ町１　サンヨネ東店内　　 ショッピング PK-0000-8037

マサキクリーニング　柱店 豊橋市 柱五番町１１６－１　　 ショッピング PK-0000-8048

Each Worth 豊橋市 柱五番町３ ショッピング JS-0004-3043

LocalLab 豊橋市 南栄町東山２１５－２　ｲﾝｸﾞﾛｰﾘｰ・東山店舗３－２　 ショッピング ZN-2000-4499

サロック二川店 豊橋市 二川町北裏１－１６ ショッピング JS-0002-0469

伊勢屋酒店 豊橋市 八通町１２０－２　 ショッピング SL-2000-1275

豊橋医療病院売店 豊橋市 飯村町字浜道上５０ ショッピング JS-0005-4125

広中ケンネル株式会社              豊橋市 飯村南２－２１－２ ショッピング AD-0000-2633

UMEPNEUS 豊橋市 飯村南２－２２－１４ ショッピング JS-0002-3897

ATITUDE MODAS 豊橋市 飯村北３－２４－１７ ショッピング JS-0001-0005

Cinnamon Sugar 豊橋市 浜道町桜６２－１ ショッピング JS-0000-7935

株式会社まごころ畳 豊橋市 北島町中川原１４７－１ ショッピング JS-0003-6338

FULL HOUSE 豊橋市 牟呂町西明治源助堀５－４ ショッピング JS-0003-3794

マサキクリーニング　汐田橋店 豊橋市 牟呂町扇田２１－１　　 ショッピング PK-0000-8026

マサキクリーニング　イオン豊橋南店 豊橋市 野依町字落合１－１２　イオン豊橋南店内　 ショッピング PK-0000-7741

プルミエ豊橋店 豊橋市 つつじが丘１－７－５　　 サービス PK-0000-0262

YouK hair 豊橋市 つつじが丘３－６－１　ラフォーレ山本１０３ サービス JS-0000-5884

hair make snip 豊橋市 羽根井西町１－１ サービス JS-0000-1077

ViVi 豊橋店 豊橋市 羽田町３０－１　ＨＳビル２Ｆ サービス JS-0002-2531

F．I．K hair ＆ beauty 豊橋市 駅前大通２－７１ サービス JS-0000-9482

ホワイト急便豊橋下地店 豊橋市 下地町操穴３９－３ サービス JS-0005-7242

ストリート モータース 豊橋市 岩崎町長尾４９－５ サービス JS-0001-7466

タヒボガーデン 豊橋市 向山町川北１１ サービス JS-0002-9632

Kein － Crush 豊橋市 広小路１－３６　一番ビル３Ｆ サービス JS-0001-4559

ルシードスタイル アートラッシュ 豊橋市 佐藤４－３３－３ サービス JS-0000-4312

さいとう動物病院 豊橋市 佐藤５－６－１ サービス JS-0002-9734

ヘアー＆エステ スタジオモア 豊橋市 三ノ輪町５－１７－１ サービス JS-0001-1638

THESWAG 豊橋市 三本木町新三本木４４－１４　２Ｆ　 サービス ZN-0003-0813

ARTRUSHLaxia 豊橋市 小松町１８６－３ サービス JS-0001-5264

hair ＆ codeLUKEfree 小松店 豊橋市 小松町２３８－１　　 サービス ZN-0003-0809
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ガッツレンタカー豊橋植田店 豊橋市 植田町車塚１０１ サービス JS-0005-6892

LUMIERE 豊橋市 西幸町笠松２１４－１　　 サービス ZN-2000-3119

トータルビューティーサロン YUiMA 豊橋市 西小鷹野４－３－１１ サービス SL-2000-1110

ガッツレンタカー豊橋駅前店 豊橋市 前田町１－５－４ サービス JS-0003-5836

孫太朗 豊橋市 前田南町１－２０－２ サービス JS-0000-0721

ネイルサロンオレンジスティック 豊橋市 前田南町２－８－２４　玉屋店舗１Ｆ サービス JS-0005-8687

GARAGE ディージー 豊橋市 大岩町字菅池１６－１　　 サービス PK-0000-7813

フローリッシュ 豊橋市 大山町松荒２４－１ サービス JS-0001-3512

re ／ arrange 豊橋市 潮崎町８５　立正マンションＣ号室 サービス JS-0004-7605

HAIRSTUDIOBELLO 豊橋市 東小浜町１０　　 サービス ZN-0002-7463

ルシードスタイルウインズ 豊橋市 東脇１－１－３　　 サービス ZN-0003-0746

Dio Frange 豊橋市 東脇１－８－１１ サービス SL-2001-1829

Avenir 豊橋市 飯村北５－１１－１７ サービス JS-0004-6166

トータルリペア カインド 豊橋市 北島町北島２４０－３ サービス JS-0004-0760

LUCIDOSTYLEB － SH 豊橋市 弥生町字松原４９－２　　 サービス PK-0000-5444

トレーニングスタジオ ラリーゴ 豊橋市 萱町２０－１０　オネスト萱町４Ｆ その他 JS-0004-1968

漢方自然薬のイバ 豊橋市 向山台町１２－１３　 その他 SL-2000-2183

ゴルフクラブハーバービュー 豊橋市 神野新田町ロノ割６１－１ その他 JS-0003-6925

ペットショップクンクン ジュレ南店 豊橋市 草間町平南３８－１ その他 JS-0002-4478

ペットショップ 若林 豊橋市 大岩町車田１－１８ その他 JS-0000-0660

パナステージわたなべ 豊橋市 東岩田３－１－４　 その他 SL-2000-1093

ペットファミリー田中金魚 豊橋市 平川本町２－４－１１ その他 JS-0005-5890


